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ISV は、顧客の業務をより効果的、効率的、安全にする価値を
提供することが期待されています。しかし、アプリケーション
の健全性とパフォーマンスを継続的に確保できていると確信で
きない場合、その価値が実現されていると言えるでしょうか？

アプリケーションやセキュリティコントロールが失敗する原因
が、品質の問題だけであることはほとんどありません。ユーザー
が故意や事故でアプリケーションを削除したり、サイバー犯罪
者が無効化したりすることもあります。アプリケーションやセ
キュリティコントロールが相互の動きによって、損傷や崩壊を
引き起こす可能性もあります。テスト環境ですべての変数を試
すことは不可能です。アプリケーションが最高の品質をもたら
すものであったとしても、それ自体がリスクをもたらすのです。

Dell®、Lenovo®、HP® などの大手システムメーカーは、以前か
ら Absolute の価値を認めています。現在、28 社のメーカーが 
Absolute と提携しています。その結果、5 億台以上のデバイス
に Absolute Persistence® 技術が組み込まれ、エンドポイント
環境の継続的な可視化と制御を顧客に提供しています。

Absolute Application Persistence ™ パートナー・ネットワーク
は、ソフトウェア・プロバイダーに以下の利点を提供します。 

•  アプリケーションの健全性とパフォーマンスを監視し、
Absolute の削除不可能な接続を使用して自動的にリストア、
修復、または再インストールを実施する

•  使用状況、バージョン、パフォーマンスに影響を与えるイベ
ントに関する継続的なインテリジェンスと詳細なレポーティ
ングにより、顧客ベース全体のアプリケーションに関するイ
ンサイト ( 洞察 ) を得て、アプリケーション・パフォーマン
スをコスト効率よく調整することができる

独自のプログラミングを行ってアプリケーション開発する必要
はありません。ファームウェアにあらかじめ組み込まれている 
Application Persistence の機能を活用して、アプリケーション
と顧客を保護することができます。

Absolute レジリエント・エンドポイント・セキュリティ・ソ
リューションでレジリエンスが提供されるアプリケーションと
してサポートされているか、もしくは Application Persistence-
as-a-Service (APaaS) によって直接連携されているか、あるい
はその両方であれば、ISV のアプリケーションのレジリエンス
が確保されて常時インストールされて完全に動作する状況を保
てるため、エンドユーザーに対して本来の機能を着実に提供す
る自信を持つことができます。

Absolute は、ISV のアプリケーションを強化し、障害や意図し
ない機能低下、悪意のある行為からもアプリケーションを保護
して機能を継続させます。
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https://www.absolute.com/partners/absolute-application-persistence-partners/
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アプリケーション強化とレジリエンスの
必要性
エンドユーザーは、エンドポイントをサイバーリスクから
守り、生産性を維持するために、セキュリティとビジネス
アプリケーションに依存しています。しかし、デバイス全
体にわたってアプリケーションの整合性を維持すること
は、容易ではなく、コストもかかります。

そ れ は 今 日 の「 ど こ で も 働 け る (WFA: Work from 
Anywhere)」時代において、特に顕著です。リモートワー
クをサポートし、セキュリティを確保する必要性から、
エンドポイントあたりにインストールされるアプリケー
ションの平均数は増加しています。これに伴い、アプリ
ケーションの摩擦や障害、コンプライアンス違反などのリ
スクも発生しています。

Absolute の「2021 Endpoint Risk Report」によると、
現在、組織は 1 台のデバイスあたり平均 96 のユニーク
なアプリケーションを持ち、そのうち 13 がミッションク
リティカルなアプリケーションであるとのことです。

•  セキュリティコントロールの数は 1 台あたり 11.7 種類
に増加し、ほとんどの機器で同じ機能を持つ複数のコン
トロールが含まれている

•  100% のデバイスが少なくともひとつの暗号化アプリ
ケーションをインストールしており、60% がふたつ以
上インストールしている

•  100% のデバイスが少なくともひとつのエンドポイント
管理コントロールを持っており、52% が 3 つ以上をイ
ンストールしている

•  59% のデバイスが少なくともひとつの ID/ アクセス管
理 (IAM) ソリューションを導入しており、11% はふた
つ以上導入している
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セキュリティアプリがインストールされているデバイスの比率

新しいコントロールが増えるたびにエンドポイント環境に
摩擦が生じ、衝突や崩壊の可能性が高まるため、この複雑
性の増大自体がセキュリティリスクとなることは注目に値
します。

図 1: セキュリティアプリがインストールされている
        デバイスの比率

https://discover.netmotionsoftware.com/Japan-DL-Endpoint-Risk-Report.html
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エンドユーザーのセキュリティ体制は、それをサポートす
るアプリケーションの機能レベルで決まります。残念なこ
とに、アプリケーションに問題があると、多くのセキュリ
ティチームの最善の努力が台無しになってしまいます。

平均的なデバイスには 11.7 種類のセキュリティコント
ロールがインストールされていますが、それぞれの機能が
最新かつ有効になっていることが保証されていないと、潜
在的な攻撃経路となります。複雑な環境では、セキュリ
ティコントロール同士が衝突し、崩壊する可能性もありま
す。また、コントロールを回避しようとするユーザーに
よって、セキュリティコントロールを無効化したり、完全
に削除したりする可能性もあります。

巧妙な攻撃者があらゆる手段でアクセスを試みる中、暗号
化、VPN、アンチウイルス、アンチマルウェアなどの保護
機能を導入し、その効果は持続しているだろう期待するだ
けでは、エンドユーザーの安全は守れません。エンドポイ
ントを真に防御し、セキュリティへの投資からそれに見合
う利益を得るためには、アプリケーションの有効性が継続
的に監視され、維持されることが必要です。多くのエンド
ユーザーが、ISV に対して、自社の製品全体の一部とし
て、アプリケーションの堅牢化と回復力を提供することを
要求しています。

アプリケーションの強化とレジリエンスを導入していな
い組織では、4 台に 1 台のデバイスが、重要な保護機能
を含む不健全なアプリケーションを常時報告しています。

問題が発生する原因は、実装の不備、統合の不備、エンド
ユーザーによるメンテナンスの不足などが考えられます。
しかし、より一般的には、これらの要因がセキュリティと
ビジネスアプリケーションの整合性と有効性に影響をお
よぼすと考えられます。

•  エンドユーザーのデバイスが再イメージングされた際、
多くの場合、ソフトウェアは再インストールされない

•  新しいサードパーティ製アプリケーションのインストー
ルやアップデートを行うと、重要なファイルが破損する

•  不注意なユーザーが無意識のうちにアプリケーションを
破損したり、削除したりする 

•  悪意のあるインサイダーやサイバー犯罪者がセキュリ
ティアプリケーションを無効化し、セキュリティコント
ロールを回避する

ソフトウェアの運用の根幹に関わる障害や、意図しない減
衰、悪意ある行為があっても、ソフトウェアが機能し続
けることを保証するには、どうすればよいのでしょうか。
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図 2: 複数のセキュリティコントロールが導入されているデバイスの比率 ( カテゴリーごと )

図 3: セキュリティコントロールの有効性
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カーネルドライバーレベルでのアプリケーショ
ン強化

多くの ISV がアプリケーションの強化に特別な対策を講
じていない中、少数のベンダーがカーネルドライバーのア
プローチを活用してアプリケーションを強化し、改ざん
のリスクを最小限に抑えています。これらのベンダーは通
常、アンチウイルスやアンチマルウェアソリューション
のようなミッションクリティカルなセキュリティアプリ
ケーションを提供しています。それ以外の場合は、脅威者
が簡単に改ざんできるようなターゲットとなっています。

カーネルドライバーの強化は、特定の種類のサイバー攻撃
を制限または防止するために、特定のカーネル構成オプ
ションを使用します。ISV は、これらのオプションを使
用して、OS のカーネルをベースにしたより安全なアプリ
ケーションを作成することができます。プロセスセット
はメモリに常駐し、アプリケーションとコンピュータハー
ドウェアの間に低レベルの抽象化レイヤーを提供します。
カーネルは、CPU、ファイルシステム、ネットワークソケッ
ト、メモリ等へのアクセスを仲介します。

ISV のカーネルドライバーは、Microsoft Windows File 
Explorer のような「ユーザー空間」で動作する OS アプ
リケーションを含むサードパーティアプリケーションプ
ログラムからのプロセス、I/O、レジストリ要求を傍受し、
これらの OS の要求を拒否することができます。

カーネルドライバーを利用することで、アプリケーショ
ンはプロセスの終了やファイルの改ざんを防ぎ、レジス
トリの設定を保護することができます。レジストリには
アプリケーション固有の設定が含まれている場合があり、
Windows OS では、システム起動時に実行するサービス
を定義するためにも使用されます。

ソフトウェアセキュリティの熟練者は、パフォーマンスと
セキュリティのどちらを優先するかで悩むことがありま
す。最終的には、誤動作や競合するカーネルドライバーは、
OS をクラッシュさせたり、機能の深刻な損失を引き起こ
したりする可能性があります。カーネルドライバーのコン
フィグレーションが不十分だと、システム全体のパフォー
マンスに影響を与える可能性があります。OS カーネルは
わずかな性能低下にも敏感に反応するため、これは重大な
問題を引き起こす可能性があります。このため、革新的な
カーネル強化メカニズムの開発においては、必然的にラン
タイムパフォーマンスのオーバーヘッドが発生します。

カーネルドライバーを使用すると、他のアプリケーショ
ンやシステムプロセスに大きな影響を与える可能性があ
ります。ソフトウェアセキュリティ担当者は、混乱を避

け、ユーザーの生産性を確保するために、他のアプリケー
ション ( たとえば、Windows ファイルエクスプローラ、
Microsoft エンドポイント構成マネージャ、アンチマル
ウェアやアンチウイルスなどのコアセキュリティアプリ
ケーション ) をホワイトリストにいれざるを得なくなり、
強化戦略に穴を開けてしまうことがあります。

アプリケーションを堅牢化するためにカーネルドライバー
のアプローチを確立するには、専門的なスキルと知識が必
要です。増加する投資に対する効果は、主に、特定のサー
ビス、ファイル、またはレジストリキーがソフトウェアの
衝突や崩壊から保護されることにより、ソフトウェアの偶
発的な改ざんを防止することに限定されます。残念ながら、
悪意ある行為には対処できません。Google で検索すると、
カーネルドライバーを使用して強化されたアプリケーショ
ンを無効化する方法について、多くのオプションが見つか
ります。実際、脅威の主体がハードディスクを消去すれば、
カーネルドライバーの有効性は失われ、ファイルは削除さ
れます。

結局のところ、カーネルドライバーはある程度の回復力を
提供することができます。しかし、カーネルドライバーに
は、元の完全な状態に戻る自己復活機能がないという点で、
保護する対象であるアプリケーションと同じように壊れや
すいという問題があります。

では、アプリケーションの開発者は、どのようにすればソ
フトウェアが最も深刻な障害にも耐えうることを保証でき
るのでしょうか？

カーネルドライバーを超えて: ファームウェアに
組み込まれたアプリケーション・パーシステンス

最も深刻な混乱は、デバイスの再イメージングやハード
ディスクの交換です。思い切ったことではありますが、案
外頻繁に起こることなのです。そのような場合、エンドユー
ザーがデバイスに何をインストールしていたか、アプリ
ケーションのうちのひとつがカーネルドライバーで強化さ
れていたかどうかは大きな問題ではありません。どのファ
イルも失われてしまいます。

ファームウェアレベルのパーシステンス技術は、組み込み
マイクロ実行ファイルが、OS カーネルが開始する前に開
始されるため、カーネルベースの対策での問題を克服する
ことができます。OS カーネルのメモリ空間に命令をロー
ドし、デバイスの起動が完了したときにどのプロセスを最
初に実行すべきかを決定します。ヒューマンエラー、悪意
ある行為、ソフトウェアの衝突、正常な減衰に対して効果
を発揮します。
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パーシステンス技術の永続性は、ファームウェアに組み込
まれたマイクロ実行ファイルが Microsoft パーシステンス
技術の永続性は、ファームウェアに組み込まれたマイクロ
実行ファイルが Microsoft によって署名されているという
事実によって保証され、起動時に信頼されることが保証さ
れています。

実際、どのように機能するのでしょうか。Absolute が提
供するコンポーネントは何なのでしょうか。

大手システムメーカーは、UEFI ( または BIOS) と呼
ばれるデバイスのファームウェアの特権セクションに、
Absolute Persistence® テクノロジーを工場出荷時に組み
込んでいます。Windows デバイスの起動時に、Absolute 
のファームウェア・コンポーネントに組み込まれた小さ
なマイクロ実行ファイルである Absolute Rpcnet エー
ジェントがロードされます。Absolute Rpcnet Agent は、
Windows デバイスのファームウェアに組み込まれたパー
システンス・テクノロジーと通信を行います。これにより、
デバイスのアクティベーションと Abolute アカウントへ
の登録が可能になります。また、もうひとつのエージェン
トである Absolute CTES エージェントをインストールす
る際にも使用されます。

Absolute CTES Agent は、Absolute Rpcnet Agent を
通じてインストールされ、エンドユーザ組織の IT 管理者
が Absolute Console を通じて有効にした特定の機能に基
づいて、または ISV のアプリケーション・インストーラ・
パッケージの一部として提供された際に事前に構成された
機能に基づいて、コンポーネントを配備しアクションを実
行します。

CTES Agent は、レジストリ値、キーファイルとそのハッ
シュの存在、メタデータ属性、サービスステータス、ポー
トステータスから割り当てられたユーザーに至るまで、ア
プリケーションの整合性と健全性を定義する事前定義さ
れた条件をチェックします。これらの属性のいずれかが事
前に定義されたポリシーと不一致の場合、アプリケーショ
ンは自動的に修復または再インストールされます。

パーシステンス・テクノロジーは、Absolute Rpcnet 
Agent の健康状態を定期的にチェックし、改ざんがあっ
た場合には修復または再インストールを行います。一
方、Absolute Rpcnet Agent は、必要に応じて Absolute 
CTES Agent に対しても同様の処理を行います。デバイ
スのファームウェアに組み込まれたパーシステンス・テク
ノロジーによるこの自己修復接続は、アプリケーションを
堅牢にし、あらゆる外部要因に対応できるようにするため
の基盤となっています。

このふたつのエージェントは、主に search.namequery.
com を通じて、ポート 80 と 443 を通じて Absolute 
のクラウドベース・サーバーと通信します。Absolute 
Agent のバイナリは、コードネームで署名されており、
主要なアンチウイルスおよびアンチマルウェアベンダー
すべてからホワイトリストに登録されています。これらの
ベンダーとの関係を通じて、Absolute は定期的にホワイ
トリスト登録プログラムを実施し、Absolute の各製品が
効果的に連携して機能することを確認しています。これに
より、今日のダイナミックなサイバー脅威から保護するた
めに必要な徹底的な防御をお客様に提供することができ
ます。

図 4: Absolute Persistence 技術のアーキテクチャ
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アプリケーション強化とレジリエンスが
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削除不能なディフェンスラインは、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
の一部として提供されるほか、Absolute の Application 
Persistence-as-a-Service (APaaS) を通じて ISV のソフ
トウェアに直接組み込むことができ、ISV が依存するアプ
リケーションの修復と回復をシームレスに行うことができ
ます。

Absolute レジリエント・ゼロトラスト・エンドポイント・
ソリューションの一部として提供される場合、Absolute 
はアプリケーションの整合性と健全性のための属性を定
義するアプリケーション・パーシステンス・モジュー
ルを作成します。このモジュールはアプリケーション・
パーシステンス・ライブラリに追加され、アプリケーショ
ンと Absolute の両方を導入しているエンドユーザーが 
Absolute Console からアクセスできるようになります。
エンドユーザーはそこから、どのアプリケーションを持続
させるか、また、アプリケーションの健全性のレポート、
アプリケーションの修復、あるいは修復が失敗した場合の
再インストールなど、どのようなアクションを実行するか
を選択することができます。

APaaS パートナーには、自己修復という削除できないディ
フェンスラインが拡張されます。Absolute のライセンス
がなくても、エンドユーザーにアプリケーション・パーシ
ステンスを提供することができます。このユーティリティ
をインストーラーに組み込むと、ソフトウェアのインス
トール時にパーシステンス・テクノロジーが有効になり、
その後はエンドユーザーの介在なしにアプリケーション
が強化され、再インストールされます。

この機能を標準製品に含めるか、あるいはプレミアム製品
を作成するかは、ISV の選択となります。

APaaS パートナーは、遠隔測定データ ( 修理や再インス
トールに関するデータ、実際に使用されたアプリのバー
ジョン、アプリのバージョンごとの修理や再インストール
に関するデータ、アプリの完全性、上位の障害理由など ) 
も受け取り、ユーザーベース全体でアプリケーションの健
全性に関する洞察を得ることができます。それにより、何
が、なぜ障害になっているかを理解し、継続的に改善する
ことができます。

図 5: アプリケーション・パーシステンス as-a-Service の動き
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パーシステンス・テクノロジーの採用でエンドユーザーに
以下を提供できます。

•  健全性と有効性を維持することにより、アプリケーショ
ンの完全性を確保

•  タッチの自動的な内蔵レジリエンスに頼ることで、業務
効率を向上

•  ミッションクリティカルなアプリケーションの可用性を
保証し、IT ヘルプデスク・チケットを削減することで、
生産性を最大化

•  既存のセキュリティやソフトウェアへの投資に対する 
ROI を向上

•  社内規定、業界標準、政府規制などへのコンプライアン
スを維持

Absolute APaaS では、アプリケーションの堅牢化と耐障
害性の確保を Absolute が行い、ISV はそのコアビジネス
に集中することができます。

•  アプリケーションのアップタイムと整合性の保証により
競合と差別化

•  豊富なアプリケーションヘルス遠隔測定にアクセス、コ
スト効率の高いアプリケーションパフォーマンスチュー
ニングを実現

•  コーディングベースのアプリケーション強化に投資し、
コーディングを維持する代わりに、現場で実証済みの 
Asolute の技術を活用することで、開発コストを削減

•  ROI の向上とサポートコールの削減により、顧客満足
度を向上

•  Absolute がアプリケーション・パーシステンスを実現
することで、本来のアプリケーション開発に注力

ISV アプリケーションの価値をユーザーに提供

今日のダイナミックな脅威の状況を考慮すると、エンド
ユーザーが、安全なコーディングの実践に取り組みアプリ
ケーションの完全性と健全性を維持するための優れた実
績を持つソフトウェアベンダーを選択するのは当然です。
最終的に、組織はソフトウェア購入の有効性と ROI を評
価します。ISV がソフトウェアを開発する場合、アプリ
ケーション・パーシスタンス機能を「構築する」か「購入
する」かを決断することは重要なポイントになります。

ISV 向けの Absolute アプリケーション・パーシスタン
スは、従来のカーネルドライバーのアプローチを超える 
多くの利点を提供し、将来に向けてアプリケーション・ 
パフォーマンスを微調整するためのテレメトリ・データ
を提供します。アプリケーションの強化やプログラムの 
保守に投資する代わりに、実証済みの Absolute のテクノ
ロジーを活用し、アプリケーションのアップタイムと整合
性を保証します。

私たちは、Absolute Application Persistence を使用
して、各エンドポイントで VPN 技術が維持されてい
ることを確認しています。リモートワーカーは、生産
性を妨げることなく、信頼性の高いネットワークへの
接続が可能になります。

大手人材紹介・
人材派遣会社

アプリケーションの修復と再インストールの機能
は格別に強力です。SCCM を補完するだけでなく、
SCCM 自体を正常に動作させ、機能させることがで
きます。

大手法律事務所

お客様からのコメント
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生産性を向上させ、セキュリティを確保し、安心を提供
する、お客様志向のベンダーとレジリエント・アプリケー
ションのネットワークに参加するには、こちらのサイトか
らご連絡ください。

アナリストの評価

ファームウェアに組み込まれた Application Persistence 
の利点については、Garter の新興技術担当マネージング・
バイス・プレジデントである Lawrence Pingree 氏に
ご連絡ください。

自 己 修 復 ア プ リ ケ ー シ ョ ン に 関 し て は、Forrester 
Research のシニアアナリスト、Andrew Hewitt 氏にご
連絡ください。

ISV のコメント

当社のお客様は、許可されたユーザーのみがシステ
ムや機密データにアクセスできるようにするため、
一日を通して当社のアプリケーションを継続的に活
用しています。Plurilock は、Absolute との提携に
より、当社のエンドポイント・エージェントにパー
システンス機能を追加し、お客様に提供できるよう
になったことを嬉しく思っています。

Plurilock Security　
CEO　Ian L. Paterson 氏

APaaS を通して、Absolute の削除不可能なディ
フェンスラインと自己復活機能を当社のアプリケー
ションに拡張し、アプリケーションの稼働を確実に
維持することができます。これにより、顧客の機密
性の高いデータを安全に保護するという当社のお客
様への約束が守られていることを確信し、それを検
証することができます。

Smart Eye Technology　
CEO 兼創設者　Dexter Caff ey 氏

https://www.absolute.com/partners/become-a-partner/
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