
www.netmotionsoftware.com/ja/solutions/absolute-platform

ABSOLUTE 機能比較表

Absolute には、Persistence™ ( パーシステンス ) 技術が採用されています。必要
な機能がアンインストールされているのを検知すると、Absolute は再インストール
を行います。再イメージされていても、ハードディスクドライブが交換されていても、
Absolute は再インストールを行います。それによって、可視性、制御性、必要なア
プリケーションのパーシステンス ( 永続性 ) が保たれます。

Absolute レジリエント・ゼロトラスト・エンドポイント・ソリューション には、
Absolute Visibility、Absolute Control、Absolute Resilience の 3 つの製品群があ
ります。必要な機能に応じて、製品をお選びいただけます。

ネットワーク内外のあらゆるデバイス

を確認。ハードウェア、ソフトウェア、

セキュリティ状態、使用状況、ジオロ

ケーションなど、数百のデータポイン

トを自動的に収集し、365 日分の履

歴ログを記録します。

エンドポイントが不正な領域に侵入し

たことを検知し、状況に応じてデバイ

スを使用できないようにしたり、デバ

イス上のデータを削除したりするな

ど、エンドポイントのリスクを即時に

是正するためのリモートアクションを

実行します。

重要なアプリが常にアクティブである

ことを保証し、セキュリティのレジリ

エンス ( 自動復活 ) を確立します。

機密データのリモート識別、web 使

用状況の追跡、正確なインサイト ( 洞

察 ) の収集、エンドポイント脆弱性

の修正、盗難デバイスの調査などを行

います。

・カスタマイズできるダッシュボード、
　レポート、警告

・デバイス使用状況を測定

・ハードウェアインベントリを自動化

・インストールされているソフトウェ 
  アを監視

・セキュリティ対策を評価

・アプリケーションの健全性を監視

Absolute Visibility の機能に加えて
以下を提供

・許可されていないデバイスの移動を
　検知

・オンデマンドまたはオフラインタイ
　マーによりリモートでデバイスを
　ロック

・全データまたは選択したデータを
　リモートで削除

・ファームウェアを保護

Absolute Control の機能に加えて
以下を提供

・ミッションクリティカルなアプリ
　ケーションを自動復活

・機密情報をリモートでスキャン

・すべてのデバイスで PoerShell また
　は BASH スクリプトを実行可能

・Web ツールまたはコンテンツの
　使用状況を監視

・盗難にあったデバイスを調査、発見
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Absoute コンソール
クラウドベースのコンソール、集中型ダッシュボード、カスタマイズ可能なウィジット、事前定義および
カスタマイズされたレポートとアラート、役割ベースのアクセス制御、シングルサインオン、複数ファク
ター認証
ハードウェアの追跡
数百台のハードウェア属性のレポートとアラート、事前構築されたレポートとカスタムレポート、新しい
デバイスのアクティベーションと接続履歴の追跡、オフラインデバイスの進化の追跡、紛失したデバイス
にフラグを立ててインターネットに接続すると警告、365 日デバイス位置の追跡結果を履歴
デバイス使用状況の測定
デバイスとのインタラクションイベントに基づいてデバイスの使用状況を評価、デバイスごとに日時平均
使用量をレポート、異なるデバイスグループ間での使用状況を比較。十分に活用されていないデバイスを
検出
インストールされたソフトウェアの監視
デバイスにインストールされたソフトウェアを評価し、ライセンスの不適合や無駄、脆弱なアプリやバー
ジョン、ポリシーの不適合、シャドー IT や新規ユーザーのニーズなどを特定
セキュリティ対策の評価
デバイス全体の暗号化およびマルウェア対策状況をレポート、暗号化状況の時間的変化を監視
重要なアプリケーションの健全性を監視
エンドポイント管理、VPN、エンドポイント保護、データ保護など、重要なアプリケーションの健全性を報告
サードパーティとの連携
ServiceNow および SIEM ツールとの連携
許可されていないデバイスの移動を検知
ジオフェンスを定義することで不正なデバイスの移動を検出、デバイスがジオフェンスを超えた場合には
警告を発信
遠隔操作によるデバイスのロック
カスタムメッセージによりデバイスをロック。スケジュールまたはオンデマンド、オフラインタイマーを
設定することでデバイスを自動ロック
ファームウェアを保護
遠隔かつ大規模に、管理者パスワードを作成、削除、または変更
重要なアプリケーションを自動復活
重要なアプリケーション ( エンドポイント管理、VPN、エンドポイント保護、データ保護など ) が見つか
らない、無効、または健全な状態で動作していないことが判明した場合、自動的に復活して再インストー
ル。レジリエント ( 自動復活 ) なエンドポイントセキュリティを実現
デバイス上の機密情報を特定
ネットワーク内外の PII、PHI、PFI、SSN、GDPR データおよび知的財産を発見、データリスクを評価、
暴露が発生した場合のコストを見積、クラウドストレージ (Dropbox、iCloud、Box、OneDrive) と同期
する機密ファイルつきデバイスを特定
大規模なデバイスのリモートクエリと復活
Reach Library にある 130 以上のビルド済ワークフローを活用、任意のカスタム Powershell または 
BASH スクリプトを 1 台から複数のデバイスで実行
盗まれたデバイスの調査と復元
Absolute Investigations チームが法執行機関と連携して盗難デバイスを調査・回収 ( 発見できないデバ
イスの Service Guarantee は、北米、英国、オーストラリアの教育機関のお客様にのみ適用  )
Web の使用状況を把握 
ユーザーが注目している web コンテンツ、オンラインツールの使用頻度や使用時間を確認、安全でない
コンテンツや不適切な web サイトの訪問を特定
Absolute Insights ( エンドポイントのインサイト ( 洞察 ) を把握  ) 
履歴ダッシュボードを介したリアルタイムの資産およびセキュリティインサイト ( 洞察 ) により、デバイ
ス全体の異常を特定して対応
Absolute Control Mobile App ( モバイルアプリ )
紛失や盗難が報告されたデバイスの重要なセキュリティ制御の状況を確認、Absolute Control モバイル
アプリを使って簡単に凍結
Cyber Catalyst 2020 に対応
Cyber Catalyst が指定するソリューションを採用している場合、参加保険会社との個別交渉によりサイ
バー保険の契約条件の強化が検討される可能性あり。(Cyber Catalyst に参加している保険会社は、主要
なパフォーマンス指標、効率性、柔軟性の基準において Absolute　Resilience を最高評価 )
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1 直接サポートされる製品 : エンドポイント管理アプリケーション (Microsoft SCCM、VMware Workspace ONE、Tanium、Citrix Workspace、Ivanti Endpoint 
   Manager)、VPN (NetMotion by Absolute、Cisco AnyConnect、F5 BIG-IP Edge Client、Pulse Secure、Palo Alto GlobalProtect、Netskope)、エンドポイント保護
   (Dell Advanced Threat Prevention、VMware Carbon Black Cloud、ESET Endpoint Antivirus、CrowdStrike Falcon、McAfee ePO、Ziften Zenith)、データプ保護
   (Microsoft BitLocker、Dell Encryption Enterprise、Dell Data Guardian、WinMagic SecureDoc Encryption) その他、ご希望のアプリケーションについて、
   Professional Services によるサポートが可能です。ご要望に応じてお見積りいたします。詳細はこちらをご参照ください。
2 特定の Lenovo デバイス でのみ有効です。
3 利用規定が適用されます。詳細はこちらをご参照ください。
4 Windows または Chromebook デバイスの Chrome ブラウザでのみ有効です。
5 Absolute Insights for Endpoints はアドオンモジュールとして提供され、既存の Absolute Visibility、Control、または Resilience のサブスクリプションが必要です。

Visibility      Contol     Resilience

スタンダード プロフェッショナル  　プレミアム


	Features Matrix-Page01
	Features Matrix-Page02

