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Absolute Persistence:
パーシステンスとは
ファームウエアに組み込まれた Absolute のコア技術
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たとえば、犯罪者に PC を盗まれたとしても、
IT 部門がその PC 上の組織データをすべて
遠隔操作で削除できると、セキュリティ担当
者が把握していること。あるいは、CTO が、 
毎年 3 カ月、12 人で行っていた実地棚卸を、
わずか数分でできるレポートに置き換えること
ができることに気づくこと。そんなことがビジ
ネスではとても大事だったりします。

世界中で 5 億台以上のデバイスが、当社の特許技術
であるパーシステンス (Persistence) 技術を搭載し
ています。パーシステンスは Absolute の要であり、
セキュリティチームや IT チームに安心をもたらす、
ユニークな組み込み技術です。

リモートワークに対応するクラウドベースの
ソリューション

現代の従業員は、デスクの前に縛りつけられてはい
ません。移動中に作業したり、外出先や自宅、複数
のオフィスにまたがって働いたり、組織リソースに
接続するために様々な要素を利用しています。その
結果、組織内の平均 51% のデバイスが常に見えな
い状態になっています 1。

パーシステンス ( 持続性 ) は、ネットワーク、ユー
ザー、デバイスに加えられた変更に関係なく、組織
と個人がすべてのデバイスにアクセスし、接続する
能力を提供します。そのため、管理者は、デバイス
がどこにあり、どのような状態であるかを常に把握
することができます。

パーシステンスが実現するのは可視化だけではあり
ません。それをご理解いただくために、パーシステ
ンスがどのように機能するかを説明します。

ハードウェアとソフトウェアを統合

Step 1 – ハードウェア

Absolute は、世界大手のコンピュータメーカー 28
社とパートナーシップを結んでいます。各社のデバ
イスのファームウェアには出荷前に直接パーシス
テンス・モジュールが組み込まれています。5 億台 
以上のノート PC、デスクトップ PC、タブレット、
スマートフォンにパーシステンスが組み込まれてお
り、使い始めるために必要なのは、機能を有効化す
ることだけです。

ライセンスを受けた Absolute エージェントを初め
てインストールすると、アクティブ化されたデバイ
スとクラウドベースの Absolute コンソールの間に
双方向のデジタル・テザーが作成されます。ハード
ウェアとソフトウェアに関連する何百ものデータ・
ポイントが、リアルタイムで管理者に送信されます。
これは双方向の通信になります。同じ接続で、大規
模なクエリや修復、機密データのリモートワイプや
削除、危険にさらされたデバイスのロックダウンな
ど、さまざまなリモートコマンドが実行できます。

Step 3 – パーシステンス

パーシステンス・モジュールは、ソフトウェアエー
ジェントの状態を常に監視し、過失あるいは悪意を
持って無効化または削除された場合には、自動的に
再インストールを実行します。たとえ、ファームウェ
アのフラッシュ、デバイスの再イメージ、ハードディ
スクの交換、タブレットやスマートフォンの工場設
定へのワイプクリーンであっても、パーシステンス・
モジュールが削除を検出すると、常にエージェント
の再インストールが実行されます。

Step 2 – ソフトウェア
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データと制御の連続した流れを停止する唯一の方法
は、Absolute コンソールから正式に停止を実行す
ることです。

サイバーセキュリティは複雑さと費用が上昇

・�侵害の 70% 以上がエンドポイントから発生して
いる - IDC、2016 年

・�2021 年のインターネット犯罪による被害総額は
年間 69 億ドル ( 約 8,300 億円 ) を超えた - FBI 
年次インターネット犯罪報告書 2021

・�63% の企業がネットワーク外のエンドポイントを
監視できない - Ponemon Institute 2017

・�脆弱なエンドポイントの 55% に機密データが含
まれている - Ponemon Institute 2017

・�組織のデバイスの 51% に常時可視性がない - 
Ponemon Institute 2017

・�平均的なデバイスに 13 種類のセキュリティエー
ジェントがインストールされている - Absolute 
Endpoint Security Report, 2021

・�2018 年に上位 20 のクライアントアプリケーショ
ンで 5,000 以上の共通脆弱性識別子 (CVE) が検
知された - MITRE.ORG

・�50% 以上の攻撃がアプリケーション層をターゲッ
トにしている - Verizon Data Breach Report

・�エンドポイントの 42％が任意の時点で暗号化
に失敗している - Absolute Endpoint Security 
Trends Report, 2019

データとコンプライアンスのリスクを軽減

コンプライアンス順守の必要性はいままで以上に高
まっています。ランサムウェア攻撃は今後ますます
増加し、被害額は 2021 年には約 200 億ドル ( 約 
2 兆 1,000 億円 ) に達し、2031 年には 2,650 億
ドル (28 兆円 ) を超えるとみられています 2。混乱
とコンプライアンスの罰金のコストを加味すると、 
企業、医療機関、教育機関、政府機関のすべてが、
デバイスフリートの可視性を向上させ、セキュリ
ティ管理を維持する必要がある理由は明らかでしょ
う。

16,000 を超える組織が Absolute を信頼して、こ
うしたリスクの軽減に取り組んでいます。デバイス
の設置場所の変更、ハードウェアの交換、未知のユー
ザーによるデバイスへのアクセス、アンチウイルス、
暗号化、VPN などのセキュリティの重要な機能の不
可避的な障害など、あらゆる状況において、パーシ
ステンスは脅威のベクトルを特定してシームレスに
排除し、潜在的な災害からデバイスを保護できるよ
う支援します。

パーシステンスは、デバイスが紛失したり、盗まれ
たりした場合にも機能します。過去に多くの窃盗
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犯、悪意を持った社員、企業犯罪者が、パーシステ
ンスによる接続を切ろうと試みましたが、徒労に終
わりました。その代わりに、彼らの行動は監視され、
記録され、法廷で不利な証拠として使われること
になりました。私たちは、世界中の 5,000 人近い
警察官にフォレンジックな証拠を提供し、28,000
台以上の盗まれたデバイスを回収しています。

ガバナンス、リスク管理、コンプライアンスの観点
から、パーシステンスはエンドポイントに関連する
ほとんどのリスクシナリオを軽減することができま
す。データが間違いなく世界で最も貴重なリソース
である現代において、非常に重要なことです。パー
システンスは、それなしでは大惨事になるようなイ
ンシデントに直面しても、コンプライアンスを維持
し、通常の業務を再開できるよう支援します。

IT 資産の管理を保証

ノート PC、タブレット、PCS、電話など、一般的
な組織で使用されるデバイスはすべて複雑であり、
当社の調査によると、平均的なデバイスには同時に
13 種類のセキュリティエージェントがインストー
ルされています。基本的な IT とセキュリティの
要件を満たすだけでも十分困難なことです。しかし、
これらのデバイス、アプリケーション、データを
すべて接続し、保護することは困難です。時には、
それが不可能に思えることもあるでしょう。

しかし、エンドポイントを保護・管理し、組織を守り、
ビジネスデータを保護し、シームレスなワークフ
ローと最新のデバイスでエンドユーザーの生産性を
サポートする必要性がなくなることはありません。

パーシステンスは、複数のフォームファクタと OS 
にまたがって拡張され、IT チームやセキュリティ
チームに必要な一貫した接続を提供します。

Persistence と 当 社 製 品 の 詳 細 に つ い て は、
netmotionsoftware.com/ja/solutions/absolute-
persistence をご覧ください。

レファレンス

1  The Cost of Insecure Endpoints, Ponemon 
Institute 2017

2 Cybersecurity Ventures 2021

唯一変わらないのは、組織が保護されるように
エンドポイントを保護・管理する必要性です。

ぜひお問い合わせください。

Absolute がいかにあなたの組織の IT とセキュ
リティに貢献できるか、ぜひ説明させてください。

お問い合わせ

https://www.netmotionsoftware.com/ja/solutions/absolute-persistence
https://www.netmotionsoftware.com/ja/contact-us-2
https://www.netmotionsoftware.com/ja/contact-us-2
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このホワイトペーパーに記載されている情報は、情報提供のみを目的としていま
す。本資料は一般的なものであり、特定の事項に関するアドバイスとして提供
されるものではなく、そのようなものとして依拠すべきではありません。この
ホワイトペーパーを利用することは、Absolute といかなる個人または団体との
間にも法的契約またはコンサルティング関係を成立させるものではありません。
Absolute は、最新かつ正確な情報を提供するためにあらゆる努力を払っています
が、いかなる種類の保証もいたしません。Absolute は、本ホワイトペーパーの内
容を事前の通知なく随時変更する権利を有します。Absolute は、このホワイトペー
パーを通じてアクセスできるいかなる第三者の資料についても、責任を負いませ
ん。このホワイトペーパーに含まれる資料の著作権は、別途著作権表示がない限り、
Absolute に帰属します。
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Corporation の登録商標です。その他の会社名、システム名、製品名、ロゴは一般に各社の登録商標または商標です。                                       ABT-Persistence-WP-032522.

Absolute Software は、業界初のレジリエント・ゼロトラスト・プラットフォームを通じて、お客様のリモー
トワーク体制を強力に支援し、最大のセキュリティと妥協のない生産性を確保するための支援を行っていま
す。5 億台以上のデバイスに組み込まれており、インテリジェントかつダイナミックに可視化、制御、自己
修復機能をエンドポイント、アプリケーション、ネットワークアクセスに適用し、分散型ワークフォースに
合わせたサイバー耐性を確保するための恒久的なデジタル接続を提供します。Absolute のソリューション
は 16,000 社に採用されています。「G2 ベストソフトウェア賞 2022 年」のエンドポイントセキュリティ
部門のベストセキュリティ製品リストに選出されています。詳細は Absolute のサイトをご参照ください。
また、Twitter や Facebook でのフォローもお待ちしております。

EMAIL:
Sales-Japan@absolute.com

PHONE:
03-6427-1976

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

WEBSITE:
netmotionsoftware.com/ja

https://www.netmotionsoftware.com/ja/contact-us-2
https://www.netmotionsoftware.com/ja
https://www.netmotionsoftware.com/ja
https://twitter.com/netmotion_jp
https://www.facebook.com/absolutesoftwarejapan/

