
Zebra Mobility 
DNA LifeGuard™ for 
Android™
Zebraモバイルデバイスのためのライフタ
イムセキュリティガード

最新情報
Android 11以降、 
LifeGuardは新機能を 
提供します。
自動アップデート 
無線でデバイスをアップデート ― 時
間、手間、コスト、追加のツールが一切
不要です。

ダイナミックパッケージング 
小さい単一ファイルでアップデートに移
行できます。

A/Bストリーミングサポート 
バックグラウンドで受信と同時にアップ
デートが適用されます。

APIの機能拡張 
いつ、どのようなアップデートを行うか、
どのデバイスをアップデートするかなど、
アップデートを全面的にコントロールで
きます。

簡単にできる手動アップデート 
Zebra.comまたはStageNowを利用
し、1つの小さいファイルでアップデート
できます。

消費者の世界と異なり、ビジネス社会でAndroid 
を最新の状態で維持し、モバイルデバイスを保護 
することは、かなりの難題でした。しかし、Zebra  
Mobility DNAのLifeGuard for Androidをご利 
用いただければ簡単です。LifeGuardをご利用いた 
だければ、Androidのセキュリティアップデートでデ 
バイス、データ、ネットワークを保護でき、いつ、どこ 
で、どのようにアップデートするかを選択するオプ 
ションもあります。Mobility DNAに組み込まれてい
るLifeGuardは、Zebraモバイルデバイスのライフ
サイクルのあらゆる要素を簡素化し、生産性を最大
化、ITの複雑さを最小化して、より短期間で優れた業
績を達成できるように支援する、一連のエンタープラ
イズソリューションです。



タイムリーなアップデート：すべてのZebra OneCare™メンテナンスプランで最
大10年間、Androidの新しい脅威に対処する積極的なセキュリティ／パッチア
ップデートを無料でご利用いただけます。

アップデートオプション：いつでも自分でコントロールできる、3種類の柔軟な
アップデート方式があり、貴社に最適な方式を選択できます。完全自動化、柔
軟な自動化、手動の自動化です。

移行サポート：LifeGuardをご利用いただくと、アップデート方式に関係
なく、各自のペースで新しいバージョンのAndroidにいつでも移行できま
す。LifeGuardは、現行バージョンのAndroidに対して丸1年間、定期的な 
セキュリティアップデートを提供します。したがって、必要なアプリケーションの
アップデートを計画的に実行できるので、生産性とデバイスの稼働時間に関す
る不適合が影響する可能性を排除できます。

レポートが実現する可視化によって、アップデート管理が容易になります。
適切なレポートによって、アップデートプロセスの管理と監視を向上させるた
めに必要な可視化が実現します。Zebra OneCare™メンテナンスプランに
は、LifeGuard Analyticsのレポートをはじめ、サービス／サポート関連で8種
類のレポートを提供するクラウドベースのVisibilityIQ™ OneCare™が含まれて
います。

ダイナミックパッケージングによる単一ファイルのアップデート*：ダイナミック
パッケージングによって、アップデートがさらに簡単かつ迅速になります。単一
ファイルの簡素さとアップデート用の小型ファイルが得られます。複数のパッ 
ケージをインストールし、何度も再起動する必要がないので、時間を節約でき
ると同時に、アップデートの複雑さも軽減されます。さらに、小型のファイルに
よってネットワークトラフィックが少なくなるので、ネットワークの可用性とパ 
フォーマンスが向上します。

サイレントアップデート*：Google A/Bストリーミングに対応するので、即時無
線アップデートが可能です。アップデートファイルが受信と同時に適用され、非
表示のままバックグラウンドで実行されるので、何度もデバイスを再起動するこ
とで生じる、無駄なダウンタイムを排除できます。

* Android 11で利用可能

Zebra Androidモバイルデバイス
のセキュリティを維持するために
必要なすべての機能。
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サイバー犯罪のコストは
世界全体で１兆ドルにな
ります。1

サイバー犯罪のコストは

わずか2年で50％増
加しています。1

サイバー犯罪とそれ
に起因するコストは
急増しています。

56％の企業は、サイ
バーインシデントに対し
て防衛または対応する計
画がありません。1

貴社のモバイルデ
バイスは保護され
ていますか？

全セキュリティ侵害の 

57％は、パッチを適用
していれば防止できた可
能性があります。2

全セキュリティ侵害の 

過半数は、数ヵ月見
破られませんでした。3
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LifeGuard for Androidによっ
て、Zebraモバイルデバイスのアッ
プデート方法を選択したり変更し
たりする柔軟性が得られます。

最大限の簡素さ 
ノータッチアップデート
で手間をかけずにセキュ
リティを確保できます。
• この新サービスのオプトインが 
容易

• デバイスはバックグラウンドで自動
的に、しかも非表示のままアップ 
デートされるので、モバイルユーザー
への割り込みもなく、IT部門による
アクションも不要です

• ユーザーは都合の良い時期までデ
バイスの再起動を延期する柔軟性
が得られます

最大限の 
コントロール 
EMMを使用してアップ
デートプロセスのあらゆ
る要素をコントロールで
きます。
• 対応するEMMを活用
• 最新のアップデートを受け入れる
か、または好みのアップデートを
選択

• Wi-Fi、セルラー、または両方のネ
ットワークを使用してアップデー
ト可能

• すべてのデバイス、特定の部門の
デバイス、または特定の種類のデ
バイスを更新

• デバイスのアップデート時期を選
択可能 ― 日時、バッテリ電力を
節約するためにクレードル使用時
のみ、デバイスを使用していない
ときのみ

• Zebraのクラウドサーバーからデ
バイスにアップデートをダウンロ
ードすることも、または貴社専用
のローカルサーバーを使用して、 
ネットワークへの影響を軽減する
こともできます。

EMMがない場合は
どうしたらいいです
か？ 大丈夫です 
デバイスを手動で簡単
にアップデートできま
す。
• Zebra.comで必要なアップデー
トファイルを検索してダウンロー
ドします

• Zebra Mobility DNAの
StageNowを使用して 
アップデートをインストール 
します

• フルアップデートを選択すると、
単一ファイルの簡素さを維持しな
がら将来のリリースへのアップ 
デートが可能です

• セキュリティパッチが最新の場合
は、小さいデルタパッケージを選
択して次のセキュリティパッチを
インストールすることが可能です

完全 
自動化

柔軟な 
自動化

手動 
コントロール
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Zebra Mobility DNAとは 

Zebra Mobility DNAは、Zebraのコンピュータ、タブレット
またはウェアラブルデバイスの使用期間全体にわたって、モ
バイルユーザーが最大限の生産性を発揮し、ITの複雑さを
最小限に抑制できるように設計された、一連のエンタープラ
イズソリューションです。

Mobility DNAは、デバイスライフサイクルのあらゆる段階
で導入、管理、サポートを支援する安全なソリューションを
提供します。デバイスライフサイクル管理とユーザーエクス
ペリエンスを簡素化するMobility DNAは、業績の拡大、総
所有コストの引き下げ、貴社固有のビジネスニーズへの対
応に役立ちます。

LifeGuard for Androidの詳細については 
www.zebra.com/lifeguard をご覧ください。  

Zebra OneCare™メンテ 
ナンスプランでLifeGuard for 
Android 11およびその他の 
利点を入手してください。
Zebra OneCareプランは、すべての 
製造物に対して全面的に責任を負う 
モビリティパートナーによる、保証をは 
るかに上回るサービスを提供します。 
さまざまなビジネスニーズと予算に対 
応し、製品を熟知している専門家、す 
なわちメーカーがサービスを提供す 
る、Zebra OneCareのメンテナンスプ 
ランで、デバイスを全面的に保護し、デ 
バイスのライフサイクルと価値の最大 
化を図ってください。Zebraのデバイス 
と貴社の業務の順調な稼働を維持す 
るために、Zebra OneCareをお選び 
ください。
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