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株式会社オプティム（東京本社：東京都港区、代表取締役社長：菅谷 俊二、以下 オプティム）と情報セキュリティメ

ーカーのデジタルアーツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：道具 登志夫、以下 デジタルアーツ、証

券コード 2326）は、スマートフォンをはじめとした法人のモバイル利用におけるセキュリティ分野で協業し、オプティム

が展開するモバイルデバイス管理ツール(Mobile Device Management、以下 MDM)の「Optimal Biz for Mobile」にデジタ

ルアーツのWebフィルタリングサービス「i-FILTER」を組み込み、iOS端末向けのオプションとして11月上旬より提供開

始することをお知らせします。  

 

近年、スマートフォンを導入する企業の増加に伴い、スマートデバイスのセキュリティ対策が重要性を増しています。

その対策として注目されているのがモバイル端末を統合管理できるソリューション、MDMです。MDMを利用することで

紛失・盗難が原因となる情報漏洩対策、社員による端末の不正利用防止、社内ポリシーの一斉適用などが可能になり

ます。しかし、MDM だけでは Web を通しての情報漏洩、私的利用、ウイルス感染など、個別のインシデントに特化した

セキュリティ対策を十分にできないのが現状でした。このような背景の中、特に法人向けに普及が進んでいるiOS端末

を対象に、デジタルアーツの Web フィルタリングサービス「i-FILTER」をオプティムの「Optimal Biz for Mobile」に搭載し、

オプティムの管理サーバで運用・管理する「Optimal Biz Web Filtering Powered by i-FILTER」として提供する運びとなり

ました。 

 

 今回の協業により、オプティムは自社の顧客で iOS 端末での情報漏洩対策を強化したい企業に対し、法人への導入

実績およびWebフィルタリング精度において国内最高レベルを誇る「i-FILTER」を提供することが可能になります。また、

デジタルアーツはオプティムと協業することで、新たに法人向けモバイル端末用 Web フィルタリングにおける販路拡大

が実現します。 

 

 今後もオプティムとデジタルアーツは、「Optimal Biz Web Filtering Powered by i-FILTER」を皮切りに、法人向け MDM

における連携を強化してまいります。 

 

※出典：富士キメラ総研「2012 スマートフォンビジネス総調査」 MDM サービス 法人向け市場 

 

≪「Optimal Biz Web Filtering Powered by i-FILTER」の概要≫ 

■サービス名称： Optimal Biz Web Filtering Powered by i-FILTER 
■利用料金： 315 円/月（税込）  

※本サービスは、オプティムおよびオプティムの販売パートナーより「Optimal Biz for Mobile」のオプションとして販売しま
す。  

※「Optimal Biz for Mobile」の基本料金は 315 円/月（税込）で、端末の紛失・盗難対策、アプリケーションコントロール、カ
メラの機能制限等のデバイスマネジメントを提供します。詳細はオプティムの Web サイト
（http://www.optim.co.jp/products-detail/top/138）を参照ください。 

2012 年度 MDM 市場シェア純増 No.1※「Optimal Biz for Mobile」 

オプティムとデジタルアーツ、法人向けモバイルセキュリティで協業
～デジタルアーツの Web フィルタリングとオプティムのデバイス管理ツールの連携で

Web の私的利用、情報漏洩への画期的対策を実現～ 
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■対象：iOS 4.3 以上搭載の iPhone、iPad、iPod touch 
■主な特長  

・業界最高精度のフィルタリングデータベース: 
「Optimal Biz Web Filtering Powered by i-FILTER」はフィルタリングデータベースとそれを反映する専用ブラウザーに

より構成されます。これらは業界最高水準のフィルタリング精度を有するデジタルアーツより提供され、Web 上の脅威、
私的利用による情報漏洩防止などに有効な効果を発揮します。また同フィルタリング機能は 3G 環境だけでなく、スマ
ートフォンにおいて情報漏洩の抜け穴となることの多い Wi-Fi 環境でも使用可能です。 

※フィルタリング用に用意されているカテゴリは、以下の通りです。 
http://www.daj.jp/bs/ifios/filtering_category/ 

   ・標的型攻撃対策への対応: 
「Optimal Biz Web Filtering Powered by i-FILTER」は出口対策機能を搭載し、近年見られる標的型攻撃に対しても有

効な機能を発揮いたします。万一、マルウェアにスマートフォンが感染した場合でも、悪意のあるサイトへの誘導を遮
断することができます。 

   ・フィルタリング機能のシームレスな利用 
「Optimal Biz for Mobile」から「Optimal Biz Web Filtering Powered by i-FILTER」のフィルタリング機能はシームレスに

利用することができます。プラットフォームを一元化することで、情報管理者の運用負荷は軽減し、複数の端末に対し
ても効率的に運用を行うことが可能です。 

 
※ iPhone、iPad、iPod touch の名称およびそのロゴは Apple Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 
※ iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 
※ IOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 
※ デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルター/i-FILTER、m-FILTER、D-SPA、FinalCode は、デジタルアーツ株式会社の登録商標

です。 
※ その他、上に記載された会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 
※ 本プレスリリースは、株式会社オプティムとデジタルアーツ株式会社の共同リリースです。 

以 上 

 

【オプティムの目指す、オプティマル事業とは】  

～Optimal【形】最適な、最善の、最も有利な～  
急速なインターネット普及に伴い、これまでネットを利用したことのないユーザーがネットを利用する機会が増えており、この
ユーザー層にとって現状のネットは必ずしも使いやすいものではありません。このような状況にあって、ネットを空気のよう
に快適で、息をするように無意識に使えるサービス・インフラに変えていく。オプティマル事業とは、そのためのオプティム独
自の最適化技術によるサービス事業の総称です。  
製品情報： http://www.optim.co.jp/products/ 
 
【株式会社オプティムについて】  
商号： 株式会社オプティム ＜http://www.optim.co.jp/＞  
佐賀本店 ：佐賀県佐賀市高木瀬町東高木223-1  
東京本社 ：東京都港区港南1 丁目6 番34 号 品川イースト  
代表者   ：菅谷 俊二  
主要株主 ：菅谷 俊二  
         NTT インベストメント・パートナーズファンド投資事業組合  
         東日本電信電話株式会社  
設立     ： 2000 年6 月  
資本金  ：1 億8,338 万円  
主要取引先：日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式

会社、株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー、株式会社NTTぷらら、株式会社大塚商会、シャープ株式会社、株式会
社ピーシーデポコーポレーション、KDDI 株式会社、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、パナソニックソリ
ューションテクノロジー株式会社、富士ゼロックス株式会社、トレンドマイクロ株式会社など (順不同) 

事業内容 ：複雑化する IT インフラ・ユビキタス社会において、誰もが IT を快適に使えるための利用環境最適化と企業側で
増大するサポートコストの軽減を目的としたソリューション『Optimal(オプティマル)』を提供しています。『Optimal』
は、コンシューマー向け、NGN 向け Setup、Diagnostic、Marketing ソリューションや Home network 向けソリューシ
ョン、企業向けソリューションと幅広いターゲットに向けたソリューションを展開し、サポートするデバイスはパソ
コンだけでなく、Mobile、Router、TV、Game、Multifunction Peripheral、Server、Printer、DVD recorder など家庭内、
企業内でつながる様々なネットワーク機器となります。 
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■ 「i-FILTER」について  http://www.daj.jp/bs/if/ 

 「i-FILTER」は、情報漏洩対策と Web の有効利用のための企業向け Web フィルタリングソフトです。業界最大級の Web フィ
ルタリングデータベースと、特許を取得したフィルタリングテクノロジー「ZBRAIN」により、業務中の閲覧が不適切な Web サイ
トを高い精度で遮断します。また、Web メールの利用や掲示板の書き込みなどといった、Web 経由の情報漏洩を防ぐとともに、
その内容を記録・確認・保存することが可能なため、内部統制対策としても有効なソリューションです。「i-FILTER」は、すでに
全国の企業・官公庁7,000 団体以上、学校・教育機関25,000 校以上に導入されています。（2012 年3 月末現在） 

 

■ 「i-FILTER ブラウザー for iOS」について   http://www.daj.jp/bs/ifios/ 
「i-FILTER ブラウザー for iOS」は、法人向けのスマートデバイス対応Webフィルタリングサービスです。国内最大級のDB

による、業務内容にあったきめ細かな Web へのアクセス制御を実現し、業務外はもちろん、危険度が高い Web サイトへのア
クセスを抑止することで、業務効率化と同時にさまざまな脅威から端末を守ります。お客様は App Store 経由で端末にアプリ
をダウンロードし、利用ライセンスを取扱代理店からご購入していただくことで利用することができます。 

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。 
 

■ デジタルアーツについて  http://www.daj.jp  
デジタルアーツは、フィルタリング技術を核に、情報セキュリティ事業を展開する企業です。製品の企画・開発・販売・サポ

ートまでを一貫して行い、国産初の Web フィルタリングソフトを市場に出したメーカーならではの付加価値を提供しています。
また、フィルタリング製品の根幹を支える国内最大級のWebフィルタリングデータベースと、世界27の国と地域で特許を取得
した技術力が高く評価されています。国内でトップシェアを誇る Web フィルタリングソフトとして、個人向け「i-フィルター」・企業
向け「i-FILTER」を提供する他、企業向けとして電子メールフィルタリングソフト「m-FILTER」、セキュア・プロキシ・アプライア
ンス製品「D-SPA」、ファイルセキュリティソリューション「FinalCode」を提供しています。 
 
※ デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルター/i-FILTER、m-FILTER、D-SPA、FinalCode は、デジタルアーツ株式会社の登録商標 

です。 
※ その他、上に記載された会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 
 

 

■ 本リリースに関するお問い合わせ先  

株式会社オプティム マーケティング 広報担当：岩瀬谷・成田  

TEL：03-6718-4027  FAX：03-6718-4037   E-Mail： info@optim.co.jp 

 

デジタルアーツ株式会社  経営企画室  広報担当  吉田   

TEL：03-5220-1110  FAX：03-5220-1130  E-Mail： info@daj.co.jp 
 

■ 本製品に関するお問い合わせ先  

株式会社オプティム  担当：岩瀬谷・成田 

TEL：03-6718-4027  

 


