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レジリエント・ゼロトラスト・ソリューションで
ビジネスを強力に保護
復活力を備えたゼロトラスト



Absolute は 、ソフトウェア・エージェントのレジリエンス復活力という、 まったく新しいコンセプトを実現し
ました。アクシデントで、あるいは故意にアプリケーションを削除したり再設定しようとしても、次のブートシー
ケンスでオリジナルの機能を復活させて、持続性を確保します 。

この機能はパーシステンス (Persistence®) と名づけられています。ひとつのコンソールパネルからすべてのデ
バイスを確認し、リモートでクエリを実行して大規模な修復を行い、さらにパーシステンスをミッションクリ
ティカルなアプリケーションに拡張して、組織とネットワーク全体に真の耐障害性を実現することができます。
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レジリエント・ゼロトラスト・セキュリティ・ソリューション
復活力を備えたソリューション

先進のレジリエント・ゼロトラスト・セキュリティ・ソリューションの流れ
ファームウェアからネットワークまで

レジリエント・ゼロトラスト・
エンドポイント

レジリエント・ゼロトラスト・
ネットワークアクセス

防衛を強化し自動的に復活、
      情報漏えいを防止

ネットワークの品質を最適化、
           生産性を維持

ユーザー

アクセス

ファームウェアレベルで
セキュリティ評価を開始

     デバイス上で
自己復活機能を実現

ユーザーと
アプリケーションを

ひとつのコンソールで
　　可視化し設定

    あらゆるネットワーク上の
すべてのデバイスのインサイト
  ( 洞察 ) を提供、制御を実現

     デバイス上で
自己復活機能を実現

        ユーザーと
  アプリケーションを
ひとつのコンソールで
　　可視化し設定

        ユーザーと
  アプリケーションを
ひとつのコンソールで
　　可視化し設定

        ユーザーと
  アプリケーションを
ひとつのコンソールで
　　可視化し設定

        ユーザーと
  アプリケーションを
ひとつのコンソールで
　　可視化し設定
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68％の組織が過去 12 ヶ月以内にエンドポイント攻撃の成功を経験しています *。Absolute は、ゼロトラスト
の原則を実践しながら、最大限のセキュリティと妥協のない生産性を確保し、信頼性と復活力のあるワークフ
ローエクスペリエンスを実現します。

Absolute では、ふたつのソリューションラインを通じて幅広い機能を提供し、エンドポイントの安全性と重要
なビジネス情報への安全なアクセスを確実に実現します。Absolute はお客様が現在抱えているあらゆる課題に
対応できるよう、万全の体制を整えています。

レジリエント・ゼロトラスト・エンドポイント

レジリエント・ゼロトラスト・ネットワークアクセス

1. IT 資産の可視化

2. デバイスロック

3. 遠隔データ消去

4. アプリの自動復活機能 パーシステンス

* The Third Annual Ponemon Institute Study on the State of Endpoint Security Risk, Morphisec

クライアントが
コンテキストを
検知して制御

デバイス

制御ポイント

ゲートウェイサーバー

管理者向け
ダッシュボード
( 可視化と診断 )

パブリック Webブレイクアウトした
トラフィック

セキュアなトンネルOK?

セキュリティ制御 ( 許可 / 禁止 ) と
最適化 ( 快適性 + 経路制御 )

さらに、ログ解析、宛先リスク判断、接続診断テストまで標準装備

・ハードウェア資産
・ソフトウェア資産

・リース / レンタル期限管理
・アラート機能

・盗難・紛失時にデータを消去、情報漏えいを防止

・ 置き忘れ・紛失時にデバイスをロック。
第三者による悪用を防止

・ 一定期間ネット接続がなかった場合、
デバイス側でロックが可能

位置情報トラッキングで、デバイスが指定された
範囲から持ち出されたら、管理者にアラートを送信

・ 万が一、エージェントやアプリケーションが
削除されても、BIOS モジュールにより自動復活

データ削除

アプリケーションを
正常な状態に修正
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ABSOLUTE について

Absolute Software は レジリエント・ゼロトラストのソリューションを提供し、セキュリティ侵害に直面
した組織の復旧と通常業務の再開を支援します。

セキュリティ専門家や IT 専門家が、デバイスとデータを常に制御できる世界を目指しており、セキュリティ
侵害を発生源から妥協なく可視化してほぼリアルタイムで修復することを可能にします。

Absolute が特許を持つ技術、Absolute Persistence ™ は、世界のトップデバイス・メーカー 28 社が製造
した 6 億台以上のデバイスのファームウェアに搭載されています。独自の位置情報を使って、悪意のある攻
撃やユーザーエラーが発生した後にデバイスを安全かつ有効な望ましい状態に回復させます。

EMAIL:
Sales-Japan@absolute.com

PHONE:
03-6427-1976

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

WEBSITE:
netmotionsoftware.com/ja

・ 世界で唯一、ファームウェアに組み込まれたエンドポイ
ント可視化と制御のプラットフォーム

・ エンドポイントからネットワークまで 、一気通貫のレジ
リエント・ゼロトラスト ソリューションを提供

・NPS ® ネットプロモータースコア 91

・  28 社のメーカー製品に組み込み済 (Dell 、 Lenovo 、
HP など

・6 億台以上のデバイスにあらかじめ組み込み済

・140 以上の特許を取得

本社所在地 : カナダ バンクーバー

従業員数 :  800 名

顧客 :   18,000 社以上

業種 :   政府機関、公共安全、保険、金融、法律、
  製造、流通、ヘルスケア、エアライン、
  その他

CEO:  Christy Wyatt

日本カントリーマネージャー :       高松篤史

お客様の評価

Absolute　は、 G2 の 2022 年ベストソフトウェア
賞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 に選出されました。

エンドポイント管理ソフトウェアの部門でリーダー、
ZTNA の分野でハイパフォーマーに選出されています。

お 客 様 の 生 の 評 価 を こ ち ら (Secure Endpoint、
Secure Access) でご覧ください。

Gartner の Peer Insights では、 5 点満点中、
Secure Endpoint は 4.6 ポ イ ン ト、Secure 
Access は 4.7 ポイントという高い評価をいただい
ています。

お客様が Absolute のソリューションを高くご評価
くださっていることをあらわしています。

https://www.netmotionsoftware.com/ja
https://www.netmotionsoftware.com/ja/contact-us-2
https://www.g2.com/
https://www.g2.com/categories/endpoint-management
https://www.g2.com/categories/endpoint-management
https://www.g2.com/products/absolute-software-absolute/features
https://www.g2.com/products/netmotion/features
https://www.gartner.com/reviews/vendor/absolute
https://www.gartner.com/reviews/vendor/absolute-netmotion
https://www.gartner.com/reviews/vendor/absolute-netmotion



