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　多様な働き方の広がりとモバイルネットワーク環境の充実で、組織の情報システムは在宅勤務やモバイルワークへの
対応が求められている。さらに、機密情報や個人情報の保護への対応も不可欠だ。

　このような課題を両立させるため、Absolute Software は復活性の高い (Resilient: レジリエント ) セキュリティ環
境としてエンドポイントレジリエンスを提案している。システムの状態をモニタリング、問題があればアラートを上げ
るだけでなく自己修復を可能にする。

　エンドポイントの自己復活力を高めることで、IT 資産の管理が容易になる。また確実なロックや自己修復で盗難・
紛失時の情報漏えい対策にもなる。すでに多くのハードウェアとセキュリティツールに対応している。
組織 IT インフラの快適性と安全性を高めるため、大きな効果を発揮するだろう。
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　「IT 分野では システムの障害や災害・サイバーセキュリ
ティ事件にあった場合、その被害から迅速に正常な状態に
戻すという考え方が重要になっています」

　組織システムの現状について、Absolute Software で日
本担当カントリーマネージャーを務める高松篤史氏は、こ
のように語りはじめた。

　なかでも、多様なワークスタイルへの対応とデータ保護
の両立は重要だ。

　リモートワークや在宅勤務といった多様なワークスタイ
ルが可能な組織は増えており、週に 1・2 回リモートワーク
を行い、それ以外は会社に行くといったハイブリッドワー
クも広がっている。新型コロナの影響が広まって2 年あまり、

こうした働き方が当たり前になり、それに対応できる環境
を整えることが重要な役割になってきた。

　同時に、このような環境の変化にともなってリスクが高
まっていることも否めない。例えば、会社で管理していな
いソフトウェアをユーザーがインストールしてしまう、無
意識にプラグインを導入してしまう、ハードディスクの暗
号化機能を外してしまう、といった具合だ。サテライトオ
フィスやカフェの Wi-Fi から、VPN を使わずにアクセスし
まう場合もあるだろう。

　リモートワークやモバイルワークのデバイスがどのよう
な状態になっているのか可視化するのは容易ではない。問
題が見つかった場合、正常な状態に戻そうとしても、相手
が近くにいなければ対応策は限られているのが実状だ。

多様なワークスタイルとデータ保護の両立が課題

Absolute Software Corporation 

日本担当カントリーマネージャー 

高松 篤史 氏
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　こうした課題の解決策として Absolute Software が提案し
ているのが、復活性の高い (Resilient: レジリエント ) セキュ
リティ環境だと、テクノロジーエバンジェリストである成田
孝弘氏は語る。システムの状態をモニタリング、問題があれ
ばアラートを上げるだけでなく自己修復を可能にするのだ。

　Absolute Software は、ネットワークのレジリエンス
とエンドポイントのレジリエンスという 2 つのソリュー
ションを提供している。今回は、エンドポイントのレジ
リエンスについて紹介する。

解決策は、復活性の高いセキュリティ環境

ポイントは、3 つある。

1. 可視性：エンドポイントで収集したセキュリティ情報をクラウド側に集約する。1 サイト数十万台のデバイスがあっても
対応でき、システム管理者自身で操作して、ログの分析・可視化・追跡が可能になる。一般的なオンプレミスでのログ分析は、
データベースの運用管理やパフォーマンスが悩みの種である。Absolute は全てをクラウドで分析できるので運用負荷を低
く抑えられる。

2. 確実性： Absolute の一番の強みはファームウェアに埋め込んでいる点だ。多くのハードウェアメーカーが対応しており、
工場出荷時の BIOS ファームウェアに 1 コンポーネントとして Absolute が組み込まれている。すでに、5 億台以上の PC に
Absolute が組み込まれているという。

3. 強いレジリエンス：Absolute は、ハードウェアのファームウェアに組み込まれており、自分自身で自分自身のエージェ
ントをモニタリングしている。そのため HDD や SDD を取り替えたとしてもファームウェアがそれを認識できる。Windows
をクリーンインストールしても、必要なファイルをダウンロードして自動修復できるのだ。

現在、Absolute は、Windows と Mac OS にメインでフォーカスしている。
モバイルデバイスは MDM(Mobile Device Management) の領域となるという。

Absolute Software Corporation 

テクノロジーエバンジェリスト 

成田 孝弘 氏
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こうしたエンドポイントのレジリエンスにより、大きく 2 つの効果が得られるという。

効果 1：可視化により IT 資産管理が簡単

　配布したのにも関わらず十分にセキュアな状態になっていな
いデバイスがあっても、モニタリング・自動修復が可能になる。

　例として、北米および欧州の 12000 のユーザー企業で
分 析 し た 結 果 を紹 介しよう。Absolute が稼働している

約 500 万台のデバイスの匿名化データ、および信頼で
き る 第 三 者 機 関 の デ ー タ お よ び 情 報 の 2 週 間 分 ロ グ を
対象に分析したレポートだ。3 つの製品カテゴリ (EPP、
VPN、UEM) の 5 種類のアプリケーションである。

IT 資産のモニタリングと盗難・紛失防止に高い効果

可視化により IT 資産管理が簡単になる

　灰色の棒グラフはレジリエントでないアプリケーションの
セキュリティ環境への適合状態を表している。適合状態にば
らつきがあり、一番低いもので 27% になっている。平均で
2 台に 1 台は、十分にセキュアな状態になっていないのだ。

　これに対して、緑色のレジリエントなアプリケーション
では 90% 以上の稼働に回復している。セキュリティツー
ルが正しく動作しているかモニタリングし、自動修復した
ことで、2 週間で 90% 以上という適合状態を達成したのだ。
ちなみに、国内にも IT 資産管理やライセンス管理などを
行 う 製 品 が 多 数 あ り 、すで に 採 用 済 み の 企 業 も 多 い 。

当然ながら、それらの管理ツールを活かすためにはツール
自体が正しく動作していることが重要である。Absolute の
エンドポイントレジリエンスを活用し、既存の IT 資産管理
ツールが正しく機能していることをモニタリングして自動
修復するといった使い方も有効だ。Absolute には多数の機
能があるが、資産管理については既存のツールを継続利用
して組み合わせて運用している事例も多いという。既存の
仕組みを廃止しなくても良いのは安心だ。
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効果 2：盗難・紛失の対策

　例えば、決めておいたエリア外にデバイスを持ち出すと、
ロックをかけてアラートを上げるといった機能を備えてい
る。少し変わったところでは、盗難届が出されたデバイス
を徹底的に追跡して回収サービスも用意されている。

　この回収サービスでは、盗難届が提出されたデバイスについて、
警察にログ情報を開示できる。またフォレッジングツールを

自動インストールすることで、そのデバイスがどのように使わ
れているか証拠情報を収集できる。この2つの機能を活用して、
盗難・紛失したデバイスの回収を支援する。

　実際に、アメリカで盗難にあったデバイスが、オークショ
ンサイトで転売されて、最終的に大阪在住の人が購入。そ
の端末の電源がオンになったとき、リモートでロックし、
同時に連絡先のメッセージを表示することで無事に回収に

至ったケースがあるそうだ。

　Absolute は、すでにグローバルで 16000 社以上の企業・
組織が導入している。国内の導入事例はまだ発表されていな
いが、スポーツウェアの Under Armour や医療機関などの
導入事例が公開されている。また、米国カルフォルニア州の
フレズノ学区では 10 万台規模の導入実績がある。

　Absolute の可視化と復元力は、他社のセキュリティツー
ルでも効果を発揮する。図のように多くのアプリケーション
が対応している。日本のセキュリティベンダーとも連携を強
化していきたいとしている。

回収サービスの実績
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　Absolute は、エンドポイントのレジリエンスだけでなく、
ネットワークのレジリエンスに対応したゼロトラストネット
ワーク製品も提供している。端末からネットワークまで一体
となった復活力を 1 ベンダーで提供できることが強みなのだ。

　在宅勤務やハイブリッドワークが当たり前になるなか
で、組織 IT インフラの快適性と安全性を高めるため、大
きな効果を発揮するだろう。

企業紹介：Absolute Software

●ゼロトラスト環境におけるレジリエントな ( 復活力のある ) セキュリティソリューションの提供 
●仮想 VPN を提供し、「切れない VPN」を実現

Absolute Software は、1993 年ノート PC の盗難や紛失の問題に対応するために設立されました。現在は情報漏えい対策、
盗難防止のほか、エンドポイントの可視化および管理機能を備えたレジリエント・ゼロトラスト・エンドポイント・ソリュー
ションを提供しています。2021 年に NetMotion を傘下に加え、レジリエント・ゼロトラスト・ネットワークアクセスの機
能を同時に提供し、デバイスからネットワークまで、組織の安全を強固に守ります。
大手航空会社 10 社のうち 7 社、米国の公共安全機関の 85％、英国の公共安全機関の 70％、その他公益事業やヘルスケア、製造、
物流、サービス、金融、法律分野など様々な主要組織を含む、世界で 13,000 社を超える組織のお客様にセキュリティソリュー
ションを提供しています。

https://www.netmotionsoftware.com/ja

Absolute Software 株式会社 

Email: Sales-Japan@absolute.com

Phone: 03-6427-1976

お問い合わせ： https://www.netmotionsoftware.com/ja/contact-us-2

Website: https://www.netmotionsoftware.com/ja

組織の IT インフラの安心・快適を高める

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

