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遠隔制御技術を使ったスマート端末の管理と
セキュリティ・ソリューションについて

1.  はじめに

特集

概要
　近年、一般消費者そして企業ユーザへのスマート端末の普及が急激に進んでいる。ビジネスでスマート端末を

使用した場合にも携帯電話やノート型パソコンと同様のセキュリティ的課題に直面することが考えられる。その

解決策の一つとして携帯端末の遠隔制御技術がある。Open Mobile Alliance-Device Managementなどの業

界標準の遠隔制御技術を使うことによりセキュリティ・ソリューションが短期間に構築でき、これらを使用した携

帯端末管理製品／サービスが登場してきている。本稿では、スマート端末におけるセキュリティの現状と課題を

踏まえ、携帯端末管理としてのMobile Device ManagementおよびSmart-letの紹介、そしてこれらを支える

遠隔制御技術を紹介する。
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　日本国内におけるスマートフォンの本格的な普及は２００８年

にApple社よりiPhone３Gが発売されてからである。２０１０年、

NTT ドコモからの Android OS 搭載スマートフォン Xperia

の発売を皮切りに、各モバイルキャリアが多くのスマートフォン

を発表し、スマートフォン市場が急拡大している。スマート端末

（スマートフォン／タブレット端末を総称する用語）は、従来の携

帯電話とは異なりノート型パソコンに近い能力を有し、起動の

速さ、直観的な操作感覚、GPS を初めとする各種センサー搭

載など、新しい特徴を持った携帯端末である。最近では iPad

などのタブレット端末が登場し、社外持ち出しノート型パソコ

ンの代替、業務専用端末の代替としてビジネス利用が急増して

いる。しかし、スマート端末の管理面、セキュリティ面の課題が

ビジネス利用の大きなハードルになる。

　本稿では、まず携帯端末としてのスマート端末とそのセキュ

リティの現状の課題及び対策を述べる。次にこのセキュリティ

対策を効率よく実施できる携帯端末管理サービスを取り上げ、

その一つである当社のスマートフォン遠隔制御サービス

「Smart-let」のサービス概要を説明する。最後に「Smart-let」

で採用されている遠隔制御技術の要素技術と本技術を利用し

たセキュリティ・ソリューション例を紹介する。

5. おわりに
　今回、当社のサービスである「Smart-let」とそれを実現す

るためのコアとなる技術を紹介した。スマート端末は携帯電話

網を利用することが可能となった携帯端末と考えることがで

き、既存技術の融合により新たなソリューションが生み出され

る良い例である。

　今後、スマート端末を利用したシステムを開発・運用する場

合は紛失や盗難対策が必須であり、「Smart-let」は、スマート

端末関連のアプリケーションを展開して行くうえでの基本とな

る技術である。しかし、この技術だけでは競合他社との差別化

は難しい。そこで、この遠隔制御技術だけではなく他の技術、

たとえばデバイス証明書などを組み合わせることにより、より

高いセキュリティレベルを確保したソリューションの実現を目

指したいと考えている。
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スマート端末によるモバイルクラウド

2.1　携帯端末の比較
　スマート端末を初めとする現在利用可能な主な携帯端末は、

以下のとおりである。いずれの携帯端末もインターネット接続

の機能を有している。

（１）ノート型パソコン

（２）携帯電話

（３）スマート端末

　これらの携帯端末の機能について比較を行ったものが、表１

2.  スマート端末におけるセキュリティの
     現状と課題
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表１　ノート型パソコン、携帯電話、スマート端末の機能比較

2.2 セキュリティ対策の比較
　ノート型パソコン、携帯電話そしてスマート端末のセキュリ

ティ対策を表２に比較する。アプリケーションが自由に利用で

きる点、ウイルス対策が必要な点、電子証明書による端末認証

など、セキュリティ対策はスマート端末に関してはノート型パソ

コンに近いと言える。

　携帯端末は購入した時点では特段のセキュリティ対策は施さ

表２  ノート型パソコン、携帯電話、スマート端末のセキュリティ対策の比較

2.3　スマート端末のビジネス利用における
　　  セキュリティの現状
　ここまで、ノート型パソコン、携帯電話、スマート端末につい

てセキュリティ対策の比較を行ってきた。スマート端末におい

て特にビジネス利用時のセキュリティとして注意しなければな

らないのは、以下の項目である。

（１）カメラ等デバイスの設定変更

セキュリティの観点からカメラを禁止している企業も多い

が、スマート端末に搭載されているカメラを強制的に使用

禁止にする仕組みが必要である。

（２）WiFi 等無線 LAN の設定変更

企業内の無線 LAN に自由に接続させないようにスマート

端末の WiFi 設定を強制的に使用禁止にする仕組みが必

要である。

（３）アプリケーションのインストールまたは使用制限

スマート端末ではアプリケーションをオープンなマーケッ

トから自由にダウンロードしインストールすることができ

る。このためビジネスでは不必要なアプリケーションやマ

ルウェアが感染したアプリケーションをインストールして

しまうことがある。このため、アプリケーションのインス

トールまたは使用を制限する仕組みが必要である。

（４）テザリングの制限

テザリングとはスマート端末をモバイルルータのように利

用する機能である。これによりスマート端末経由で他のス

マート端末やパソコンが常時接続できるようになる。しか

し（２）と同様に自由に接続させないため、使用禁止あるい

は使用を制限する仕組みが必要である。

　さらに、現在普及台数を伸ばしているAndroid OS 搭載のス

マート端末に関して、セキュリティに不安があると言われてい

る [1]。 Android OS はオープンな OS であり、その脆弱性を

突くマルウェア対策が非常に重要である [２]。

3.　携帯端末管理
　企業でスマート端末を安全に利用するため、スマート端末の

一括管理、遠隔制御、セキュリティポリシー配布などを実行で

きる携帯端末管理製品 /サービス（MDM：Mobile Device 

Management）が登場してきている。携帯端末管理製品 /サー

ビスの特長の一つは、遠隔からスマート端末を制御し、端末の

ロック（リモートロック）やデータ削除（リモートワイプ）ができ

図１　携帯端末管理製品/サービスの概念図

携帯端末管理サービスの例として、当社が２０１０年１２月にサー

ビスを開始したスマートフォン遠隔制御サービス「Smart-let」

の概要を紹介する。（図２参照）

　本サービスを利用することにより、お客さま企業内利用者が

スマート端末を紛失もしくは盗難された場合、お客さまのシス

テム管理者が本サービスを利用して、スマート端末を遠隔から

ロック及びデータ削除することが可能となる。

　スマート端末のリモートロックを実行することにより、スマー

ト端末の操作を制限しデータの読み出しを防いでいる。しか

し、ノート型パソコンのハードディスクの暗号化と同様にデー

タは存在した状態にあるが、リモートワイプを実行することで

スマート端末内のデータを消去することができる。

　「Smart-let」では、デバイスや無線 LAN の設定変更やアプ

リケーションのインストールまたは使用制限さらにはテザリン

グの制限などは、スマート端末の機種に合わせて個別に作り込

むことで対応可能である。

　「Smart-let」で提供している基本機能はリモートロックとリ

モートワイプであるが、基盤となっている技術は次章で述べる

「機器の遠隔制御」であり、技術的にはスマート端末に搭載され

ている機器やセンサーを遠隔から制御できる。将来的に、本

サービスをベースに遠隔制御機能を活用した応用アプリケー

ションの提供を視野に入れている。

図２　Smart-letの概念図

4.　遠隔制御技術の要素技術

4.1  スマート端末と管理サーバ間の制御用の通信技術
　「Smart-let」のサービスを実現するにあたり、インターネット

上の管理サーバからスマート端末に対し遠隔制御を行うことに

なるが、インターネット上のサーバからスマート端末に対する接

続はそれほど容易ではない。

　スマート端末は常時インターネット接続しているわけではなく、

必要に応じて再接続している。スマート端末に割り当てられる

IPアドレスについても、事前に携帯電話事業者から割り当てら

れるアドレスを知ることはできず、使用状況によっては気づか

図３　携帯端末のIPアドレス変化 図４　SMSとは

　インターネット上の管理サーバからSMSゲートウェイサービ

ス（http2sms など）を利用することで、スマート端末に対して

ショートメッセージを送信することが可能である。

　以下の手順を踏むことで、サーバは制御対象のスマート端末

の IP アドレスを知ることができ、管理サーバはスマート端末を

遠隔制御可能となる。

（１）管理サーバは、http２smsサービスを利用しスマート端末

　　の電話番号を宛先にショートメッセージを送信する

（２）スマート端末は、受信したショートメッセージより管理サー

　　バの IP アドレスを取り出す

（３）スマート端末は、インターネットを利用し管理サーバに接続

　　する

（４）管理サーバは、接続してきたスマート端末の IP アドレスを

　　取得する

（５）管理サーバは、取得したスマート端末の IP アドレスを使い

　　遠隔制御を実行する

　SMS以外の管理サーバからスマート端末を制御するための

通信方法は、Apple 社の APNs（Apple Push Notification 

service）や試行段階であるが Google 社の C２DM（Cloud 

to Device Messaging）などがある。これらのサービスは管

理サーバからスマート端末へデータを送信することによりリ

モートワイプなどの遠隔制御を実行することができる。

4.2　遠隔制御技術を実現するOMA-DM技術
　スマート端末をもっと単純にとらえると、無線通信機能を有

する携帯端末と見なすことができる。世の中にはこのカテゴ

リーに属する機器は数多く存在する。たとえば、携帯端末機種

ごとにサービスを構築することはその端末に最適化・特化され

効率の良いサービスを提供することができるが、最適化・特化

されたことにより別機種への再利用が制限され追加開発や再

テストが必要となってしまう。それでは迅速にサービスを提供

できないばかりか多額の費用が掛かる。

　そこで2002年にモバイルサービスの相互接続性（再利用）の

確保を目的とした業界団体OMA（Open Mobile Alliance）[３]が

組織され、Enabler Layerの仕様策定を行っている。デバイス管理

（Device Management）を目的とした Enabler（OMA-DM）

も策定されており多くのメーカーに採用されている。（図５参照）

　業界標準であるOMA-DMに準拠することで、携帯端末と管

理サーバ間の相互接続性が保証されることになり、管理サーバ

からは、携帯端末機種やメーカーを意識することなくサービス

を提供することが可能となる。「Smart-let」はOMA-DM技術

を用いており、スマート端末のセキュリティ機能や遠隔制御機

能を短期間に実現することができる。

　遠隔制御技術を使ったセキュリティ・ソリューション例（図６参

照）において、以下のようなセキュリティ機能をEnable Layerに

機能追加することで容易にサービス提供することができる。

（１）カメラ機能停止

　　カメラ機能を停止し写真撮影を不可能とする。

（２）利用アプリケーション制限

　　業務に必要となるアプリケーションのみ利用を許可する。

（３）データ配信・データ回収

　　必要な情報を必要な期間だけ配布し回収する。

図５　OMA-DM サービスアーキテクチャ概念図

図６　セキュリティ・ソリューション例

である。表１からスマート端末は、携帯電話機よりノート型パソ

コンに近い存在であることがわかる。スマート端末は携帯電話

機能を有していることから携帯電話売り場で販売されるため、

携帯電話の機能強化機器と認識されがちであるが、セキュリ

ティの観点からするとパソコンに携帯電話機能を付加した機

器と認識するべきである。

れておらず、利用者側の運用においてセキュリティ対策を実施

することとなる。セキュリティ対策としてハードウェアセキュリ

ティとソフトウェアセキュリティの大きく二つに分類され、代表

的な項目は以下のような状況にある。

　携帯端末は、文字通り容易に持ち運ぶことが可能である。ス

マート端末はノート型パソコンと比較してもさらに小さく薄い

機器である。盗難を想定した場合、ノート型パソコンは鞄が必

要になるが、スマートフォンはポケットで十分である。また、ノー

ト型パソコンであればワイヤーロックにて機器を机などに固

定し盗難対策とすることが可能である。一方、スマート端末はワ

イヤーロックを利用する仕組み（セキュリティスロット）は用意

されておらず、携帯電話のようにストラップなどを用いるにと

どまっている。これらのことから、ノート型パソコンに比べス

マート端末は盗難されやすい機器と考える。

　パソコンのOSにおいて利用開始時にユーザ認証が行われ

る。パソコンで採用されているOSでは「ユーザ名」と対応する

「パスワード」の２要素を入力することで正規の利用者であるこ

とを判断する。（※Windowsは初期設定で最後にログインした

ユーザ名が表示されるが、設定を変更することによりユーザ名

を表示しなくすることが可能である）なお、中断からの利用再

開時においてはユーザ名が表示され「パスワード」１要素のみ

の入力で正規の利用者であることを判断している。一方、スマー

ト端末は、特定の個人が利用することが前提であるため、ユー

ザ名（利用者）を識別したユーザ認証は行われず「パスワード

（パスコード）」の１要素のみにより利用者を制限している。

ることである。さらに、アプリケーションの利用制限やカメラ等

周辺デバイスの利用制限が遠隔から実行できるものもある。

（図１参照）

　このように、前述したスマート端末のビジネス利用時のセ

キュリティ項目（１）カメラ等デバイスの設定変更、（２）WiFi 等

無線 LAN の設定変更、（３）アプリケーションのインストール

または使用制限などは、MDMを使えばほとんど解決できる。

ぬうちにアドレスが変わっていることさえある。（図３参照）

　以上のような理由から、管理サーバから制御対象であるス

マート端末の IPアドレスを特定することができない。管理サー

バからは IPアドレスが不明である機器に対する通信は行えず、

管理サーバからスマート端末を遠隔制御（ロック・ワイプ）する

ことは不可能に思える。

　しかし、スマート端末はインターネットだけでなく、携帯電話

網にも接続しているため機器の電話番号がわかっていれば

ショートメッセージサービス（SMS）利用することで通信可能

である。（図４参照）
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◎自動ロック

×なし

◎パスワード

○携帯電話事業者による接続防止

○プロファイル配布等による制限が可能

○デバイス証明書を利用可能

●SMS＝Short Message Service

●140バイト程度の短文を送信可能

●国際標準規格

●相手先電話番号を指定して短文を送信する

●送信者が料金を負担する

●国内事業者間は2011/07/13より相互接続可能
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遠隔制御技術を使ったスマート端末の管理と
セキュリティ・ソリューションについて

1.  はじめに

特集

概要
　近年、一般消費者そして企業ユーザへのスマート端末の普及が急激に進んでいる。ビジネスでスマート端末を

使用した場合にも携帯電話やノート型パソコンと同様のセキュリティ的課題に直面することが考えられる。その

解決策の一つとして携帯端末の遠隔制御技術がある。Open Mobile Alliance-Device Managementなどの業

界標準の遠隔制御技術を使うことによりセキュリティ・ソリューションが短期間に構築でき、これらを使用した携

帯端末管理製品／サービスが登場してきている。本稿では、スマート端末におけるセキュリティの現状と課題を

踏まえ、携帯端末管理としてのMobile Device ManagementおよびSmart-letの紹介、そしてこれらを支える

遠隔制御技術を紹介する。

特
集

特
集

特
集

　日本国内におけるスマートフォンの本格的な普及は２００８年

にApple社よりiPhone３Gが発売されてからである。２０１０年、

NTT ドコモからの Android OS 搭載スマートフォン Xperia

の発売を皮切りに、各モバイルキャリアが多くのスマートフォン

を発表し、スマートフォン市場が急拡大している。スマート端末

（スマートフォン／タブレット端末を総称する用語）は、従来の携

帯電話とは異なりノート型パソコンに近い能力を有し、起動の

速さ、直観的な操作感覚、GPS を初めとする各種センサー搭

載など、新しい特徴を持った携帯端末である。最近では iPad

などのタブレット端末が登場し、社外持ち出しノート型パソコ

ンの代替、業務専用端末の代替としてビジネス利用が急増して

いる。しかし、スマート端末の管理面、セキュリティ面の課題が

ビジネス利用の大きなハードルになる。

　本稿では、まず携帯端末としてのスマート端末とそのセキュ

リティの現状の課題及び対策を述べる。次にこのセキュリティ

対策を効率よく実施できる携帯端末管理サービスを取り上げ、

その一つである当社のスマートフォン遠隔制御サービス

「Smart-let」のサービス概要を説明する。最後に「Smart-let」

で採用されている遠隔制御技術の要素技術と本技術を利用し

たセキュリティ・ソリューション例を紹介する。

5. おわりに
　今回、当社のサービスである「Smart-let」とそれを実現す

るためのコアとなる技術を紹介した。スマート端末は携帯電話

網を利用することが可能となった携帯端末と考えることがで

き、既存技術の融合により新たなソリューションが生み出され

る良い例である。

　今後、スマート端末を利用したシステムを開発・運用する場

合は紛失や盗難対策が必須であり、「Smart-let」は、スマート

端末関連のアプリケーションを展開して行くうえでの基本とな

る技術である。しかし、この技術だけでは競合他社との差別化

は難しい。そこで、この遠隔制御技術だけではなく他の技術、

たとえばデバイス証明書などを組み合わせることにより、より

高いセキュリティレベルを確保したソリューションの実現を目

指したいと考えている。
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スマート端末によるモバイルクラウド

2.1　携帯端末の比較
　スマート端末を初めとする現在利用可能な主な携帯端末は、

以下のとおりである。いずれの携帯端末もインターネット接続

の機能を有している。

（１）ノート型パソコン

（２）携帯電話

（３）スマート端末

　これらの携帯端末の機能について比較を行ったものが、表１

2.  スマート端末におけるセキュリティの
     現状と課題
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表１　ノート型パソコン、携帯電話、スマート端末の機能比較

2.2 セキュリティ対策の比較
　ノート型パソコン、携帯電話そしてスマート端末のセキュリ

ティ対策を表２に比較する。アプリケーションが自由に利用で

きる点、ウイルス対策が必要な点、電子証明書による端末認証

など、セキュリティ対策はスマート端末に関してはノート型パソ

コンに近いと言える。

　携帯端末は購入した時点では特段のセキュリティ対策は施さ

表２  ノート型パソコン、携帯電話、スマート端末のセキュリティ対策の比較

2.3　スマート端末のビジネス利用における
　　  セキュリティの現状
　ここまで、ノート型パソコン、携帯電話、スマート端末につい

てセキュリティ対策の比較を行ってきた。スマート端末におい

て特にビジネス利用時のセキュリティとして注意しなければな

らないのは、以下の項目である。

（１）カメラ等デバイスの設定変更

セキュリティの観点からカメラを禁止している企業も多い

が、スマート端末に搭載されているカメラを強制的に使用

禁止にする仕組みが必要である。

（２）WiFi 等無線 LAN の設定変更

企業内の無線 LAN に自由に接続させないようにスマート

端末の WiFi 設定を強制的に使用禁止にする仕組みが必

要である。

（３）アプリケーションのインストールまたは使用制限

スマート端末ではアプリケーションをオープンなマーケッ

トから自由にダウンロードしインストールすることができ

る。このためビジネスでは不必要なアプリケーションやマ

ルウェアが感染したアプリケーションをインストールして

しまうことがある。このため、アプリケーションのインス

トールまたは使用を制限する仕組みが必要である。

（４）テザリングの制限

テザリングとはスマート端末をモバイルルータのように利

用する機能である。これによりスマート端末経由で他のス

マート端末やパソコンが常時接続できるようになる。しか

し（２）と同様に自由に接続させないため、使用禁止あるい

は使用を制限する仕組みが必要である。

　さらに、現在普及台数を伸ばしているAndroid OS 搭載のス

マート端末に関して、セキュリティに不安があると言われてい

る [1]。 Android OS はオープンな OS であり、その脆弱性を

突くマルウェア対策が非常に重要である [２]。

3.　携帯端末管理
　企業でスマート端末を安全に利用するため、スマート端末の

一括管理、遠隔制御、セキュリティポリシー配布などを実行で

きる携帯端末管理製品 /サービス（MDM：Mobile Device 

Management）が登場してきている。携帯端末管理製品 /サー

ビスの特長の一つは、遠隔からスマート端末を制御し、端末の

ロック（リモートロック）やデータ削除（リモートワイプ）ができ

図１　携帯端末管理製品/サービスの概念図

携帯端末管理サービスの例として、当社が２０１０年１２月にサー

ビスを開始したスマートフォン遠隔制御サービス「Smart-let」

の概要を紹介する。（図２参照）

　本サービスを利用することにより、お客さま企業内利用者が

スマート端末を紛失もしくは盗難された場合、お客さまのシス

テム管理者が本サービスを利用して、スマート端末を遠隔から

ロック及びデータ削除することが可能となる。

　スマート端末のリモートロックを実行することにより、スマー

ト端末の操作を制限しデータの読み出しを防いでいる。しか

し、ノート型パソコンのハードディスクの暗号化と同様にデー

タは存在した状態にあるが、リモートワイプを実行することで

スマート端末内のデータを消去することができる。

　「Smart-let」では、デバイスや無線 LAN の設定変更やアプ

リケーションのインストールまたは使用制限さらにはテザリン

グの制限などは、スマート端末の機種に合わせて個別に作り込

むことで対応可能である。

　「Smart-let」で提供している基本機能はリモートロックとリ

モートワイプであるが、基盤となっている技術は次章で述べる

「機器の遠隔制御」であり、技術的にはスマート端末に搭載され

ている機器やセンサーを遠隔から制御できる。将来的に、本

サービスをベースに遠隔制御機能を活用した応用アプリケー

ションの提供を視野に入れている。

図２　Smart-letの概念図

4.　遠隔制御技術の要素技術

4.1  スマート端末と管理サーバ間の制御用の通信技術
　「Smart-let」のサービスを実現するにあたり、インターネット

上の管理サーバからスマート端末に対し遠隔制御を行うことに

なるが、インターネット上のサーバからスマート端末に対する接

続はそれほど容易ではない。

　スマート端末は常時インターネット接続しているわけではなく、

必要に応じて再接続している。スマート端末に割り当てられる

IPアドレスについても、事前に携帯電話事業者から割り当てら

れるアドレスを知ることはできず、使用状況によっては気づか

図３　携帯端末のIPアドレス変化 図４　SMSとは

　インターネット上の管理サーバからSMSゲートウェイサービ

ス（http2sms など）を利用することで、スマート端末に対して

ショートメッセージを送信することが可能である。

　以下の手順を踏むことで、サーバは制御対象のスマート端末

の IP アドレスを知ることができ、管理サーバはスマート端末を

遠隔制御可能となる。

（１）管理サーバは、http２smsサービスを利用しスマート端末

　　の電話番号を宛先にショートメッセージを送信する

（２）スマート端末は、受信したショートメッセージより管理サー

　　バの IP アドレスを取り出す

（３）スマート端末は、インターネットを利用し管理サーバに接続

　　する

（４）管理サーバは、接続してきたスマート端末の IP アドレスを

　　取得する

（５）管理サーバは、取得したスマート端末の IP アドレスを使い

　　遠隔制御を実行する

　SMS以外の管理サーバからスマート端末を制御するための

通信方法は、Apple 社の APNs（Apple Push Notification 

service）や試行段階であるが Google 社の C２DM（Cloud 

to Device Messaging）などがある。これらのサービスは管

理サーバからスマート端末へデータを送信することによりリ

モートワイプなどの遠隔制御を実行することができる。

4.2　遠隔制御技術を実現するOMA-DM技術
　スマート端末をもっと単純にとらえると、無線通信機能を有

する携帯端末と見なすことができる。世の中にはこのカテゴ

リーに属する機器は数多く存在する。たとえば、携帯端末機種

ごとにサービスを構築することはその端末に最適化・特化され

効率の良いサービスを提供することができるが、最適化・特化

されたことにより別機種への再利用が制限され追加開発や再

テストが必要となってしまう。それでは迅速にサービスを提供

できないばかりか多額の費用が掛かる。

　そこで2002年にモバイルサービスの相互接続性（再利用）の

確保を目的とした業界団体OMA（Open Mobile Alliance）[３]が

組織され、Enabler Layerの仕様策定を行っている。デバイス管理

（Device Management）を目的とした Enabler（OMA-DM）

も策定されており多くのメーカーに採用されている。（図５参照）

　業界標準であるOMA-DMに準拠することで、携帯端末と管

理サーバ間の相互接続性が保証されることになり、管理サーバ

からは、携帯端末機種やメーカーを意識することなくサービス

を提供することが可能となる。「Smart-let」はOMA-DM技術

を用いており、スマート端末のセキュリティ機能や遠隔制御機

能を短期間に実現することができる。

　遠隔制御技術を使ったセキュリティ・ソリューション例（図６参

照）において、以下のようなセキュリティ機能をEnable Layerに

機能追加することで容易にサービス提供することができる。

（１）カメラ機能停止

　　カメラ機能を停止し写真撮影を不可能とする。

（２）利用アプリケーション制限

　　業務に必要となるアプリケーションのみ利用を許可する。

（３）データ配信・データ回収

　　必要な情報を必要な期間だけ配布し回収する。

図５　OMA-DM サービスアーキテクチャ概念図

図６　セキュリティ・ソリューション例

である。表１からスマート端末は、携帯電話機よりノート型パソ

コンに近い存在であることがわかる。スマート端末は携帯電話

機能を有していることから携帯電話売り場で販売されるため、

携帯電話の機能強化機器と認識されがちであるが、セキュリ

ティの観点からするとパソコンに携帯電話機能を付加した機

器と認識するべきである。

れておらず、利用者側の運用においてセキュリティ対策を実施

することとなる。セキュリティ対策としてハードウェアセキュリ

ティとソフトウェアセキュリティの大きく二つに分類され、代表

的な項目は以下のような状況にある。

　携帯端末は、文字通り容易に持ち運ぶことが可能である。ス

マート端末はノート型パソコンと比較してもさらに小さく薄い

機器である。盗難を想定した場合、ノート型パソコンは鞄が必

要になるが、スマートフォンはポケットで十分である。また、ノー

ト型パソコンであればワイヤーロックにて機器を机などに固

定し盗難対策とすることが可能である。一方、スマート端末はワ

イヤーロックを利用する仕組み（セキュリティスロット）は用意

されておらず、携帯電話のようにストラップなどを用いるにと

どまっている。これらのことから、ノート型パソコンに比べス

マート端末は盗難されやすい機器と考える。

　パソコンのOSにおいて利用開始時にユーザ認証が行われ

る。パソコンで採用されているOSでは「ユーザ名」と対応する

「パスワード」の２要素を入力することで正規の利用者であるこ

とを判断する。（※Windowsは初期設定で最後にログインした

ユーザ名が表示されるが、設定を変更することによりユーザ名

を表示しなくすることが可能である）なお、中断からの利用再

開時においてはユーザ名が表示され「パスワード」１要素のみ

の入力で正規の利用者であることを判断している。一方、スマー

ト端末は、特定の個人が利用することが前提であるため、ユー

ザ名（利用者）を識別したユーザ認証は行われず「パスワード

（パスコード）」の１要素のみにより利用者を制限している。

ることである。さらに、アプリケーションの利用制限やカメラ等

周辺デバイスの利用制限が遠隔から実行できるものもある。

（図１参照）

　このように、前述したスマート端末のビジネス利用時のセ

キュリティ項目（１）カメラ等デバイスの設定変更、（２）WiFi 等

無線 LAN の設定変更、（３）アプリケーションのインストール

または使用制限などは、MDMを使えばほとんど解決できる。

ぬうちにアドレスが変わっていることさえある。（図３参照）

　以上のような理由から、管理サーバから制御対象であるス

マート端末の IPアドレスを特定することができない。管理サー

バからは IPアドレスが不明である機器に対する通信は行えず、

管理サーバからスマート端末を遠隔制御（ロック・ワイプ）する

ことは不可能に思える。

　しかし、スマート端末はインターネットだけでなく、携帯電話

網にも接続しているため機器の電話番号がわかっていれば

ショートメッセージサービス（SMS）利用することで通信可能

である。（図４参照）
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遠隔制御技術を使ったスマート端末の管理と
セキュリティ・ソリューションについて

1.  はじめに

特集

概要
　近年、一般消費者そして企業ユーザへのスマート端末の普及が急激に進んでいる。ビジネスでスマート端末を

使用した場合にも携帯電話やノート型パソコンと同様のセキュリティ的課題に直面することが考えられる。その

解決策の一つとして携帯端末の遠隔制御技術がある。Open Mobile Alliance-Device Managementなどの業

界標準の遠隔制御技術を使うことによりセキュリティ・ソリューションが短期間に構築でき、これらを使用した携

帯端末管理製品／サービスが登場してきている。本稿では、スマート端末におけるセキュリティの現状と課題を

踏まえ、携帯端末管理としてのMobile Device ManagementおよびSmart-letの紹介、そしてこれらを支える

遠隔制御技術を紹介する。

特
集

特
集

特
集

　日本国内におけるスマートフォンの本格的な普及は２００８年

にApple社よりiPhone３Gが発売されてからである。２０１０年、

NTT ドコモからの Android OS 搭載スマートフォン Xperia

の発売を皮切りに、各モバイルキャリアが多くのスマートフォン

を発表し、スマートフォン市場が急拡大している。スマート端末

（スマートフォン／タブレット端末を総称する用語）は、従来の携

帯電話とは異なりノート型パソコンに近い能力を有し、起動の

速さ、直観的な操作感覚、GPS を初めとする各種センサー搭

載など、新しい特徴を持った携帯端末である。最近では iPad

などのタブレット端末が登場し、社外持ち出しノート型パソコ

ンの代替、業務専用端末の代替としてビジネス利用が急増して

いる。しかし、スマート端末の管理面、セキュリティ面の課題が

ビジネス利用の大きなハードルになる。

　本稿では、まず携帯端末としてのスマート端末とそのセキュ

リティの現状の課題及び対策を述べる。次にこのセキュリティ

対策を効率よく実施できる携帯端末管理サービスを取り上げ、

その一つである当社のスマートフォン遠隔制御サービス

「Smart-let」のサービス概要を説明する。最後に「Smart-let」

で採用されている遠隔制御技術の要素技術と本技術を利用し

たセキュリティ・ソリューション例を紹介する。

5. おわりに
　今回、当社のサービスである「Smart-let」とそれを実現す

るためのコアとなる技術を紹介した。スマート端末は携帯電話

網を利用することが可能となった携帯端末と考えることがで

き、既存技術の融合により新たなソリューションが生み出され

る良い例である。

　今後、スマート端末を利用したシステムを開発・運用する場

合は紛失や盗難対策が必須であり、「Smart-let」は、スマート

端末関連のアプリケーションを展開して行くうえでの基本とな

る技術である。しかし、この技術だけでは競合他社との差別化

は難しい。そこで、この遠隔制御技術だけではなく他の技術、

たとえばデバイス証明書などを組み合わせることにより、より

高いセキュリティレベルを確保したソリューションの実現を目

指したいと考えている。
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スマート端末によるモバイルクラウド

2.1　携帯端末の比較
　スマート端末を初めとする現在利用可能な主な携帯端末は、

以下のとおりである。いずれの携帯端末もインターネット接続

の機能を有している。

（１）ノート型パソコン

（２）携帯電話

（３）スマート端末

　これらの携帯端末の機能について比較を行ったものが、表１

2.  スマート端末におけるセキュリティの
     現状と課題
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表１　ノート型パソコン、携帯電話、スマート端末の機能比較

2.2 セキュリティ対策の比較
　ノート型パソコン、携帯電話そしてスマート端末のセキュリ

ティ対策を表２に比較する。アプリケーションが自由に利用で

きる点、ウイルス対策が必要な点、電子証明書による端末認証

など、セキュリティ対策はスマート端末に関してはノート型パソ

コンに近いと言える。

　携帯端末は購入した時点では特段のセキュリティ対策は施さ

表２  ノート型パソコン、携帯電話、スマート端末のセキュリティ対策の比較

2.3　スマート端末のビジネス利用における
　　  セキュリティの現状
　ここまで、ノート型パソコン、携帯電話、スマート端末につい

てセキュリティ対策の比較を行ってきた。スマート端末におい

て特にビジネス利用時のセキュリティとして注意しなければな

らないのは、以下の項目である。

（１）カメラ等デバイスの設定変更

セキュリティの観点からカメラを禁止している企業も多い

が、スマート端末に搭載されているカメラを強制的に使用

禁止にする仕組みが必要である。

（２）WiFi 等無線 LAN の設定変更

企業内の無線 LAN に自由に接続させないようにスマート

端末の WiFi 設定を強制的に使用禁止にする仕組みが必

要である。

（３）アプリケーションのインストールまたは使用制限

スマート端末ではアプリケーションをオープンなマーケッ

トから自由にダウンロードしインストールすることができ

る。このためビジネスでは不必要なアプリケーションやマ

ルウェアが感染したアプリケーションをインストールして

しまうことがある。このため、アプリケーションのインス

トールまたは使用を制限する仕組みが必要である。

（４）テザリングの制限

テザリングとはスマート端末をモバイルルータのように利

用する機能である。これによりスマート端末経由で他のス

マート端末やパソコンが常時接続できるようになる。しか

し（２）と同様に自由に接続させないため、使用禁止あるい

は使用を制限する仕組みが必要である。

　さらに、現在普及台数を伸ばしているAndroid OS 搭載のス

マート端末に関して、セキュリティに不安があると言われてい

る [1]。 Android OS はオープンな OS であり、その脆弱性を

突くマルウェア対策が非常に重要である [２]。

3.　携帯端末管理
　企業でスマート端末を安全に利用するため、スマート端末の

一括管理、遠隔制御、セキュリティポリシー配布などを実行で

きる携帯端末管理製品 /サービス（MDM：Mobile Device 

Management）が登場してきている。携帯端末管理製品 /サー

ビスの特長の一つは、遠隔からスマート端末を制御し、端末の

ロック（リモートロック）やデータ削除（リモートワイプ）ができ

図１　携帯端末管理製品/サービスの概念図

携帯端末管理サービスの例として、当社が２０１０年１２月にサー

ビスを開始したスマートフォン遠隔制御サービス「Smart-let」

の概要を紹介する。（図２参照）

　本サービスを利用することにより、お客さま企業内利用者が

スマート端末を紛失もしくは盗難された場合、お客さまのシス

テム管理者が本サービスを利用して、スマート端末を遠隔から

ロック及びデータ削除することが可能となる。

　スマート端末のリモートロックを実行することにより、スマー

ト端末の操作を制限しデータの読み出しを防いでいる。しか

し、ノート型パソコンのハードディスクの暗号化と同様にデー

タは存在した状態にあるが、リモートワイプを実行することで

スマート端末内のデータを消去することができる。

　「Smart-let」では、デバイスや無線 LAN の設定変更やアプ

リケーションのインストールまたは使用制限さらにはテザリン

グの制限などは、スマート端末の機種に合わせて個別に作り込

むことで対応可能である。

　「Smart-let」で提供している基本機能はリモートロックとリ

モートワイプであるが、基盤となっている技術は次章で述べる

「機器の遠隔制御」であり、技術的にはスマート端末に搭載され

ている機器やセンサーを遠隔から制御できる。将来的に、本

サービスをベースに遠隔制御機能を活用した応用アプリケー

ションの提供を視野に入れている。

図２　Smart-letの概念図

4.　遠隔制御技術の要素技術

4.1  スマート端末と管理サーバ間の制御用の通信技術
　「Smart-let」のサービスを実現するにあたり、インターネット

上の管理サーバからスマート端末に対し遠隔制御を行うことに

なるが、インターネット上のサーバからスマート端末に対する接

続はそれほど容易ではない。

　スマート端末は常時インターネット接続しているわけではなく、

必要に応じて再接続している。スマート端末に割り当てられる

IPアドレスについても、事前に携帯電話事業者から割り当てら

れるアドレスを知ることはできず、使用状況によっては気づか

図３　携帯端末のIPアドレス変化 図４　SMSとは

　インターネット上の管理サーバからSMSゲートウェイサービ

ス（http2sms など）を利用することで、スマート端末に対して

ショートメッセージを送信することが可能である。

　以下の手順を踏むことで、サーバは制御対象のスマート端末

の IP アドレスを知ることができ、管理サーバはスマート端末を

遠隔制御可能となる。

（１）管理サーバは、http２smsサービスを利用しスマート端末

　　の電話番号を宛先にショートメッセージを送信する

（２）スマート端末は、受信したショートメッセージより管理サー

　　バの IP アドレスを取り出す

（３）スマート端末は、インターネットを利用し管理サーバに接続

　　する

（４）管理サーバは、接続してきたスマート端末の IP アドレスを

　　取得する

（５）管理サーバは、取得したスマート端末の IP アドレスを使い

　　遠隔制御を実行する

　SMS以外の管理サーバからスマート端末を制御するための

通信方法は、Apple 社の APNs（Apple Push Notification 

service）や試行段階であるが Google 社の C２DM（Cloud 

to Device Messaging）などがある。これらのサービスは管

理サーバからスマート端末へデータを送信することによりリ

モートワイプなどの遠隔制御を実行することができる。

4.2　遠隔制御技術を実現するOMA-DM技術
　スマート端末をもっと単純にとらえると、無線通信機能を有

する携帯端末と見なすことができる。世の中にはこのカテゴ

リーに属する機器は数多く存在する。たとえば、携帯端末機種

ごとにサービスを構築することはその端末に最適化・特化され

効率の良いサービスを提供することができるが、最適化・特化

されたことにより別機種への再利用が制限され追加開発や再

テストが必要となってしまう。それでは迅速にサービスを提供

できないばかりか多額の費用が掛かる。

　そこで2002年にモバイルサービスの相互接続性（再利用）の

確保を目的とした業界団体OMA（Open Mobile Alliance）[３]が

組織され、Enabler Layerの仕様策定を行っている。デバイス管理

（Device Management）を目的とした Enabler（OMA-DM）

も策定されており多くのメーカーに採用されている。（図５参照）

　業界標準であるOMA-DMに準拠することで、携帯端末と管

理サーバ間の相互接続性が保証されることになり、管理サーバ

からは、携帯端末機種やメーカーを意識することなくサービス

を提供することが可能となる。「Smart-let」はOMA-DM技術

を用いており、スマート端末のセキュリティ機能や遠隔制御機

能を短期間に実現することができる。

　遠隔制御技術を使ったセキュリティ・ソリューション例（図６参

照）において、以下のようなセキュリティ機能をEnable Layerに

機能追加することで容易にサービス提供することができる。

（１）カメラ機能停止

　　カメラ機能を停止し写真撮影を不可能とする。

（２）利用アプリケーション制限

　　業務に必要となるアプリケーションのみ利用を許可する。

（３）データ配信・データ回収

　　必要な情報を必要な期間だけ配布し回収する。

図５　OMA-DM サービスアーキテクチャ概念図

図６　セキュリティ・ソリューション例

である。表１からスマート端末は、携帯電話機よりノート型パソ

コンに近い存在であることがわかる。スマート端末は携帯電話

機能を有していることから携帯電話売り場で販売されるため、

携帯電話の機能強化機器と認識されがちであるが、セキュリ

ティの観点からするとパソコンに携帯電話機能を付加した機

器と認識するべきである。

れておらず、利用者側の運用においてセキュリティ対策を実施

することとなる。セキュリティ対策としてハードウェアセキュリ

ティとソフトウェアセキュリティの大きく二つに分類され、代表

的な項目は以下のような状況にある。

　携帯端末は、文字通り容易に持ち運ぶことが可能である。ス

マート端末はノート型パソコンと比較してもさらに小さく薄い

機器である。盗難を想定した場合、ノート型パソコンは鞄が必

要になるが、スマートフォンはポケットで十分である。また、ノー

ト型パソコンであればワイヤーロックにて機器を机などに固

定し盗難対策とすることが可能である。一方、スマート端末はワ

イヤーロックを利用する仕組み（セキュリティスロット）は用意

されておらず、携帯電話のようにストラップなどを用いるにと

どまっている。これらのことから、ノート型パソコンに比べス

マート端末は盗難されやすい機器と考える。

　パソコンのOSにおいて利用開始時にユーザ認証が行われ

る。パソコンで採用されているOSでは「ユーザ名」と対応する

「パスワード」の２要素を入力することで正規の利用者であるこ

とを判断する。（※Windowsは初期設定で最後にログインした

ユーザ名が表示されるが、設定を変更することによりユーザ名

を表示しなくすることが可能である）なお、中断からの利用再

開時においてはユーザ名が表示され「パスワード」１要素のみ

の入力で正規の利用者であることを判断している。一方、スマー

ト端末は、特定の個人が利用することが前提であるため、ユー

ザ名（利用者）を識別したユーザ認証は行われず「パスワード

（パスコード）」の１要素のみにより利用者を制限している。

ることである。さらに、アプリケーションの利用制限やカメラ等

周辺デバイスの利用制限が遠隔から実行できるものもある。

（図１参照）

　このように、前述したスマート端末のビジネス利用時のセ

キュリティ項目（１）カメラ等デバイスの設定変更、（２）WiFi 等

無線 LAN の設定変更、（３）アプリケーションのインストール

または使用制限などは、MDMを使えばほとんど解決できる。

ぬうちにアドレスが変わっていることさえある。（図３参照）

　以上のような理由から、管理サーバから制御対象であるス

マート端末の IPアドレスを特定することができない。管理サー

バからは IPアドレスが不明である機器に対する通信は行えず、

管理サーバからスマート端末を遠隔制御（ロック・ワイプ）する

ことは不可能に思える。

　しかし、スマート端末はインターネットだけでなく、携帯電話

網にも接続しているため機器の電話番号がわかっていれば

ショートメッセージサービス（SMS）利用することで通信可能

である。（図４参照）
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遠隔制御技術を使ったスマート端末の管理と
セキュリティ・ソリューションについて

1.  はじめに

特集

概要
　近年、一般消費者そして企業ユーザへのスマート端末の普及が急激に進んでいる。ビジネスでスマート端末を

使用した場合にも携帯電話やノート型パソコンと同様のセキュリティ的課題に直面することが考えられる。その

解決策の一つとして携帯端末の遠隔制御技術がある。Open Mobile Alliance-Device Managementなどの業

界標準の遠隔制御技術を使うことによりセキュリティ・ソリューションが短期間に構築でき、これらを使用した携

帯端末管理製品／サービスが登場してきている。本稿では、スマート端末におけるセキュリティの現状と課題を

踏まえ、携帯端末管理としてのMobile Device ManagementおよびSmart-letの紹介、そしてこれらを支える

遠隔制御技術を紹介する。

特
集

特
集

特
集

　日本国内におけるスマートフォンの本格的な普及は２００８年

にApple社よりiPhone３Gが発売されてからである。２０１０年、

NTT ドコモからの Android OS 搭載スマートフォン Xperia

の発売を皮切りに、各モバイルキャリアが多くのスマートフォン

を発表し、スマートフォン市場が急拡大している。スマート端末

（スマートフォン／タブレット端末を総称する用語）は、従来の携

帯電話とは異なりノート型パソコンに近い能力を有し、起動の

速さ、直観的な操作感覚、GPS を初めとする各種センサー搭

載など、新しい特徴を持った携帯端末である。最近では iPad

などのタブレット端末が登場し、社外持ち出しノート型パソコ

ンの代替、業務専用端末の代替としてビジネス利用が急増して

いる。しかし、スマート端末の管理面、セキュリティ面の課題が

ビジネス利用の大きなハードルになる。

　本稿では、まず携帯端末としてのスマート端末とそのセキュ

リティの現状の課題及び対策を述べる。次にこのセキュリティ

対策を効率よく実施できる携帯端末管理サービスを取り上げ、

その一つである当社のスマートフォン遠隔制御サービス

「Smart-let」のサービス概要を説明する。最後に「Smart-let」

で採用されている遠隔制御技術の要素技術と本技術を利用し

たセキュリティ・ソリューション例を紹介する。

5. おわりに
　今回、当社のサービスである「Smart-let」とそれを実現す

るためのコアとなる技術を紹介した。スマート端末は携帯電話

網を利用することが可能となった携帯端末と考えることがで

き、既存技術の融合により新たなソリューションが生み出され

る良い例である。

　今後、スマート端末を利用したシステムを開発・運用する場

合は紛失や盗難対策が必須であり、「Smart-let」は、スマート

端末関連のアプリケーションを展開して行くうえでの基本とな

る技術である。しかし、この技術だけでは競合他社との差別化

は難しい。そこで、この遠隔制御技術だけではなく他の技術、

たとえばデバイス証明書などを組み合わせることにより、より

高いセキュリティレベルを確保したソリューションの実現を目

指したいと考えている。
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スマート端末によるモバイルクラウド

2.1　携帯端末の比較
　スマート端末を初めとする現在利用可能な主な携帯端末は、

以下のとおりである。いずれの携帯端末もインターネット接続

の機能を有している。

（１）ノート型パソコン

（２）携帯電話

（３）スマート端末

　これらの携帯端末の機能について比較を行ったものが、表１

2.  スマート端末におけるセキュリティの
     現状と課題
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表１　ノート型パソコン、携帯電話、スマート端末の機能比較

2.2 セキュリティ対策の比較
　ノート型パソコン、携帯電話そしてスマート端末のセキュリ

ティ対策を表２に比較する。アプリケーションが自由に利用で

きる点、ウイルス対策が必要な点、電子証明書による端末認証

など、セキュリティ対策はスマート端末に関してはノート型パソ

コンに近いと言える。

　携帯端末は購入した時点では特段のセキュリティ対策は施さ

表２  ノート型パソコン、携帯電話、スマート端末のセキュリティ対策の比較

2.3　スマート端末のビジネス利用における
　　  セキュリティの現状
　ここまで、ノート型パソコン、携帯電話、スマート端末につい

てセキュリティ対策の比較を行ってきた。スマート端末におい

て特にビジネス利用時のセキュリティとして注意しなければな

らないのは、以下の項目である。

（１）カメラ等デバイスの設定変更

セキュリティの観点からカメラを禁止している企業も多い

が、スマート端末に搭載されているカメラを強制的に使用

禁止にする仕組みが必要である。

（２）WiFi 等無線 LAN の設定変更

企業内の無線 LAN に自由に接続させないようにスマート

端末の WiFi 設定を強制的に使用禁止にする仕組みが必

要である。

（３）アプリケーションのインストールまたは使用制限

スマート端末ではアプリケーションをオープンなマーケッ

トから自由にダウンロードしインストールすることができ

る。このためビジネスでは不必要なアプリケーションやマ

ルウェアが感染したアプリケーションをインストールして

しまうことがある。このため、アプリケーションのインス

トールまたは使用を制限する仕組みが必要である。

（４）テザリングの制限

テザリングとはスマート端末をモバイルルータのように利

用する機能である。これによりスマート端末経由で他のス

マート端末やパソコンが常時接続できるようになる。しか

し（２）と同様に自由に接続させないため、使用禁止あるい

は使用を制限する仕組みが必要である。

　さらに、現在普及台数を伸ばしているAndroid OS 搭載のス

マート端末に関して、セキュリティに不安があると言われてい

る [1]。 Android OS はオープンな OS であり、その脆弱性を

突くマルウェア対策が非常に重要である [２]。

3.　携帯端末管理
　企業でスマート端末を安全に利用するため、スマート端末の

一括管理、遠隔制御、セキュリティポリシー配布などを実行で

きる携帯端末管理製品 /サービス（MDM：Mobile Device 

Management）が登場してきている。携帯端末管理製品 /サー

ビスの特長の一つは、遠隔からスマート端末を制御し、端末の

ロック（リモートロック）やデータ削除（リモートワイプ）ができ

図１　携帯端末管理製品/サービスの概念図

携帯端末管理サービスの例として、当社が２０１０年１２月にサー

ビスを開始したスマートフォン遠隔制御サービス「Smart-let」

の概要を紹介する。（図２参照）

　本サービスを利用することにより、お客さま企業内利用者が

スマート端末を紛失もしくは盗難された場合、お客さまのシス

テム管理者が本サービスを利用して、スマート端末を遠隔から

ロック及びデータ削除することが可能となる。

　スマート端末のリモートロックを実行することにより、スマー

ト端末の操作を制限しデータの読み出しを防いでいる。しか

し、ノート型パソコンのハードディスクの暗号化と同様にデー

タは存在した状態にあるが、リモートワイプを実行することで

スマート端末内のデータを消去することができる。

　「Smart-let」では、デバイスや無線 LAN の設定変更やアプ

リケーションのインストールまたは使用制限さらにはテザリン

グの制限などは、スマート端末の機種に合わせて個別に作り込

むことで対応可能である。

　「Smart-let」で提供している基本機能はリモートロックとリ

モートワイプであるが、基盤となっている技術は次章で述べる

「機器の遠隔制御」であり、技術的にはスマート端末に搭載され

ている機器やセンサーを遠隔から制御できる。将来的に、本

サービスをベースに遠隔制御機能を活用した応用アプリケー

ションの提供を視野に入れている。

図２　Smart-letの概念図

4.　遠隔制御技術の要素技術

4.1  スマート端末と管理サーバ間の制御用の通信技術
　「Smart-let」のサービスを実現するにあたり、インターネット

上の管理サーバからスマート端末に対し遠隔制御を行うことに

なるが、インターネット上のサーバからスマート端末に対する接

続はそれほど容易ではない。

　スマート端末は常時インターネット接続しているわけではなく、

必要に応じて再接続している。スマート端末に割り当てられる

IPアドレスについても、事前に携帯電話事業者から割り当てら

れるアドレスを知ることはできず、使用状況によっては気づか

図３　携帯端末のIPアドレス変化 図４　SMSとは

　インターネット上の管理サーバからSMSゲートウェイサービ

ス（http2sms など）を利用することで、スマート端末に対して

ショートメッセージを送信することが可能である。

　以下の手順を踏むことで、サーバは制御対象のスマート端末

の IP アドレスを知ることができ、管理サーバはスマート端末を

遠隔制御可能となる。

（１）管理サーバは、http２smsサービスを利用しスマート端末

　　の電話番号を宛先にショートメッセージを送信する

（２）スマート端末は、受信したショートメッセージより管理サー

　　バの IP アドレスを取り出す

（３）スマート端末は、インターネットを利用し管理サーバに接続

　　する

（４）管理サーバは、接続してきたスマート端末の IP アドレスを

　　取得する

（５）管理サーバは、取得したスマート端末の IP アドレスを使い

　　遠隔制御を実行する

　SMS以外の管理サーバからスマート端末を制御するための

通信方法は、Apple 社の APNs（Apple Push Notification 

service）や試行段階であるが Google 社の C２DM（Cloud 

to Device Messaging）などがある。これらのサービスは管

理サーバからスマート端末へデータを送信することによりリ

モートワイプなどの遠隔制御を実行することができる。

4.2　遠隔制御技術を実現するOMA-DM技術
　スマート端末をもっと単純にとらえると、無線通信機能を有

する携帯端末と見なすことができる。世の中にはこのカテゴ

リーに属する機器は数多く存在する。たとえば、携帯端末機種

ごとにサービスを構築することはその端末に最適化・特化され

効率の良いサービスを提供することができるが、最適化・特化

されたことにより別機種への再利用が制限され追加開発や再

テストが必要となってしまう。それでは迅速にサービスを提供

できないばかりか多額の費用が掛かる。

　そこで2002年にモバイルサービスの相互接続性（再利用）の

確保を目的とした業界団体OMA（Open Mobile Alliance）[３]が

組織され、Enabler Layerの仕様策定を行っている。デバイス管理

（Device Management）を目的とした Enabler（OMA-DM）

も策定されており多くのメーカーに採用されている。（図５参照）

　業界標準であるOMA-DMに準拠することで、携帯端末と管

理サーバ間の相互接続性が保証されることになり、管理サーバ

からは、携帯端末機種やメーカーを意識することなくサービス

を提供することが可能となる。「Smart-let」はOMA-DM技術

を用いており、スマート端末のセキュリティ機能や遠隔制御機

能を短期間に実現することができる。

　遠隔制御技術を使ったセキュリティ・ソリューション例（図６参

照）において、以下のようなセキュリティ機能をEnable Layerに

機能追加することで容易にサービス提供することができる。

（１）カメラ機能停止

　　カメラ機能を停止し写真撮影を不可能とする。

（２）利用アプリケーション制限

　　業務に必要となるアプリケーションのみ利用を許可する。

（３）データ配信・データ回収

　　必要な情報を必要な期間だけ配布し回収する。

図５　OMA-DM サービスアーキテクチャ概念図

図６　セキュリティ・ソリューション例

である。表１からスマート端末は、携帯電話機よりノート型パソ

コンに近い存在であることがわかる。スマート端末は携帯電話

機能を有していることから携帯電話売り場で販売されるため、

携帯電話の機能強化機器と認識されがちであるが、セキュリ

ティの観点からするとパソコンに携帯電話機能を付加した機

器と認識するべきである。

れておらず、利用者側の運用においてセキュリティ対策を実施

することとなる。セキュリティ対策としてハードウェアセキュリ

ティとソフトウェアセキュリティの大きく二つに分類され、代表

的な項目は以下のような状況にある。

　携帯端末は、文字通り容易に持ち運ぶことが可能である。ス

マート端末はノート型パソコンと比較してもさらに小さく薄い

機器である。盗難を想定した場合、ノート型パソコンは鞄が必

要になるが、スマートフォンはポケットで十分である。また、ノー

ト型パソコンであればワイヤーロックにて機器を机などに固

定し盗難対策とすることが可能である。一方、スマート端末はワ

イヤーロックを利用する仕組み（セキュリティスロット）は用意

されておらず、携帯電話のようにストラップなどを用いるにと

どまっている。これらのことから、ノート型パソコンに比べス

マート端末は盗難されやすい機器と考える。

　パソコンのOSにおいて利用開始時にユーザ認証が行われ

る。パソコンで採用されているOSでは「ユーザ名」と対応する

「パスワード」の２要素を入力することで正規の利用者であるこ

とを判断する。（※Windowsは初期設定で最後にログインした

ユーザ名が表示されるが、設定を変更することによりユーザ名

を表示しなくすることが可能である）なお、中断からの利用再

開時においてはユーザ名が表示され「パスワード」１要素のみ

の入力で正規の利用者であることを判断している。一方、スマー

ト端末は、特定の個人が利用することが前提であるため、ユー

ザ名（利用者）を識別したユーザ認証は行われず「パスワード

（パスコード）」の１要素のみにより利用者を制限している。

ることである。さらに、アプリケーションの利用制限やカメラ等

周辺デバイスの利用制限が遠隔から実行できるものもある。

（図１参照）

　このように、前述したスマート端末のビジネス利用時のセ

キュリティ項目（１）カメラ等デバイスの設定変更、（２）WiFi 等

無線 LAN の設定変更、（３）アプリケーションのインストール

または使用制限などは、MDMを使えばほとんど解決できる。

ぬうちにアドレスが変わっていることさえある。（図３参照）

　以上のような理由から、管理サーバから制御対象であるス

マート端末の IPアドレスを特定することができない。管理サー

バからは IPアドレスが不明である機器に対する通信は行えず、

管理サーバからスマート端末を遠隔制御（ロック・ワイプ）する

ことは不可能に思える。

　しかし、スマート端末はインターネットだけでなく、携帯電話

網にも接続しているため機器の電話番号がわかっていれば

ショートメッセージサービス（SMS）利用することで通信可能

である。（図４参照）
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遠隔制御技術を使ったスマート端末の管理と
セキュリティ・ソリューションについて

1.  はじめに

特集

概要
　近年、一般消費者そして企業ユーザへのスマート端末の普及が急激に進んでいる。ビジネスでスマート端末を

使用した場合にも携帯電話やノート型パソコンと同様のセキュリティ的課題に直面することが考えられる。その

解決策の一つとして携帯端末の遠隔制御技術がある。Open Mobile Alliance-Device Managementなどの業

界標準の遠隔制御技術を使うことによりセキュリティ・ソリューションが短期間に構築でき、これらを使用した携

帯端末管理製品／サービスが登場してきている。本稿では、スマート端末におけるセキュリティの現状と課題を

踏まえ、携帯端末管理としてのMobile Device ManagementおよびSmart-letの紹介、そしてこれらを支える

遠隔制御技術を紹介する。

特
集

特
集

特
集

　日本国内におけるスマートフォンの本格的な普及は２００８年

にApple社よりiPhone３Gが発売されてからである。２０１０年、

NTT ドコモからの Android OS 搭載スマートフォン Xperia

の発売を皮切りに、各モバイルキャリアが多くのスマートフォン

を発表し、スマートフォン市場が急拡大している。スマート端末

（スマートフォン／タブレット端末を総称する用語）は、従来の携

帯電話とは異なりノート型パソコンに近い能力を有し、起動の

速さ、直観的な操作感覚、GPS を初めとする各種センサー搭

載など、新しい特徴を持った携帯端末である。最近では iPad

などのタブレット端末が登場し、社外持ち出しノート型パソコ

ンの代替、業務専用端末の代替としてビジネス利用が急増して

いる。しかし、スマート端末の管理面、セキュリティ面の課題が

ビジネス利用の大きなハードルになる。

　本稿では、まず携帯端末としてのスマート端末とそのセキュ

リティの現状の課題及び対策を述べる。次にこのセキュリティ

対策を効率よく実施できる携帯端末管理サービスを取り上げ、

その一つである当社のスマートフォン遠隔制御サービス

「Smart-let」のサービス概要を説明する。最後に「Smart-let」

で採用されている遠隔制御技術の要素技術と本技術を利用し

たセキュリティ・ソリューション例を紹介する。

5. おわりに
　今回、当社のサービスである「Smart-let」とそれを実現す

るためのコアとなる技術を紹介した。スマート端末は携帯電話

網を利用することが可能となった携帯端末と考えることがで

き、既存技術の融合により新たなソリューションが生み出され

る良い例である。

　今後、スマート端末を利用したシステムを開発・運用する場

合は紛失や盗難対策が必須であり、「Smart-let」は、スマート

端末関連のアプリケーションを展開して行くうえでの基本とな

る技術である。しかし、この技術だけでは競合他社との差別化

は難しい。そこで、この遠隔制御技術だけではなく他の技術、

たとえばデバイス証明書などを組み合わせることにより、より

高いセキュリティレベルを確保したソリューションの実現を目

指したいと考えている。
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スマート端末によるモバイルクラウド

2.1　携帯端末の比較
　スマート端末を初めとする現在利用可能な主な携帯端末は、

以下のとおりである。いずれの携帯端末もインターネット接続

の機能を有している。

（１）ノート型パソコン

（２）携帯電話

（３）スマート端末

　これらの携帯端末の機能について比較を行ったものが、表１

2.  スマート端末におけるセキュリティの
     現状と課題
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表１　ノート型パソコン、携帯電話、スマート端末の機能比較

2.2 セキュリティ対策の比較
　ノート型パソコン、携帯電話そしてスマート端末のセキュリ

ティ対策を表２に比較する。アプリケーションが自由に利用で

きる点、ウイルス対策が必要な点、電子証明書による端末認証

など、セキュリティ対策はスマート端末に関してはノート型パソ

コンに近いと言える。

　携帯端末は購入した時点では特段のセキュリティ対策は施さ

表２  ノート型パソコン、携帯電話、スマート端末のセキュリティ対策の比較

2.3　スマート端末のビジネス利用における
　　  セキュリティの現状
　ここまで、ノート型パソコン、携帯電話、スマート端末につい

てセキュリティ対策の比較を行ってきた。スマート端末におい

て特にビジネス利用時のセキュリティとして注意しなければな

らないのは、以下の項目である。

（１）カメラ等デバイスの設定変更

セキュリティの観点からカメラを禁止している企業も多い

が、スマート端末に搭載されているカメラを強制的に使用

禁止にする仕組みが必要である。

（２）WiFi 等無線 LAN の設定変更

企業内の無線 LAN に自由に接続させないようにスマート

端末の WiFi 設定を強制的に使用禁止にする仕組みが必

要である。

（３）アプリケーションのインストールまたは使用制限

スマート端末ではアプリケーションをオープンなマーケッ

トから自由にダウンロードしインストールすることができ

る。このためビジネスでは不必要なアプリケーションやマ

ルウェアが感染したアプリケーションをインストールして

しまうことがある。このため、アプリケーションのインス

トールまたは使用を制限する仕組みが必要である。

（４）テザリングの制限

テザリングとはスマート端末をモバイルルータのように利

用する機能である。これによりスマート端末経由で他のス

マート端末やパソコンが常時接続できるようになる。しか

し（２）と同様に自由に接続させないため、使用禁止あるい

は使用を制限する仕組みが必要である。

　さらに、現在普及台数を伸ばしているAndroid OS 搭載のス

マート端末に関して、セキュリティに不安があると言われてい

る [1]。 Android OS はオープンな OS であり、その脆弱性を

突くマルウェア対策が非常に重要である [２]。

3.　携帯端末管理
　企業でスマート端末を安全に利用するため、スマート端末の

一括管理、遠隔制御、セキュリティポリシー配布などを実行で

きる携帯端末管理製品 /サービス（MDM：Mobile Device 

Management）が登場してきている。携帯端末管理製品 /サー

ビスの特長の一つは、遠隔からスマート端末を制御し、端末の

ロック（リモートロック）やデータ削除（リモートワイプ）ができ

図１　携帯端末管理製品/サービスの概念図

携帯端末管理サービスの例として、当社が２０１０年１２月にサー

ビスを開始したスマートフォン遠隔制御サービス「Smart-let」

の概要を紹介する。（図２参照）

　本サービスを利用することにより、お客さま企業内利用者が

スマート端末を紛失もしくは盗難された場合、お客さまのシス

テム管理者が本サービスを利用して、スマート端末を遠隔から

ロック及びデータ削除することが可能となる。

　スマート端末のリモートロックを実行することにより、スマー

ト端末の操作を制限しデータの読み出しを防いでいる。しか

し、ノート型パソコンのハードディスクの暗号化と同様にデー

タは存在した状態にあるが、リモートワイプを実行することで

スマート端末内のデータを消去することができる。

　「Smart-let」では、デバイスや無線 LAN の設定変更やアプ

リケーションのインストールまたは使用制限さらにはテザリン

グの制限などは、スマート端末の機種に合わせて個別に作り込

むことで対応可能である。

　「Smart-let」で提供している基本機能はリモートロックとリ

モートワイプであるが、基盤となっている技術は次章で述べる

「機器の遠隔制御」であり、技術的にはスマート端末に搭載され

ている機器やセンサーを遠隔から制御できる。将来的に、本

サービスをベースに遠隔制御機能を活用した応用アプリケー

ションの提供を視野に入れている。

図２　Smart-letの概念図

4.　遠隔制御技術の要素技術

4.1  スマート端末と管理サーバ間の制御用の通信技術
　「Smart-let」のサービスを実現するにあたり、インターネット

上の管理サーバからスマート端末に対し遠隔制御を行うことに

なるが、インターネット上のサーバからスマート端末に対する接

続はそれほど容易ではない。

　スマート端末は常時インターネット接続しているわけではなく、

必要に応じて再接続している。スマート端末に割り当てられる

IPアドレスについても、事前に携帯電話事業者から割り当てら

れるアドレスを知ることはできず、使用状況によっては気づか

図３　携帯端末のIPアドレス変化 図４　SMSとは

　インターネット上の管理サーバからSMSゲートウェイサービ

ス（http2sms など）を利用することで、スマート端末に対して

ショートメッセージを送信することが可能である。

　以下の手順を踏むことで、サーバは制御対象のスマート端末

の IP アドレスを知ることができ、管理サーバはスマート端末を

遠隔制御可能となる。

（１）管理サーバは、http２smsサービスを利用しスマート端末

　　の電話番号を宛先にショートメッセージを送信する

（２）スマート端末は、受信したショートメッセージより管理サー

　　バの IP アドレスを取り出す

（３）スマート端末は、インターネットを利用し管理サーバに接続

　　する

（４）管理サーバは、接続してきたスマート端末の IP アドレスを

　　取得する

（５）管理サーバは、取得したスマート端末の IP アドレスを使い

　　遠隔制御を実行する

　SMS以外の管理サーバからスマート端末を制御するための

通信方法は、Apple 社の APNs（Apple Push Notification 

service）や試行段階であるが Google 社の C２DM（Cloud 

to Device Messaging）などがある。これらのサービスは管

理サーバからスマート端末へデータを送信することによりリ

モートワイプなどの遠隔制御を実行することができる。

4.2　遠隔制御技術を実現するOMA-DM技術
　スマート端末をもっと単純にとらえると、無線通信機能を有

する携帯端末と見なすことができる。世の中にはこのカテゴ

リーに属する機器は数多く存在する。たとえば、携帯端末機種

ごとにサービスを構築することはその端末に最適化・特化され

効率の良いサービスを提供することができるが、最適化・特化

されたことにより別機種への再利用が制限され追加開発や再

テストが必要となってしまう。それでは迅速にサービスを提供

できないばかりか多額の費用が掛かる。

　そこで2002年にモバイルサービスの相互接続性（再利用）の

確保を目的とした業界団体OMA（Open Mobile Alliance）[３]が

組織され、Enabler Layerの仕様策定を行っている。デバイス管理

（Device Management）を目的とした Enabler（OMA-DM）

も策定されており多くのメーカーに採用されている。（図５参照）

　業界標準であるOMA-DMに準拠することで、携帯端末と管

理サーバ間の相互接続性が保証されることになり、管理サーバ

からは、携帯端末機種やメーカーを意識することなくサービス

を提供することが可能となる。「Smart-let」はOMA-DM技術

を用いており、スマート端末のセキュリティ機能や遠隔制御機

能を短期間に実現することができる。

　遠隔制御技術を使ったセキュリティ・ソリューション例（図６参

照）において、以下のようなセキュリティ機能をEnable Layerに

機能追加することで容易にサービス提供することができる。

（１）カメラ機能停止

　　カメラ機能を停止し写真撮影を不可能とする。

（２）利用アプリケーション制限

　　業務に必要となるアプリケーションのみ利用を許可する。

（３）データ配信・データ回収

　　必要な情報を必要な期間だけ配布し回収する。

図５　OMA-DM サービスアーキテクチャ概念図

図６　セキュリティ・ソリューション例

である。表１からスマート端末は、携帯電話機よりノート型パソ

コンに近い存在であることがわかる。スマート端末は携帯電話

機能を有していることから携帯電話売り場で販売されるため、

携帯電話の機能強化機器と認識されがちであるが、セキュリ

ティの観点からするとパソコンに携帯電話機能を付加した機

器と認識するべきである。

れておらず、利用者側の運用においてセキュリティ対策を実施

することとなる。セキュリティ対策としてハードウェアセキュリ

ティとソフトウェアセキュリティの大きく二つに分類され、代表

的な項目は以下のような状況にある。

　携帯端末は、文字通り容易に持ち運ぶことが可能である。ス

マート端末はノート型パソコンと比較してもさらに小さく薄い

機器である。盗難を想定した場合、ノート型パソコンは鞄が必

要になるが、スマートフォンはポケットで十分である。また、ノー

ト型パソコンであればワイヤーロックにて機器を机などに固

定し盗難対策とすることが可能である。一方、スマート端末はワ

イヤーロックを利用する仕組み（セキュリティスロット）は用意

されておらず、携帯電話のようにストラップなどを用いるにと

どまっている。これらのことから、ノート型パソコンに比べス

マート端末は盗難されやすい機器と考える。

　パソコンのOSにおいて利用開始時にユーザ認証が行われ

る。パソコンで採用されているOSでは「ユーザ名」と対応する

「パスワード」の２要素を入力することで正規の利用者であるこ

とを判断する。（※Windowsは初期設定で最後にログインした

ユーザ名が表示されるが、設定を変更することによりユーザ名

を表示しなくすることが可能である）なお、中断からの利用再

開時においてはユーザ名が表示され「パスワード」１要素のみ

の入力で正規の利用者であることを判断している。一方、スマー

ト端末は、特定の個人が利用することが前提であるため、ユー

ザ名（利用者）を識別したユーザ認証は行われず「パスワード

（パスコード）」の１要素のみにより利用者を制限している。

ることである。さらに、アプリケーションの利用制限やカメラ等

周辺デバイスの利用制限が遠隔から実行できるものもある。

（図１参照）

　このように、前述したスマート端末のビジネス利用時のセ

キュリティ項目（１）カメラ等デバイスの設定変更、（２）WiFi 等

無線 LAN の設定変更、（３）アプリケーションのインストール

または使用制限などは、MDMを使えばほとんど解決できる。

ぬうちにアドレスが変わっていることさえある。（図３参照）

　以上のような理由から、管理サーバから制御対象であるス

マート端末の IPアドレスを特定することができない。管理サー

バからは IPアドレスが不明である機器に対する通信は行えず、

管理サーバからスマート端末を遠隔制御（ロック・ワイプ）する

ことは不可能に思える。

　しかし、スマート端末はインターネットだけでなく、携帯電話

網にも接続しているため機器の電話番号がわかっていれば

ショートメッセージサービス（SMS）利用することで通信可能

である。（図４参照）
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遠隔制御技術を使ったスマート端末の管理と
セキュリティ・ソリューションについて

1.  はじめに

特集

概要
　近年、一般消費者そして企業ユーザへのスマート端末の普及が急激に進んでいる。ビジネスでスマート端末を

使用した場合にも携帯電話やノート型パソコンと同様のセキュリティ的課題に直面することが考えられる。その

解決策の一つとして携帯端末の遠隔制御技術がある。Open Mobile Alliance-Device Managementなどの業

界標準の遠隔制御技術を使うことによりセキュリティ・ソリューションが短期間に構築でき、これらを使用した携

帯端末管理製品／サービスが登場してきている。本稿では、スマート端末におけるセキュリティの現状と課題を

踏まえ、携帯端末管理としてのMobile Device ManagementおよびSmart-letの紹介、そしてこれらを支える

遠隔制御技術を紹介する。

特
集

特
集

特
集

　日本国内におけるスマートフォンの本格的な普及は２００８年

にApple社よりiPhone３Gが発売されてからである。２０１０年、

NTT ドコモからの Android OS 搭載スマートフォン Xperia

の発売を皮切りに、各モバイルキャリアが多くのスマートフォン

を発表し、スマートフォン市場が急拡大している。スマート端末

（スマートフォン／タブレット端末を総称する用語）は、従来の携

帯電話とは異なりノート型パソコンに近い能力を有し、起動の

速さ、直観的な操作感覚、GPS を初めとする各種センサー搭

載など、新しい特徴を持った携帯端末である。最近では iPad

などのタブレット端末が登場し、社外持ち出しノート型パソコ

ンの代替、業務専用端末の代替としてビジネス利用が急増して

いる。しかし、スマート端末の管理面、セキュリティ面の課題が

ビジネス利用の大きなハードルになる。

　本稿では、まず携帯端末としてのスマート端末とそのセキュ

リティの現状の課題及び対策を述べる。次にこのセキュリティ

対策を効率よく実施できる携帯端末管理サービスを取り上げ、

その一つである当社のスマートフォン遠隔制御サービス

「Smart-let」のサービス概要を説明する。最後に「Smart-let」

で採用されている遠隔制御技術の要素技術と本技術を利用し

たセキュリティ・ソリューション例を紹介する。

5. おわりに
　今回、当社のサービスである「Smart-let」とそれを実現す

るためのコアとなる技術を紹介した。スマート端末は携帯電話

網を利用することが可能となった携帯端末と考えることがで

き、既存技術の融合により新たなソリューションが生み出され

る良い例である。

　今後、スマート端末を利用したシステムを開発・運用する場

合は紛失や盗難対策が必須であり、「Smart-let」は、スマート

端末関連のアプリケーションを展開して行くうえでの基本とな

る技術である。しかし、この技術だけでは競合他社との差別化

は難しい。そこで、この遠隔制御技術だけではなく他の技術、

たとえばデバイス証明書などを組み合わせることにより、より

高いセキュリティレベルを確保したソリューションの実現を目

指したいと考えている。
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スマート端末によるモバイルクラウド

2.1　携帯端末の比較
　スマート端末を初めとする現在利用可能な主な携帯端末は、

以下のとおりである。いずれの携帯端末もインターネット接続

の機能を有している。

（１）ノート型パソコン

（２）携帯電話

（３）スマート端末

　これらの携帯端末の機能について比較を行ったものが、表１

2.  スマート端末におけるセキュリティの
     現状と課題
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表１　ノート型パソコン、携帯電話、スマート端末の機能比較

2.2 セキュリティ対策の比較
　ノート型パソコン、携帯電話そしてスマート端末のセキュリ

ティ対策を表２に比較する。アプリケーションが自由に利用で

きる点、ウイルス対策が必要な点、電子証明書による端末認証

など、セキュリティ対策はスマート端末に関してはノート型パソ

コンに近いと言える。

　携帯端末は購入した時点では特段のセキュリティ対策は施さ

表２  ノート型パソコン、携帯電話、スマート端末のセキュリティ対策の比較

2.3　スマート端末のビジネス利用における
　　  セキュリティの現状
　ここまで、ノート型パソコン、携帯電話、スマート端末につい

てセキュリティ対策の比較を行ってきた。スマート端末におい

て特にビジネス利用時のセキュリティとして注意しなければな

らないのは、以下の項目である。

（１）カメラ等デバイスの設定変更

セキュリティの観点からカメラを禁止している企業も多い

が、スマート端末に搭載されているカメラを強制的に使用

禁止にする仕組みが必要である。

（２）WiFi 等無線 LAN の設定変更

企業内の無線 LAN に自由に接続させないようにスマート

端末の WiFi 設定を強制的に使用禁止にする仕組みが必

要である。

（３）アプリケーションのインストールまたは使用制限

スマート端末ではアプリケーションをオープンなマーケッ

トから自由にダウンロードしインストールすることができ

る。このためビジネスでは不必要なアプリケーションやマ

ルウェアが感染したアプリケーションをインストールして

しまうことがある。このため、アプリケーションのインス

トールまたは使用を制限する仕組みが必要である。

（４）テザリングの制限

テザリングとはスマート端末をモバイルルータのように利

用する機能である。これによりスマート端末経由で他のス

マート端末やパソコンが常時接続できるようになる。しか

し（２）と同様に自由に接続させないため、使用禁止あるい

は使用を制限する仕組みが必要である。

　さらに、現在普及台数を伸ばしているAndroid OS 搭載のス

マート端末に関して、セキュリティに不安があると言われてい

る [1]。 Android OS はオープンな OS であり、その脆弱性を

突くマルウェア対策が非常に重要である [２]。

3.　携帯端末管理
　企業でスマート端末を安全に利用するため、スマート端末の

一括管理、遠隔制御、セキュリティポリシー配布などを実行で

きる携帯端末管理製品 /サービス（MDM：Mobile Device 

Management）が登場してきている。携帯端末管理製品 /サー

ビスの特長の一つは、遠隔からスマート端末を制御し、端末の

ロック（リモートロック）やデータ削除（リモートワイプ）ができ

図１　携帯端末管理製品/サービスの概念図

携帯端末管理サービスの例として、当社が２０１０年１２月にサー

ビスを開始したスマートフォン遠隔制御サービス「Smart-let」

の概要を紹介する。（図２参照）

　本サービスを利用することにより、お客さま企業内利用者が

スマート端末を紛失もしくは盗難された場合、お客さまのシス

テム管理者が本サービスを利用して、スマート端末を遠隔から

ロック及びデータ削除することが可能となる。

　スマート端末のリモートロックを実行することにより、スマー

ト端末の操作を制限しデータの読み出しを防いでいる。しか

し、ノート型パソコンのハードディスクの暗号化と同様にデー

タは存在した状態にあるが、リモートワイプを実行することで

スマート端末内のデータを消去することができる。

　「Smart-let」では、デバイスや無線 LAN の設定変更やアプ

リケーションのインストールまたは使用制限さらにはテザリン

グの制限などは、スマート端末の機種に合わせて個別に作り込

むことで対応可能である。

　「Smart-let」で提供している基本機能はリモートロックとリ

モートワイプであるが、基盤となっている技術は次章で述べる

「機器の遠隔制御」であり、技術的にはスマート端末に搭載され

ている機器やセンサーを遠隔から制御できる。将来的に、本

サービスをベースに遠隔制御機能を活用した応用アプリケー

ションの提供を視野に入れている。

図２　Smart-letの概念図

4.　遠隔制御技術の要素技術

4.1  スマート端末と管理サーバ間の制御用の通信技術
　「Smart-let」のサービスを実現するにあたり、インターネット

上の管理サーバからスマート端末に対し遠隔制御を行うことに

なるが、インターネット上のサーバからスマート端末に対する接

続はそれほど容易ではない。

　スマート端末は常時インターネット接続しているわけではなく、

必要に応じて再接続している。スマート端末に割り当てられる

IPアドレスについても、事前に携帯電話事業者から割り当てら

れるアドレスを知ることはできず、使用状況によっては気づか

図３　携帯端末のIPアドレス変化 図４　SMSとは

　インターネット上の管理サーバからSMSゲートウェイサービ

ス（http2sms など）を利用することで、スマート端末に対して

ショートメッセージを送信することが可能である。

　以下の手順を踏むことで、サーバは制御対象のスマート端末

の IP アドレスを知ることができ、管理サーバはスマート端末を

遠隔制御可能となる。

（１）管理サーバは、http２smsサービスを利用しスマート端末

　　の電話番号を宛先にショートメッセージを送信する

（２）スマート端末は、受信したショートメッセージより管理サー

　　バの IP アドレスを取り出す

（３）スマート端末は、インターネットを利用し管理サーバに接続

　　する

（４）管理サーバは、接続してきたスマート端末の IP アドレスを

　　取得する

（５）管理サーバは、取得したスマート端末の IP アドレスを使い

　　遠隔制御を実行する

　SMS以外の管理サーバからスマート端末を制御するための

通信方法は、Apple 社の APNs（Apple Push Notification 

service）や試行段階であるが Google 社の C２DM（Cloud 

to Device Messaging）などがある。これらのサービスは管

理サーバからスマート端末へデータを送信することによりリ

モートワイプなどの遠隔制御を実行することができる。

4.2　遠隔制御技術を実現するOMA-DM技術
　スマート端末をもっと単純にとらえると、無線通信機能を有

する携帯端末と見なすことができる。世の中にはこのカテゴ

リーに属する機器は数多く存在する。たとえば、携帯端末機種

ごとにサービスを構築することはその端末に最適化・特化され

効率の良いサービスを提供することができるが、最適化・特化

されたことにより別機種への再利用が制限され追加開発や再

テストが必要となってしまう。それでは迅速にサービスを提供

できないばかりか多額の費用が掛かる。

　そこで2002年にモバイルサービスの相互接続性（再利用）の

確保を目的とした業界団体OMA（Open Mobile Alliance）[３]が

組織され、Enabler Layerの仕様策定を行っている。デバイス管理

（Device Management）を目的とした Enabler（OMA-DM）

も策定されており多くのメーカーに採用されている。（図５参照）

　業界標準であるOMA-DMに準拠することで、携帯端末と管

理サーバ間の相互接続性が保証されることになり、管理サーバ

からは、携帯端末機種やメーカーを意識することなくサービス

を提供することが可能となる。「Smart-let」はOMA-DM技術

を用いており、スマート端末のセキュリティ機能や遠隔制御機

能を短期間に実現することができる。

　遠隔制御技術を使ったセキュリティ・ソリューション例（図６参

照）において、以下のようなセキュリティ機能をEnable Layerに

機能追加することで容易にサービス提供することができる。

（１）カメラ機能停止

　　カメラ機能を停止し写真撮影を不可能とする。

（２）利用アプリケーション制限

　　業務に必要となるアプリケーションのみ利用を許可する。

（３）データ配信・データ回収

　　必要な情報を必要な期間だけ配布し回収する。

図５　OMA-DM サービスアーキテクチャ概念図

図６　セキュリティ・ソリューション例

である。表１からスマート端末は、携帯電話機よりノート型パソ

コンに近い存在であることがわかる。スマート端末は携帯電話

機能を有していることから携帯電話売り場で販売されるため、

携帯電話の機能強化機器と認識されがちであるが、セキュリ

ティの観点からするとパソコンに携帯電話機能を付加した機

器と認識するべきである。

れておらず、利用者側の運用においてセキュリティ対策を実施

することとなる。セキュリティ対策としてハードウェアセキュリ

ティとソフトウェアセキュリティの大きく二つに分類され、代表

的な項目は以下のような状況にある。

　携帯端末は、文字通り容易に持ち運ぶことが可能である。ス

マート端末はノート型パソコンと比較してもさらに小さく薄い

機器である。盗難を想定した場合、ノート型パソコンは鞄が必

要になるが、スマートフォンはポケットで十分である。また、ノー

ト型パソコンであればワイヤーロックにて機器を机などに固

定し盗難対策とすることが可能である。一方、スマート端末はワ

イヤーロックを利用する仕組み（セキュリティスロット）は用意

されておらず、携帯電話のようにストラップなどを用いるにと

どまっている。これらのことから、ノート型パソコンに比べス

マート端末は盗難されやすい機器と考える。

　パソコンのOSにおいて利用開始時にユーザ認証が行われ

る。パソコンで採用されているOSでは「ユーザ名」と対応する

「パスワード」の２要素を入力することで正規の利用者であるこ

とを判断する。（※Windowsは初期設定で最後にログインした

ユーザ名が表示されるが、設定を変更することによりユーザ名

を表示しなくすることが可能である）なお、中断からの利用再

開時においてはユーザ名が表示され「パスワード」１要素のみ

の入力で正規の利用者であることを判断している。一方、スマー

ト端末は、特定の個人が利用することが前提であるため、ユー

ザ名（利用者）を識別したユーザ認証は行われず「パスワード

（パスコード）」の１要素のみにより利用者を制限している。

ることである。さらに、アプリケーションの利用制限やカメラ等

周辺デバイスの利用制限が遠隔から実行できるものもある。

（図１参照）

　このように、前述したスマート端末のビジネス利用時のセ

キュリティ項目（１）カメラ等デバイスの設定変更、（２）WiFi 等

無線 LAN の設定変更、（３）アプリケーションのインストール

または使用制限などは、MDMを使えばほとんど解決できる。

ぬうちにアドレスが変わっていることさえある。（図３参照）

　以上のような理由から、管理サーバから制御対象であるス

マート端末の IPアドレスを特定することができない。管理サー

バからは IPアドレスが不明である機器に対する通信は行えず、

管理サーバからスマート端末を遠隔制御（ロック・ワイプ）する

ことは不可能に思える。

　しかし、スマート端末はインターネットだけでなく、携帯電話

網にも接続しているため機器の電話番号がわかっていれば

ショートメッセージサービス（SMS）利用することで通信可能

である。（図４参照）
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