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ポリシー制御
きめ細かい ZTNA ポリシー
30 種類以上のポリシー条件とアクションにより、従業員がネットワークやリソースにアクセスする方法をきめ細かく制御す
ることができます。デバイス単位、ネットワーク単位、アプリケーション単位で、社内システムやクラウドへのアクセスを
許可できます。

ダイナミックコントロール
ポリシーは常にエンドポイント端末上でバックグラウンドで動作しており、セキュリティ・コンテキストの変化を感知し、
デバイスやアプリケーションの動作を動的に制御することができます。低速なネットワーク上では業務に必須ではないアプ
リケーションを制限または優先度を下げることで、従業員がビジネスアプリケーションを優先できるようにし、コアビジネ
スアプリケーションが最優先で組織リソースに安全にアクセスできるようにします。

コンテキストに基づく権限付与
ネットワーク、デバイス、時間帯、ドメインの評判などに基づいてアクセスを監視・ブロックすることで、リソースへの過度
なアクセスを防止します。コンテキストを意識したセキュリティ対策により、ネットワークに依存しない、一貫したユーザー
エクスペリエンスを実現します。

エンドポイントでのポリシー制御
モバイルエッジにセキュリティポリシーを適用し、あらゆるプラットフォームおよびネットワークでデバイスを保護します。
ポリシーはモバイル端末上で実施されるため、チョークポイントやボトルネックを回避し、モバイルが不必要に社内ネット
ワークを経由することを防ぐことができます。

ホスト、ドメイン、または IP アドレスのグループにポリシーを適用
マイクロソフトや Amazon AWS などのクラウドサービスプロバイダーが提供する、サーバーのドメインや IP アドレスの
リストを名前付きグループに簡単にインポートし、ポリシー制御のアクセス許可パラメーターとして利用できます。これら
のサービスに対して、エンドポイント端末から宛先への直接ルーティングを確保することができます。

https://www.netmotionsoftware.com/ja
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生産性
信頼性の高いコネクション・レジリエンス
電波の届かない場所、電波強度の弱い場所、デバイスの一時停止中でもアプリケーション
セッションを持続させ、モバイルワーカーの作業を継続させることができます。携帯
電話、Wi-Fi、有線ネットワーク間の透過的な移行により、ユーザーは常に最適な
接続を見つけることができ、業務に支障をきたすことはありません。

自動ログイン
1 回のログインで、1 日中シームレスなアクセスが可能です。様々なネットワークを
自由に行き来して使用したり、通信可能エリアを越えて一時的に圏外に移動しても、
端末をスタンバイ・レジュームしても、セッションを失ったりログイン認証を繰り返
すことなくリモートワークを継続できます。また、VPN を無効にすることなく、
Wi-Fi ホットスポットの認証画面にアクセス可能です。

不安定なネットワークでも高度なパフォーマンスを実現
ネットワークセキュリティの状態やパフォーマンスの特性を深く理解し、ネットワーク
を安定させることで、接続が悪い状態でもアプリケーションの動作を継続させること
ができます。劣悪なネットワークのパフォーマンスを改善することで、リアルタイム
アプリケーション (Skype、Teams など ) とのコミュニケーションを最適化し、
ビデオやオーディオを維持しながら、業務を遂行することができます。

モバイルワーカーの IT 環境を向上
診断レポートをスケジュール化して定期的に実行したり、接続性が失われた場合にの
みポリシーコントロールにより自動的に診断レポートを実行できます。デバイス、ネッ
トワーク、通信プラン、SLA( サービス品質保証 ) に関する意思決定を促進するため
に端末位置情報を使用した診断ログの分析が可能で、モバイルワーカーが最高の通信
範囲と最速のネットワーク技術に確実にアクセスできるように、状況の可視化ができ
ます。

生産性を損なうことなくセキュリティを実現
一般的にセキュリティ製品は生産性を低下させ、従業員にフラストレーションを感じ
させることが多い中で、Absolute Resilient Zero Trust Network Access はエンド
ユーザーエクスペリエンスを最適化し向上させます。Absolute Resilient Zero Trust 
Network Access は最高水準のユーザーエクスペリエンスを念頭に開発されており、
組織に必須のセキュリティ管理、および、リモートワークの生産性向上を支援します。
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Software Defined Perimeter
SDP (Software Defined Perimeter: ソフトウェア定義境界 )
きめ細かなポリシー設定やトラフィック管理などをモバイルエッジで実現する SDP により、ゼロトラスト・セキュリティ
の最新技術を提供します。ファイアウォールの内側と外側のすべてのトラフィックに関する高度なレポート機能により、
診断結果の収集、根本原因のトラブルシューティング、モバイルワーカーの運用状況の可視化を実現します。既存のインフラ
ストラクチャに SDP を導入する場合、既存のセキュリティ・アーキテクチャを再構築したり、オーバーホールしたりする
必要はありません。

アクセス許可をきめ細かく決定
ユーザー、デバイス、時間帯、場所、アクセス先のサービス、ネットワークの使用状況などに基づいてアクセスポリシーを
作成します。個人またはグループに対して、アプリケーションやサービスへのアクセスを制限、拒否、または許可するため
に適切な基準を設定できます。ホストやドメインのリストを簡単にインポートし、ポリシー条件として使用することで、
SaaS サービスプロバイダへのアクセスを管理できます。

モバイルトラフィックの制御
すべてのモバイルデータ・トラフィック ( データの送信元と送信先 ) を監視し、そのインサイト ( 洞察 ) を利用して管理者
がアクセス制御を適用したり、リモートワークのユーザーをサポートすることができます。Absolute Resilient Zero Trust 
Network Access プラットフォームは、モバイルデバイスに発着信するすべてのトラフィックを監視して、リモートワー
カーがアクセスするアプリケーション、リソース、ネットワークに関する情報を収集できます。

トンネル内外のインサイト ( 洞察 )
リモートワーカーの作業場所にかかわらず常時保護し、あらゆるネットワーク上でアクティビティを可視化できます。ユー
ザーが危険なコンテンツにアクセスしたり、安全でないネットワークに接続したり、機密情報にアクセスするのを防ぐため、
デバイスの周囲に SDP を作り、エンタープライズレベルのセキュリティを提供します。

チョークポイントを排除
モバイルエッジを制御するアーキテクチャーにより、管理者は送受信両方のトラフィックをデバイス上でインテリジェント
に監視することができます。モバイルデバイスのコンピューティングリソースを活用し、不正利用のブロック、トラフィック
のフィルタリング、許可されたクラウドやデータセンターのトラフィックを宛先に直接ルーティングするなどの制御をします。
クラウドトラフィックをデータセンターに迂回させる必要がないため、企業インフラのネットワーク負荷を軽減し、チョーク
ポイントを排除することができます。
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セキュリティ
NAC (Network Access Control)
サードパーティのセキュリティ製品が有効でアップデート済みであることを確認してから、接続を許可できます。さらに、
通信先の許可や制限をアプリケーション単位、ドメイン単位、通信先のリスクレベル判定などきめ細かく設定可能で、組織
のセキュリティポリシーやリスク許容度に合わせたカスタマイズが可能です。

アクティビティのリスクを判定
あらゆるネットワーク上の Web、クラウド、NOC へのエッジトラフィックを管理・監視し、世界中のアプリケーションレベル
のデータトラフィックを監査して、データ漏洩や危険な動作を検出します。85 種類以上の Web サイトカテゴリを使用して、
ユーザー、グループ、デバイスごとにリスク許容度を調整し、どの Web サイトがいつ、どのネットワークから許可される
かを決定できます。データセンターやクラウドベースの Web プロキシにトラフィックを送信せずにデバイス上で判定する
ため、モバイルデータのトラフィックを浪費しません。

リスクのある行為の検知と防衛
Wi-Fi セキュリティと VPN の使用状況を分析し、オープンなアクセスポイントや組織の資産を危険にさらすリスキーな
行動を発見します。従業員のデバイスからアクセスされた悪意のあるアプリケーション、ドメイン、SMS フィッシング攻撃、 
高リスクな IP アドレスを発見し、Absolute Resilient Zero Trust Network Access のポリシー設定によってそのデバイス
とユーザーを隔離または修復することもできます。

アクセス保護と予防
リソースへのデフォルトアクセスを禁止することで攻撃対象になり得る領域を最小化して、セキュリティを向上させること
ができます。デフォルトですべてのトラフィックをブロックするポリシーを適用して、その上で、許可したいアプリケーショ
ンまたは宛先サーバーのみをホワイトリスト化することが可能です。すべての宛先へのトラフィックにポリシー許可を必要
とすることで、悪意のある攻撃の社内拡散を防止できます。

フィッシングやスミッシング攻撃の自動ブロック
インターネット上でセキュリティリスクが高いとされる既知のサーバーやサイトへのアクセスを禁止することで、フィッシ
ングやスミッシング攻撃を自動的にブロックすることができます。ユーザーが誤って悪意のあるリンクをクリックした場合
でも、危険サイトへの接続試行を自動的に遮断します。

ファイアウォールの内側と外側を完全にコントロール
使用するネットワークに関係なく、リモートワーカーのデバイスを制御し可視化します。Absolute Resilient Zero Trust 
Network Access クライアントが論理的な SDP を構成し、分散型のクライアントファイアウォールのように機能すること
で、攻撃者による不正なトラフィックの拡散を未然に防ぎます。企業が管理していないネットワークも含めた可視性と管理
性を実現します。
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可視化
カスタマイズ可能なアラート
診断テスト結果、接続状況、端末位置情報、ネットワーク、その他の閾値に基づいてカス
タマイズされたアラートをメールで配信できます。すべてのデータは Absolute Insights 
for Network からアクセス可能です。収集したログは Splunk、IBM QRadar などの分
析ツール、ビジネスインテリジェンス、SIEM ツールにエクスポートも可能です。

詳細レポート
ユーザー、デバイス、ネットワーク、アプリケーションのアクティビティとパフォーマ
ンスに関する詳細なデータ、および、イベント発生時の端末位置情報 ( 利用可能な場合 ) 
を自動的に収集・分析して、レポートダッシュボード上でモバイルワーカーのネットワー
ク活動を全体把握することが可能です。豊富なアクティビティデータとアクセスログに
より、効果的なセキュリティ監査ときめ細かな境界分析にも対応可能です。ログ出力
フォーマットは標準で Syslog、Splunk、Absolute Insights for Network に対応してい
ます。

ダッシュボードの強化
レイヤ 1 ( 物理レイヤ ) のネットワーク接続からアプリケーションやフロー分析に至る
まで、モバイル境界全体の状態や利用履歴を表示できるダッシュボードを標準装備して
います。

主なダッシュボード︓
  ・  デバイスアクティビティマップ
  ・  携帯電話サービスエリアマップ
  ・  バッテリーの状態
  ・  接続状況、接続利敵
  ・  Wi-Fi カバレッジマップ
  ・  ユーザーとデバイスのフィルタリング
  ・  デバイス位置情報と健全性
  ・  VPN トンネルの使用状況
  ・  隔離されたユーザーとデバイス
  ・  ZTNA ポリシーの適用状況
  ・  5G レポーティング
  ・  その他、多数

リアルタイム監視
アプリケーションやネットワークの使用状況、圧縮率、ネットワークエラー、デバイス
の検疫状況などをリアルタイムに表示し、システムステータスをレポートします。デバ
イス、ユーザー、アプリケーション、ドメイン、宛先ごとに、最も利用されているデバ
イスを特定するためのタイムラインやトレンドを確認できます。

ユーザーエクスペリエンスの分析 
デバイス信号品質、携帯電話キャリア、無線タイプ、ネットワーク技術タイプ、接続ステー
タス、端末の利用場所などを分析するデバイスアクティビティマップが強化され、ユー
ザーの接続エクスペリエンスに関する詳細な分析を提供します。接続障害の原因や、
最も多くの問題を経験しているユーザーを把握することもできます。 

Wi-Fi 接続マップ 
Wi-Fi 使用量を地図上にプロットし、カバーエリア内の Wi-Fi ネットワークの詳細を表
示します。Wi-Fi ネットワークの適切な利用を推進してモバイルデータプランの使用量
を削減したり、非暗号のパブリック Wi-Fi ネットワークを使用するセキュリティリスク
を特定できます。



6

コストの管理
データ利用状況の把握
従業員が社内システムへのアクセスに使用するすべてのモバイルデバイスについて、携帯電話、Wi-Fi、イーサネットなどの
公共およびプライベートネットワークの使用状況を追跡し、ユーザー、デバイス、アプリケーション、宛先ドメイン、送信
先 IP アドレスに基づいて利用パターンを特定します。

不要なデータバックホールの排除
高いスケーラビリティを実現するためにモバイルエッジでの分散型エンフォースメントが採用されており、企業ネットワーク
バックボーンの負荷を軽減します。データ使用量を制限するスマートなポリシー制御により、データプランの使用量を削減
します。使用するネットワークの名称やタイプ、インターフェース速度に応じて、アプリケーションのトラフィック優先順位
を動的に調整することも可能です。

コスト削減とセキュリティ確保を同時に実現
Absolute の ZTNA は既存のインフラに容易に導入でき、コストのかかるインフラのオーバーホールをすることなしに必
要なセキュリティレベルを確保できるため、大規模なハードウェアのアップグレードや、高価なアーキテクチャーを再構築
する必要がありません。既存のインフラストラクチャへの親和性が高いので、段階的な展開や移行が可能です。数カ月単
位ではなく、数時間という短期間で SDP 環境を構築することができます。

ネットワークを最大限に活用
帯域幅テストが改良され、高速の 5G や 802.11ax ネットワークなどのスループットをより迅速かつ正確に測定します。ネッ
トワークパフォーマンスを分析することで、デバイス、ネットワーク、カバレッジ、サービスレベルについて、より多くの
情報に基づいてデータプラン購入の意思決定を行うことができ、料金に見合う成果を得られたかどうかを確認することがで
きます。

SIM カードの可視化
未使用の SIM カードを特定することで、モバイルデータにかかるコストを最適化できます。他のモバイルワーカーに再配
備可能な SIM カードを特定したり、共有型のモバイルデータプランを有効に活用するために使用率の低いデバイスの特定
ができます。また、未使用の SIM カードの中から、プランの変更・解約の候補となりそうなものを特定します。
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診断とトラブルシューティング
根本原因分析
デバイス、ネットワーク、宛先サーバー、宛先リソースを自動的に調査し、接続トラ
ブルの根本的な原因を解明することができます。ポリシーに基づいて自動的に起動
する診断テストによって、ほぼリアルタイムで潜在的なネットワーク問題を発見し、
管理者が推定原因を迅速に把握することができます。この機能により、モバイルワー
カーの接続性を容易に診断できます。

ロケーション インテリジェンス
紛失や盗難にあったデバイスの端末位置情報の履歴や、デバイスの最終利用場所を
ピンポイントで特定することができます。企業内のデバイス、ユーザー、利用したネッ
トワークアダプターの履歴を追跡し、デバイスやユーザーをドリルダウンする機能に
より、概要を素早く把握できます。

迅速なトラブルシューティング
ピンポイントで素早く問題を特定し、ダウンタイムを最小化します。デバイスの誤設定
による接続障害を特定します。故障のパターンを発見し、特定のデバイスにドリル
ダウンすることで、トラブルシューティングを迅速化し、問題を未然に防止します。
モバイルサポートチケットを迅速に解決して、サポートコストを削減し、平均解決
時間を短縮します。

帯域テストと接続診断の自動起動
ポリシーエンジンを使用して、帯域幅テストと接続性診断を自動的に開始できます。
デバイスがサーバーに到達できない、または再接続できないときに、アプリケーショ
ンとネットワークのパーシステンス機能が動作するのと同時に自動的に診断を実行し
ます。GPS モジュールの障害を検出したり、社内システムへのアクセスの損失を検出
したり、利用可能な帯域幅を自動でテストしたり、直面している問題を迅速に診断し
て、モバイルワーカーが生産性を維持することを支援します。

接続エラーを特定
接続テストに失敗したデバイスおよび位置情報を特定し、トラブルの推定原因を自動
で分析します。デバイスからモバイルネットワークを経由して社内システムやクラウ
ドのアプリケーションサーバーまでの接続経路をトラブルシュートします。モバイル
デバイスが使用している LTE、Wi-Fi、イーサネットのスループットとレイテンシー
を自動計測し、Wi-Fi や LTE ネットワークのパフォーマンスと安定性のトラブルを
ピンポイントで特定します。

ZTNA ポリシーの適用効果を可視化
ZTNA (Zero Trust Network Access) ポリシー適用の効果 ( ポリシーでブロックされ
たホスト / ウェブサイト、アドレス / ポート、ウェブレピュテーションなどの詳細 ) を
追跡できるダッシュボードを標準で提供します。
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管理機能
業界標準の暗号化
FIPS 140-2 と NSA Suite B 準拠の暗号テクノロジーに対応済み。Common Criteria EAL 4+ 認証、SOC2 認証を取得済み。
コンプライアンスを証明するための高度な暗号テクノロジーの使用を強制するポリシー機能によって CJIS、HIPPA I HITECH、
NERC-CIP、PCI への準拠を容易に証明できます。

IPv6 
IPv6 アプリケーション、サーバー、インフラをフルサポート ( シングルスタック、デュアルスタック )。米国のモバイル
機器の 80% は IPv6 対応ネットワークを利用しており、世界のネットワークの 25% 以上が IPv6 に対応しています。

Active Directory のサポート 
Active Directory のユーザーグループやグループメンバーの変更に基づき、構成設定やポリシーを更新することができます。

管理コンソールのアクセス制御
Active Directory のユーザーおよびグループメンバーシップに基づくロールベースのアクセスコントロールを使用して、
クライアントおよびサーバーの構成設定、ポリシー管理、NAC ルールなどへのアクセスを制御できます。

クライアント管理、ヘルプデスクなどの一般的なシナリオに対応したロールテンプレートが用意されています。さらに、
コンソール・ユーザーが行ったすべての設定変更履歴について、監査ログを記録します。

認証とログイン
ユーザー、デバイス、グループごとに認証方法を設定することが可能です。管理者は、セキュリティ要件、ワークフロー、フォー
ムファクターに最も適した方法を使用することができ、指定された認証方法をユーザーに透過的に提示することができます。

NTLM、RADIUS (PEAP、EAP-GTC、EAP-NTLM)、Active Directory、PKI x.509 v3 証明書、RSA、その他の業界標準の 
2 要素ソリューションに対応します。SAML による最新の連携認証にも対応しており、既存の ID プロバイダのソリューショ
ン (Microsoft Azure AD、Active Directory Federation Services、Okta、Cisco Duo など ) と連携して、ユーザーやシス
テム管理者に多要素認証ベースのアクセス制御を提供することが可能です。

データ収集とプライバシーの管理
セキュリティイベント、ビジネスニーズ、企業のプライバシーポリシーに基づき、特定のデータセットの収集を有効化およ
び無効化できます。

サードパーティソフトとの連携
主要なコンソールメトリクスにリアルタイムでアクセスするための API を提供します。また、Absolute Resilient Zero 
Trust Network Access サーバーから Absolute Resilient Zero Trust Network Access ダッシュボードや他のネットワー
ク管理アプリケーション (Splunk など ) にリアルタイムの端末使用状況データを転送するパブリッシャー機能を装備。

アプリケーションのサポート
Absolute は、IP ネットワークで動作するあらゆるアプリケーションに対応しています。さらに、FirstNet、AT&T ADTM、
Verizon Business Services などの 3GPP QoS 標準をサポートするキャリアネットワークにおいては、アプリケーションを
変更することなく、これらの高度な帯域優先制御でアプリケーションの優先度を確保できます。

セキュリティの強化
ログイン時のプロンプトに、組織のセキュリティポリシーに関する注意事項を表示するカスタマイズが可能です。また、セキュ
リティ機能や VPN を回避できないように、カスタムポリシーで様々なレベルのユーザーコントロールやデバイスのロック
ダウンが可能です。

Android デバイスは、Android for Work と Samsung KNOX にネイティブに統合されており、管理者は MOM システムを
使用してセキュリティとモバイルポリシーを実施することができます。

Apple iOS の DEP が適用されたデバイスの監視モードでは、ユーザーが故意にまたは誤って VPN を無効化した場合に、ア
プリがネットワークにアクセスできなくなるように自動で遮断するとともに、動的なポリシー制御によってアプリケーショ
ンへのアクセスを完全に管理することができます。
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サポートするプラットフォームとシステム要件 
クライアント
Windows 11、10、8 を実行する Windows Enterprise および Professional を搭載したタブレットやノートパソコンを
サポート。ARM プロセッサ搭載の Windows および macOS をサポート。スマートデバイスは iPad (iOS 12.1、iPadOS 
13.1 以降 ) および iPhone  (iOS 12.1 以降 )、mac OS (10.14、10.15、11.0 以降 )、Android (7.0 以降 ) をサポート。
Android for Work および Samsung KNOX に対応。Windows 向けの自己復活型 (レジリエント) クライアントも利用可能。
ユーザーインターフェースは、日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語。※対応 OS は 2022 年 4 月現在。

スケーラビリティ
サーバーあたり最大 8,192 デバイスの同時利用をサポート。マルチサーバー構成でトータル 60,000 デバイスの同時利用を
サポート。高可用性、水平方向のスケールアウト、ダウンタイムなしのアップグレードを可能にした超高耐久性アーキテク
チャー採用のマルチサーバー構成が可能。

サーバースペック ( オンプレミス構築の場合 )
Windows Server 2019 または 2016 の Standard および Data Center エディションをサポート。
※ Windows Server Essentials エディションはサポート対象外
サーバー構成および推奨スペックは端末台数によって変化します。各サーバーには、6 コア以上のプロセッサ、RAM 16GB、
ディスクスペース 80GB 以上が必要です。サーバー OS は英語および日本語版をサポートしています。

© 2022 Absolute Software Corporation. All rights reserved. ABSOLUTE、ABSOLUTE ロゴ、NETMOTION  は、Absolute Software Corporation の米国その他の国における登録商標です。その他、製品名、ロゴは、Absolute 
Software または各社の商標または登録商標です。 ™ または R 表記がない場合でも、権利を放棄することを示すものではありません。                                                       Absolute Network Access-Feature-List-082022
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