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G2 とは
G2 は 、 世界有数のビジネスソフトウェア評価プラットフォームです。2022 年夏版 Grid® Report for Endpoint Management 

は 、 組織や教育機関のお客様がエンドポイント管理の適切なパートナーを選べるよう、Absolute Software 社との協力のもと、

この要約版で紹介されています 。

G2 によるエンドポイントマネジメントソフトウェアの定義
エンドポイント管理ソフトウェア製品は、ユーザーがシステム内のデバイスを追跡し、ソフトウェアの安全性と最新性を確保する

ことを支援します。

エンドポイント管理製品の代表的な機能は以下の通りです。

• アセット管理

• パッチ管理

• コンプライアンス評価

組織はこれらのツールを使って、 承認されていないデバイスがシステムに接続されていないことを確認します 。 また、 各エンド

ポイントデバイスに最新のソフトウェアと適切なパッチが適用されていることを確認して、 侵入を防ぎます 。

これらのツールは、 脆弱性管理や MDM モバイルデバイス管理 製品と多くの機能が重複していますが、エンドポイント・マネジ

メント・ソリューションは、 デバイスガバナンスやデバイスコンプライアンスなど、脆弱性管理ツールよりも広い範囲の機能を備

えています。エンドポイントマネジメントソフトウェアは、あらゆる種類のエンドポイントのセキュリティを確保するのに役立ち

ますが、 MDM ツールは通常、 リモートワーカーとモバイルデバイスの管理のみを行います。

エンドポイント・マネジメント・カテゴリーに含まれる製品は 、 以下の条件を満たす必要があります。

• ネットワークに接続されたエンドポイント資産を管理

• パッチアップデートの管理、デバイスのコンプライアンス確保

• ネットワークに接続された新しいデバイスや疑わしいデバイスの検出

• エンドポイントデバイスに新しいオペレーティングシステムやアプリケーションをインストール可能
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Endpoint Management Grid®

Endpoint anagement Grid® に表示されている製品は 、 2022 年 5 月 31 日までに収集されたデータで 10 件以上のレビュー 評

価を受けています。 製品は、 顧客満足度ユーザーレビューと市場での存在感、市場シェア、 ベンダー規模、 社会的インパクトに基

づいてランク付けされ、 Grid® の 4 つのカテゴリーに分類されます 。

                                            コンテンダー

コンテンダーの製品は、顧客満足度が相対的に

               低く、市場での存在感がカテゴリー

                                 最下位と比較して高い

                                              ニッチ

  ニッチの製品は、顧客満足度が相対的に

              低く、市場での存在感も他社に

                                        比べて低い

リーダー

リーダークワドラントの製品は、

G2 ユーザーから高い評価を得ており、

市場での存在感も高い

ハイパフォーマー

ハイパフォーマーの製品は、

顧客満足度が高く、

市場での存在感が他社に比べて低い

リーダー

ハイパフォーマー

コンテンダー

ニッチ

満足度

市
場
認
知
度



G2 2022 Summier Report: Endpoint Management Software 4

Absolute、エンドポイントマネジメントソフトウェアのリーダーとして選出

       Absolute、
      またしても 
G2 リーダーに選出

    Absolute の
カスタマサービス
        満足度

   96% のユーザーが
        Absolute を
5 点満点中 4 点に評価

Absolute を推奨する
    ユーザーの比率

Absolute、2022 年の 
      Best Security 
     Product List に
        ランクイン

満足度 主なユーザーの業種

高く評価された機能

          組織名
Absolute Software

      本社所在地
カナダ バンクーバー

 設立年
1993 年

       収益
105 百万ドル

従業員数
 714 名

               Website
netmotionsoftware.com/jp/

92% 91%

サポートの品質

使いやすさ

要件への適合

管理のしやすさ

ビジネスのしやすさ

設定の容易さ

92%

86%

92%

87%

94%

88%

Avg 90%

Avg 89%

Avg 91%

Avg 89%

Avg 92%

Avg 87%

26%

25%

25%

10%

10%

病院 & ヘルスケア

金融

IT & サービス

教育管理

初等・中等教育

* カテゴリー平均

アセット管理

コンプライアンス

システムの分離

93%

91%

90%

Avg 88%*

Avg 90%*

Avg 89%*
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Absolute ユーザーからのフィードバック

使用と展開
Absolute を導入して、実際に具体的な効果を実感するのは簡単でしょうか︖ Absolute のお客様は、コンセプトの実証から本番

運用まで、迅速かつ容易に行うことができます。Absolute は、多くのデバイスのファームウェアに組み込まれています。自己修

復機能を備えているので、一度有効にすると、削除したり無効にしたりすることはできません。

Greg S

大規模組織 ( 従業員 1,001 人以上 )

“
セキュリティと管理に不可欠

Absolute では、ノート PC やデスクトップ PC をリモート

で管理し、必要不可欠な使用状況やセキュリティ統計情報を

提供できるほか、ジオロケーションと IP レポートにより、

資産の所在を把握することができます。

Mike K.

IT サポート & 開発エンジニア

中規模組織 ( 従業員 51 ～ 1,000 人 )

“
いい意味で予想と違いました

OS を再セットアップしても、ハードウェアを追跡できると

いうのは、私の心を揺さぶりました。このツールには多くの

魅力があります。どんなソフトウェアでも、自分だけのアラー

トを作ることができます。GPS トラッキングも設定できます。

これはセキュリティと、インストールされているもの、され

ていないものの追跡のための素晴らしいツールです。

John M.

中規模組織 ( 従業員 51 ～ 1,000 人 )

“
エレガントで高信頼

使いやすさは他に類を見ないほどです。非常に価値のあるツールで、当社では毎日使っています

Clayton S.

大規模組織 ( 従業員 1,001 人以上 )

“
アセットの管理が容易に実現

一番気に入っているのは、セキュリティ機能です。万が一、

紛失や盗難にあった場合でも、データ消去やフリーズコマン

ドを使用することができるので、より安心です。アブソリュー

ト社のサポートとフォローアップも素晴らしいです。リモー

トでの資産管理をお考えなら、この製品を検討されることを

お勧めします。セキュリティとスクリプトの機能により、常

に完全な制御が可能です。

会計企業アドミニストレータ

大規模組織 ( 従業員 1,001 人以上 )

“
Absolute があれば従業員は安心して自宅で働けます

自己回復機能により、エンドポイントやソフトウェアは常に

ヘルシーで最新の状態に保たれます。レポート機能により、

ステータスの更新が行われ、プランニングに役立てることが

できます。

教育管理機関アドミニストレータ

大規模組織 ( 従業員 1,001 人以上 )

驚くべき技術の結晶

Absolute エージェントの持続性。たとえ盗難にあった後でも再インストールすることができます。レポートにはアセットに関す

るあらゆる情報が網羅されています。ジオロケーションを利用することで、すべての資産がどこにあるかを把握できます。このよ

うなリソースを持ったすばらしい管理機能を使うことができるのは本当に楽しいです。
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アセット管理
資産 ( ノートパソコン、デスクトップ、タブレット ) はどのように管理、追跡、更新されるのでしょうか︖アブソリュートは、単

一の集中型コンソールから資産管理、インベントリ、および更新をシンプルにし、一元化します。

健康、ウェルネス、フィットネスにおけ

るエグゼクティブ・スポンサー

中規模組織 ( 従業員 51 ～ 1,000 人 )

“
デバイスのトラッキングとリモートスクリプトの実行に

最適な製品

デバイストラッキングは、エンドユーザーにとって無敵の透

明性を提供します。エージェントのインストールは簡単です。

一度インストールすれば、デバイスのハードウェアとソフト

ウェアの情報、ジオロケーション、スクリプトの実行、フリー

ズなど、すべての情報を入手することができます。

建設企業アドミニストレータ

中規模組織 ( 従業員 51 ～ 1,000 人 )

“
すばらしい製品

このツールのおかげで、盗難にあった機器の 99％を回収す

ることができました。このツールを使い始めてから 6 年が経

ちますが、Absolute の機能は追加され、システムを監視す

るための追加ソフトウェアを入手する必要性がなくなりまし

た。
管理コンサルタント企業 アドミニストレータ

大規模組織 ( 従業員 5,001 ～ 10,000 人 )

“
まさに必要としていたもの

アブソリュートを検討しているなら、迷うことはありま

せん !Absolute は、これまで使用したデバイスマネジメ

ントソリューションの中で最も優れたもののひとつです。

Absolute は、意図したとおりの機能を備えていて、当社の

全デバイスの管理に役立っています。私たちの組織では、す

べてのデバイスに最新のパッチを適用し、McAfee を実行す

ることが求められています。Absolute のおかげで、ネット

ワーク外のデバイスを管理できるようになりました。

JarleneM.

大規模組織 ( 従業員 1,001 人以上 )

“
とても有益なアプリケーションです

マシンを取り出せなくなった時にロックできる機能が気

に入っています。また、コンピュータの最終ログイン位

置を特定するための GPS 情報は素晴らしいです。そし

て、リモートで実行するスクリプトも完璧に動作します。

輸出入企業アドミニストレータ

大規模組織 ( 従業員 1,001 人以上 )

“
Absolute で、アセット管理の制御が実現

リモートフリーズ機能と完全なインベントリーレポート

が気に入っています。Absolute は、これまで使用した

中で最高の製品です。ぜひ一度試してみてください。きっ

とその機能性に感激するはずです。
マーケティング＆広告企業

アドミニストレータ

中規模組織 ( 従業員 51 ～ 1,000 人 )

“
プライベートなヘルスケアにおける管理資産

ヘルスケア IT にとって、モバイルワーカーを含むコン

ピュータ資産の管理は最も困難な責務のひとつです。多

くの場合、民間医療機関は、この責任に関連するセキュ

リティ要件やコストについて、必要に迫られるまで理

解していません。Absolute は、コンプライアンスに

必要なレベルの管理およびセキュリティを提供します。

Absolute の導入は簡単で、導入や管理に幅広い専門知

識は必要ありません。また、Absolute のおかげで危機

を回避できたケースも何度かあり、非常に貴重な存在と

なっています。数州をカバーする医療グループの CIO 

として、Absolute は当社の IT 業務にとって非常に貴

重な存在です。完全なセキュリティ・ソリューションを

必要とする大企業にも、中小企業にも、アブソリュート

を強くお勧めします。
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コンプライアンス
Absolute は、HIPAA、FERPA、GDPR、NIST、およびその他のフレームワークや規制への準拠をどのように支援するでしょうか︖

Absolute は、デバイスに保存された機密データの自動監視と修正により、組織が常に監査に対応できるようにし、コンプライア

ンスとデータのサニタイズの証明を提供します。

“
ベストインクラス

クライアントの中には HIPAA に準拠しているところもあ

り、クライアントのネットワークに接続するすべての資産が

100％保護されていることを示すことができるのは、私たち

にとって大きなプラスです。このようなクライアントに多く

対応できるようになりました。私たちは小さな会社ですが、

この分野では大企業に引けを取りません。

Larry B.

中規模組織 ( 従業員 51 ～ 1,000 人 )

“
強力なパフォーマンス、エクセレントなインターフェイス

データ整理のアプローチが合理化されました。学区内のポリ

シーとセキュリティのコンプライアンスの向上がさらに拡張

されます。

初等、中等教育機関 アドミニストレータ

大規模組織 ( 従業員 1,001 人以上 )

“
コンプライアンスの達成に不可欠な要素

Absolute は、すべてのコンプライアンス要件を満たし

てくれるワンストップショップです。ダッシュボード

は操作が簡単で、現在の環境に関する優れたスナップ

ショットを提供してくれます。

保険企業アドミニストレータ

中規模組織 ( 従業員 51 ～ 1,000 人 )

“
セキュリティチームの安心感

紛失したコンピュータに何が入っていたか、いつ紛失したか、どこで紛失したかを、どんな管理者にも伝えることができます。

暗号化されていることも、最後に使ったのが誰かもわかる。HIPAA を遵守するためには、このような情報量と管理体制が不可欠

なのです。

J LongwellIT セキュリティエンジニア

大規模組織 ( 従業員 1,001 ～ 5,000 人 )
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EMAIL:
Sales-Japan@absolute.com

PHONE:
03-6427-1976

CONTACT:
netmotionsoftware.com/ja/contact-us-2

WEBSITE:
netmotionsoftware.com/ja

リモートエンドポイントを
管理する

13,000 社を超える組織が、デバイス、デー

タ、アプリケーションの管理とセキュリティに

Absolute を採用している理由は︖ぜひお試し

ください。

常に正確なエンドポイントテレメトリ―、常時オンのエンドポイントコントロール
Absolute の Endpoint Resilience® は、ユーザーの介在なしに、デバイスとセキュリティ制御の安全な運用状態が維持されます。

Absolute は、Dell、Lenovo、HP を含む大手システムメーカー 28 社の 5 億台以上のデバイスのファームウェアに組み込まれていて、

データ、デバイス、アプリケーションなどエンドポイント環境全体を継続的に可視化し制御することができるユニークなソリュー

ションです。

すべてのエンドポイントからの継続的なインテリジェンスのストリームには、きめ細かいジオロケーションデータ、機密データの

発見、セキュリティコントロールの健全性、ハードウェアパフォーマンス、ソフトウェアインベントリ、その他何百ものデータポ

イントが含まれています。そのため、IT チームやセキュリティチームは、セキュリティ体制を監視し、インシデントを自動的に

是正することができます。

お問い合わせ

https://www.netmotionsoftware.com/ja/contact-us-2
https://www.netmotionsoftware.com/ja/contact-us-2
https://www.netmotionsoftware.com/ja

