データシート

SASE 向けのインテリジェントでハイパース
ケールな Next-gen Secure Web Gateway
プラットフォーム

超高速、低レイテンシー、99.999% の稼働率を実現するクラウドネイティブの Web セキュリティ

クラウドを採用する企業の増加に伴い、会社のネットワークで発生するトラフィックの 80% 以上がインター
ネットを経由しています。従来の Web アーキテクチャは、このようなインターネットへのトラフィックをオ
ンプレミスの Web ゲートウェイを介して中継していますが、このような方法ではコストが増大するばかり
です。リモートワークが普及し、トラフィックが急増すると、ネットワークが遅くなり、従業員の生産性も
低下します。
McAfee® Next-gen Secure Web Gateway を使用すると、Secure Access Service Edge（SASE）
を簡単に実装し、クラウド環境を安全に利用できます。また、このソリューションが提供する高度な脅威
対策と統合されたデータ コントロールにより、リモートに分散している職場を効率的に保護できます。
McAfee Next-gen Secure Web Gateway

Next-gen SWG

ハイパースケールのサービス エッジ

高度なフィッシング詐欺対策
高度な検出対応（XDR）
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インテリジェントなブラウザ分離

主な特長

Web、
クラウド、
エンドポイントを
網羅するDLP
ポリシーの一元管理

インシデント対応ワークフローの統合

ユーザー/エンティティ動作分析（UEBA）
フォレンジックの記録と再生

パンデミックのロックダウン中にクラウ
ドの負荷が 240% 増加しても 99.999%
のサービス可用性を維持
インテリジェントで透過的なリモート ブ
ラウザ分離により、ランサムウェアや他
の高度なマルウェアを完全に無害化
Gateway Anti-malware によるリアル
タイムの保護

オンプレミスの DLP ポリシーをワンク
リックで 1 分以内にクラウドに展開

30,000 以上のアプリケーションが登録
されている業界最大のクラウド アプリ
ケーション リポジトリを使用して、優れ
た可視化と制御を実現

10 億台を超えるセンサーからリアルタ
イムで収集した利用統計情報に基づく
グローバルなインテリジェンス情報を
利用
オンプレミスのハードウェアを減らし、
年間で 35% ～ 40% のコスト削減

McAfee とつながる

SASE 向けのインテリジェントでハイパースケールな次世代セキュア Web ゲートウェイ プラットフォーム

データシート

McAfee は、Web Gateway Cloud Service とリモート ブラウ
ザ分離（RBI）、Cloud Access Security Broker（CASB）技術、
データ損失防止（DLP）機能を統合し、クラウドネイティブ
の次世代セキュア Web ゲートウェイサービスを提供します。
これにより、ゼロデイの脅威を阻止し、エンドポイント、ネッ
トワーク、クラウドにあるデータを保護できます。これらの
コア テクノロジーを 1 つのソリューションに集約することで、
次のことを実現するシンプルな SASE アーキテクチャを実装
できます。
■

■

■

デバイスからクラウドまでを網羅したデータの可視化と一
貫したコントロール

統合された管理機能と調査機能による一貫した脅威対策

クラウドに直接接続し、耐障害性を備えたエンタープライ
ズ規模インフラ

ハイパースケールのサービス エッジ

データとエンドポイントを保護しながらリモート ワーカー
の生産性を維持することは簡単なことではありません。
McAfee Next-gen Secure Web Gateway は、リモートに分
散する職場環境とデジタル エコシステムに必要なスケーラビ
リティとセキュリティを提供します。
McAfee は、インターネット トラフィックを本社に中継せず、
業界標準の Dynamic IPSec と GRE プロトコルを使用して、
サイト間、サイト / クラウド間をつなぐ SD-WAN ソリューショ
ンに堅牢なネイティブ サポートを提供しています。McAfee
は現時点で、Viptela（Cisco）、VeloCloud（VMware）、
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Citrix など、大手 SD-WAN ベンダー 6 社との相互運用性
を実現しています。さらに、業界最大のテクノロジー パー
トナーシップ プログラムの一つである McAfee® Security
Innovation Alliance で Silver Peak、Fortinet、Versa
Networks とパートナーシップを締結しています。

McAfee は 99.999% の可用性を維持する真のクラウド サー
ビスを提供しています。2020 年 3 月から 2020 年 6 月ま
での間、業界全体のクラウド セキュリティ サービスの負荷
は 200% から 700% の幅で増加しました。この間、他のセ
キュリティ ベンダーでは相当のダウンタイムが発生しました
が、McAfee は 99.999% の可用性を維持しました。McAfee
Next-gen Secure Web Gateway を利用すると、どこで作業
を行っても可用性、低レイテンシ、生産性を維持することが
できます。

ビジネス上のメリット
ユーザー エクスペリエンスの向上
■

■
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99.999% の
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図 1. ダウンタイムの計算例。
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9秒

4分

52 分

86.4 秒
44 分

インテリジェントで透過的なリモート
ブラウザ分離により、シームレスな
閲覧が可能

高度な保護
■

99.999% が重要な理由

稼働率の SLA（サービス レベルに関する合意）に基づいて
許容されるダウンタイムの違い：

クラウドの負荷が急増しても、イン
ターネット、会社のネットワーク、ク
ラウド アプリケーションに中断なくア
クセスすることが可能

■

グローバル インテリジェンス、クラウ
ド リスク データベース、ゼロデイ対
策、リモート ブラウザ分離などを統
合した多層型の防御で脅威を未然に
防止
マルチベクトルの高度な DLP 機能に
より、データ侵害を阻止し、コンプ
ライアンスを維持

簡素化と総所有コストの低減
■

■

525 分
■

複数の環境のポリシー、インシデン
ト、ワークフローを一元管理
必要なハードウェア数と高額な
MPLS トラフィックを減らし、コスト
を削減

パフォーマンス、信頼性、スケーラ
ビリティの向上

データシート

プロアクティブなリスク管理

コンプライアンスに関する規制は厳格化が進み、データ侵害
による被害額も拡大しています。McAfee Next-gen Secure
Web Gateway はユーザー、データ、アプリケーションをプ
ロアクティブに保護し、クラウドと Web に対する攻撃を未然
に防ぎます。このソリューションには RBI が統合され、未知
の Web サイトによるリスクを自動的に回避します。ユーザー
の操作性を妨げずに、エンドポイントに侵入を試みる未知の
脅威を阻止します。

McAfee では、業界最大規模のクラウド アプリケーション リ
ポジトリを使用しています。このクラウド データベースには
30,000 を超えるアプリケーションが登録され、それぞれのア
プリケーションについて 55 の属性が記録されています。こ
の情報は McAfee® MVISION Cloud Security Advisor にリア
ルタイムで提供され、業界のベストプラクティスやピアに関
連するリスク スコアが自動的に生成されます。また、組織
のセキュリティ体制を強化するためのガイダンスも提供され
ます。

自分: 2019 年 12 月

自分: 2019 年 10 月
You
Score
45.4

Control

31.6

図 2. 実際のユーザーの可視化は 54%、コントロールは 91% 改善されています。これは、リスクの高いサービスをブロックし、影響
度の低い DLP とコラボレーションの制限を有効にした結果です。
■

■
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Visibility

業界最大のクラウド アプリケーション リポジトリを使用
（30,000 以上のアプリケーションが登録されています）

10 億台を超えるセンサーからリアルタイムで収集した利用
統計情報に基づくグローバルなインテリジェンス情報
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CASB の統合

最近の調査結果では、95% の企業がクラウドサービスを利
用し、83% の企業が機密データをクラウド上に保存していま
す 1。個人所有のデバイスから Microsoft 365 などのエンター
プライズ クラウド サービスにアクセスしているケースも少な
くありません。McAfee MVISION Cloud（CASB）と McAfee
Next-gen Secure Web Gateway の統合により、すべてのク
ラウド サービスに対するアクセスを 1 つのコンソールで制御
し、サービス内で発生する脅威を阻止できます。

クラウド アプリケーション コントロールではクラウド アプ
リケーションのリスク スコアに基づいてドキュメントのアッ
プロードとダウンロードを制御できます。この制御はきめ
細かく、柔軟に行うことができます。テナント制限機能は、
Microsoft 365 などのクラウド サービスで使用される個人
用のアカウントと会社のアカウントを識別し、個人用のア
カウントで会社のサービスにアクセスできないようにします。
McAfee Next-gen Secure Web Gateway を使用すると、管
理者は McAfee CASB と McAfee のクラウドネイティブなセ
キュア Web ゲートウェイに 1 つの管理インターフェースから
アクセスし、統一したポリシーを適用できます。これにより、
クラウドの制御能力を強化し、ユーザーを脅威から保護する
だけでなく、偶発的なデータ消失を防ぐことができます。承
認済みのアプリケーションを管理するだけでなく、未承認の
アプリケーションに対してきめ細かいポリシーを設定し、環
境全体の可視化と制御を行うことができます。

図 3. Web とクラウドのリスクや脅威を 1 つの管理インターフェースで管理できます。
■
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優れた SaaS 対応のデータ保護 / 脅威対策で 30,000 以上
のサービスが登録された SaaS レジストリを使用
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リアルタイムの保護対策

インテリジェントなクラウドベースのリアルタイム保護対策

Web の成長と進化に合わせて、Web を攻撃するマルウェ
アも増加し、高度化しています。ユーザーやエンドポイント
はランサムウェア、フィッシング詐欺、Web を狙うその他の
高度な脅威にさらされています。McAfee Next-gen Secure
Web Gateway は、ゼロディ マルウェアや高度なフィッシング
詐欺をリアルタイムで阻止する保護機能を提供します。URL、
IP、ファイル ハッシュには動的なインテリジェンスを使用し、
未知の脅威に対しては機械学習とエミュレーションベースの
サンドボックスでリアルタイムの保護を行う、多層的なアプ
ローチを採用しています。

McAfee Next-gen Secure Web Gateway は、SSL/TLS トラ
フィックの復号、検査、暗号化を行い、暗号化されたトラフィッ
クに潜む脅威や重要な情報を検出します。McAfee は、セキュ
ア Web ゲートウェイ技術と McAfee® Extended Detection
and Response（McAfee® XDR）技術を統合し、SOC の効
率性を向上させています。

リモート ブラウザ分離

リモート ブラウザ分離（RBI）は、Web ページの要素を分離し、
クライアント ブラウザへの攻撃を阻止します。これにより、
エンドユーザーは Web ブラウジングを安全に行うことができ
ます。McAfee では、インテリジェントで透過的なリモート ブ
ラウザ分離を統合することで、未知の脅威からエンドポイン
トを保護しています。また、10 億台を超えるセンサーからリ
アルタイムで収集した利用統計情報を強力な機械学習機能
で分析しています。この強力なセキュリティと優れたパフォー
マンスにより、ユーザーの操作性を変えることなく、Secure
Access Service Edge（SASE）を導入することができます。

5

カテゴリ化、
レピュテーション、位置情報、
IPアドレス、
マルウェア対策、破損ファイル、
ビジネス リスク

URLと既知の脅威の検査

機械学習を利用した
エミュレーション サンドボックス

リモート ブラウザ分離

リアルタイム エミュレーション、ゼロデイ対策

未知の脅威を阻止

図 4. 複数のセキュリティ対策が統合された多層防御アーキテクチャでゼロディ マルウェアを阻止します。

■

■

9 層の保護技術で未知の脅威からエンドポイントを保護

リアルタイムのエミュレーション サンドボックスとリモート
ブラウザ分離の統合により、排除される脅威が 20% 以上
増加
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マルチベクトルのデータ保護

95% 以上の企業がクラウドサービスを利用していますが、
クラウドにもデータ保護ルールを適用できている企業は全
体の 36% にすぎません。McAfee Next-gen Secure Web
Gateway を使用すると、組み込みの DLP テンプレートとイ
ンライン データ保護ワークフローにより、保護対策を効率的
に行い、法規制を遵守することができます。このソリューショ
ンは、デバイスからクラウドまでを網羅するデータ保護を提
供します。これにより、環境全体のデータを可視化し、エン
ドポイント、ユーザー、クラウド、ネットワークを一貫した方
法で制御できます。管理者は、インシデントの発生時に 1 つ
のコンソールで調査、ワークフロー、レポートを管理できます。
また、統合されたユーザー / エンティティ動作分析（UEBA）
により、なりすましや攻撃者と正規のユーザーを区別し、機
密情報を保護できます。
■

既存の DLP ポリシーをワンクリックでクラウドに展開

図 5. Protection Workspace で全体のコンプライアンスとデータ保護の状況をすぐに確認できます。

まとめ

McAfee Next-gen Secure Web Gateway は、組織をゼロデ
イの脅威から保護し、エンドポイント、ネットワーク、クラウ
ド上のデータを保護するクラウドネイティブの Web セキュリ
ティソリューションです。これにより、分散したリモート環境
に必要なセキュリティ、スケーラビリティ、可用性を実現す
るシンプルな SASE アーキテクチャを実装できます。

〒 150-0043
東京都渋谷区道玄坂 1-12-1
渋谷マークシティ ウエスト 20F
Tel. 03-5428-1100（代表）
www.mcafee.com/jp
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詳細情報
詳細については、https://www.mcafee.
com/enterprise/ja-jp/solutions/nextgen-swg.html をご覧ください。
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