プレスリリース
2009 年 6 月 29 日
（会社名）株式会社ＡＸＳＥＥＤ

（代表者名）代表取締役

新明 善彦

（会社名）ＯＡ通信サービス株式会社（代表者名）代表取締役社長 川口 公二
==================================================================
株式会社ＡＸＳＥＥＤとＯＡ通信サービス株式会社は、両社のスマートフォン・セキュリ
ティーポリシー管理 ASP サービスとスマートフォン対応 VPN ASP サービスを協調連携さ
せた新しい ASP サービス『SecureSmart』の提供を開始致しました。
『SecureSmart』は、スマートフォンと社内にある Exchange Server 等との安全な情報の
同期を実現します。
==================================================================
株式会社ＡＸＳＥＥＤ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：新明善彦 以下ＡＸＳＥＥＤ）
と、ＯＡ通信サービス株式会社（所在地：熊本県熊本市、代表取締役社長：川口公二 以下
ＯＡ通信サービス）とは、共同で、社外で活用するスマートフォンとイントラネットに設
置された Exchange Server を代表とする様々なアプリケーションサーバの情報とを安全に
同期させることが可能な、新しいクラウド・プラットフォーム・サービス『SecureSmart』
を開始しました。
【開発の背景】
昨今普及が著しいスマートフォンのビジネス利用を進めるためには、スマートフォンと社
内システムとの連携が大きな課題となっています。その一つの方法は、インターネット上
のサーバに情報を預けることですが、社内情報を外部サーバに蓄積するためのワークフロ
ーの見直しが必要となり、内部統制の観点からも課題があります。一方で、スマートフォ
ンとイントラネットを接続する既存ソリューションは、導入のためにネットワーク構成の
変更が必要であったり、ユーザが自分で操作をしなければならないために社内情報とのズ
レが生じたりしていました。

【特長】
『SecureSmart』は利便性と安全性を両立させたワンストップソリューションです。
・

あらかじめ指定された時間毎に自動で、スマートフォンとイントラネット内のア

プリケーションサーバとの間でセキュアな通信経路の確立とスマートフォン内の任意の指
定されたアプリケーションの実行、通信経路の切断を行います。これにより、例えばスマ
ートフォン内の Outlook Mobile とイントラネット内の Exchange Server を同期させ、メー

ル・スケジュール・ToDo・連絡先などの情報を同期することができます。
・

スマートフォンのポリシー管理（パスワードやデータ暗号の義務化、利用機能制

限、利用ソフト制限、端末状態の定期監視、緊急時データ消去 等）を行います。これによ
り、カメラや SD カードの利用を制限したり、スマートフォンを紛失したときに情報を削除
したりすることより、情報漏洩リスクを抑制することができます。
・

社内の PC にインストールするだけで情報同期を実現します。ネットワーク設定の

変更を行う必要がありませんので、小規模でも簡単に導入できます。また、実績のある通
信モジュールを使用しており、移動中でも安定した通信を行うことができます。
【ご提供】
『SecureSmart』は、ASP サービスとしてご提供致しますので、お客様は、次のとおり、
初期設備費用と管理コストを抑え、必要な期間のみ必要な台数だけでご利用頂くことが可
能です。
ご利用台数

初期費用

月額

10 端末 2,200 円 1,900 円
20 端末 1,900 円 1,600 円
100 端末 1,660 円 1,325 円 （端末一台当たり）

『SecureSmart』についての詳細は、

http://SecureSmart.jp/

をご参照ください。

『SecureSmart』の販売は、株式会社ＡＸＳＥＥＤ、OA 通信サービス株式会社、双方で行
います。 当面、社内 Exchange Server とスマートフォン同期のためのサービスとして提
案展開していきます。
【各社様のコメント】
（社名五十音順）
◆株式会社ウィルコム

ソリューション営業本部 本部長

鈴木龍雄様

『SecureSmart』クラウド・プラットフォーム・サービスが実現する、VPN 通信機能と端
末セキュリティ管理機能は、スマートフォンのビジネス利用において、非常に重要であり、
今回のリリースを心より歓迎いたします。
特に Exchange Server をご利用の法人のお客様へのご提案において、今後連携を図りなが
らソリューション展開を進めていく所存です。
◆KDDI 株式会社 ソリューション商品企画本部 本部長

小林昌宏様

クラウド・プラットフォーム・サービス『SecureSmart』の提供開始を心より歓迎します。
端末の包括的セキュリティ対策機能、セキュアな通信経路、Exchange Server との同期機
能を提供する『SecureSmart』サービスを利用することにより、弊社スマートフォン E30HT
の利便性・安全性が向上し、ビジネス利用においても更なる活用が期待できると考えてお
ります。尚、本サービスで利用される『SPPM』
、
『L2Connect』アプリは弊社が提供するア
プリポータルサイト Business App NAVI でも紹介させて頂いております。
◆ソフトバンクモバイル株式会社

法人事業推進本部

執行役員本部長 安川新一郎様

スマートフォンの業務活用には、社内情報への安全なアクセスと端末自体の安全確保、そ
して万一紛失した場合の情報防御が重要です。
『SecureSmart』はそれらを包括的にカバー
しており、X04HT,X05HT をはじめとする弊社の Windows(r)ケータイ 6 機種の業務利用機
会が拡大するサービスとして『SecureSmart』クラウド・プラットフォーム・サービスの
開始を歓迎します。
◆マイクロソフト株式会社 モバイルコミュニケーション本部 本部長 越川慎司様
マイクロソフトは、ＡＸＳＥＥＤ様とＯＡ通信サービス様による Windows Mobile 向け新
サービスの提供開始を歓迎いたします。昨今の厳しい経済環境の中、企業は「コスト削減」
と同時に、競争力を維持するための「生産性の向上」と、
「コンプライアンスの強化」が求
められております。今回のサービス提供が、この３つの要件を満たし、より多くのお客様
に Windows Mobile の価値をお届けできるものと確信しております。

【システム概念図】

■『SPPM（Smart Phone Policy Manager）
』http://www.axseed.co.jp/sppm/
株式会社ＡＸＳＥＥＤが提供する『SPPM（Smart Phone Policy Manager）
』は、企業活用
されるスマートフォンのセキュリティ対策を行うために開発された統合管理ソフトウェア
で、カメラ、SD カード、無線 LAN、Bluetooth、IrDA、ワンセグといった端末機能の制
限，アプリケーションの起動制御，パスワード利用の義務化、データ暗号化の義務化とい
ったセキュリティ・ポリシーの徹底管理を SPPM 管理サーバから集中的に行うと共に、端
末へのリモート・データ配布、端末からのリモート・データ取得および緊急時の端末ロッ
ク、データ消去など、
“包括的セキュリティ対策機能”を提供します。
株式会社ＡＸＳＥＥＤは、SPPM の ASP サービスのご提供に加え、自社 SPPM 管理サー
バ用の利用ライセンス販売、自社専用 SPPM 管理サーバのハウジング（運用受託）でのご
利用に柔軟に対応しております。
また、スマートフォンを対象とした各種サービスとの連携・協業・OEM 提供を積極的に展
開しております。
■『L2Confidential』http://www.l2confidential.jp/
『L2Confidential』は、VPN ソフトウェア『L2Connect』を用いて、ノート PC、スマー

トフォン、シンクライアントといったモバイル端末とイントラネット、あるいは拠点間を
安全に繋ぐことができる ASP 型 VPN サービスです。
「安全・簡単・拡張性の高い VPN」を、初期導入コストを押させて短期間で構築すること
が可能となるサービスです。
さらに信頼性の高いデータセンター内で、冗長構成で運用しており、可用性の高いサービ
スとなっております。

【会社概要】
■会社名 株式会社ＡＸＳＥＥＤ（アクシード）
■代表者 代表取締役

新明 善彦

■資本金

1,000 万円

■設

2004 年 3 月 1 日

立

■所在地

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-12-24 東建・長井ビル 3F

■TEL

03-5766-4150

■FAX

03-5766-4151

■URL

http://www.axseed.co.jp/

■Email

cs@axseed.co.jp

■事業内容

・ソフト開発
・サーバシステム開発/構築/管理/運用
・携帯キャリア公式サイト開発・運用
・動画変換、画像変換、絵文字変換
・ASP サービス提供（PC/携帯）
・本人認証/暗号/匿名システム開発

【本件に関するお問い合わせ】
■会社名 株式会社ＡＸＳＥＥＤ
■担当者 小日置（コビキ）
■TEL

03-5766-4150

■FAX

03-5766-4151

■Email

SSmart@axseed.co.jp

【会社概要】
■会社名

OA 通信サービス株式会社

■代表者 代表取締役社長 川口 公二
■資本金

１億 6,000 万円

■設

1990 年 2 月 8 日

立

■所在地

〒861-8028 熊本県熊本市新南部６丁目２－９３

■TEL

096-387-0001

■FAX

096-384-4918

■URL

http://www.oat.ne.jp/

■事業内容

・情報通信機器販売
・システムインテグレーション
・ASP サービス事業（PC/携帯）

【本件に関するお問い合わせ】
■会社名 OA 通信サービス株式会社
■担当者 日高・前田
■TEL

03-3452-8383

■FAX

03-5730-4440

■Email

L2Cinfo@oat.ne.jp

企業ソリューションビジネス部

