SOLUTION BRIEF

未知に対する防御

McAfee® Endpoint Threat Defense ソリューションで新たな脅威を事前に防ぐ
標的型のエクスプロイト攻撃、ラ
ンサムウェア、ゼロデイマルウェア
の爆発的な増加。企業はサイバ
ー犯罪者とのいたちごっこに追わ
れており、攻撃者が一歩リードし
ている状況です。犯罪者は、企業
の防御戦略を知っており、彼らが
作成する標的型マルウェアはそ
の防御を回避するよう、ますます
巧妙化しています。正規のアプリ
ケーション内にマルウェアを潜ま
せます。マルウェアの実行を遅ら
せたり、最も弱いリンクをつきま
す。また、エンドポイントから別の
エンドポイントに移動し、検知さ
れず静かに情報を収集します。
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一方、セキュリティチームは、既知の脅威に対応する困難
に直面しています。より多くのモバイルデバイスがビジネスに
活用されると、セキュリティチームが対応する攻撃の範囲は
拡大していきます。セキュリティチームは、サイロ化された従
来の防御システムから届く数え切れないアラートを処理する
際、非常に複雑で、膨大な量に直面しており、対応時間が遅
れ、本来必要な調査にまでこぎつけなくなっています。同時
に、セキュリティチームは重要なビジネスサービスを中断や
遅延なく提供するよう求められています―エンドポイントで
何か新しいものを検知されるたびに生産性を停止させるこ
とはできません。
その結果、防御をすり抜ける脅威が増加することになり
ます。組織内に長期間にわたり脅威が潜伏し、システムを再
感染させ、さらに深刻な被害を引き起こしています。ITセキ
ュリティの専門家や人員の不足により、問題が悪化していま
す。多くの企業は、防御の迅速化の必要を理解しつつ、徐々
にレースに負けていると感じており、巻き返しが遅れていま
す。

ンクされ、脅威情報を共有し、新たに発見される脅威に自
動的に対応する統合型の仕組みを提供しいます。

McAfee Endpoint Threat Defense

McAfee Endpoint Threat Defense は、強力な脅威検

知能力と保護をを備えています。
■■

Real Protect:* Real Protectは最新の機械学習技術を

■■

Dynamic Application Containment (DAC):* DAC

回避型攻撃の正体

McAfee® Endpoint Threat Defense ソリューションを

利用すると、企業は非常に巧妙な攻撃に対応することがで
きます。複数の最新の防御機能を組み合わせて回避型の脅
威を検知し、不審なコードを多段階で分析し、エンドポイン
トのオンライン状況を問わず、ユーザーまたはシステムに影
響を与える前にマルウェアを捉えます。詳細な静的コード分
析と高度な振舞い分析の両方を組み合わせることで、シグネ
チャベースの防御よりも、ゼロデイマルウェアを検知します。
また、エンドポイントの生産性を維持しつつ、不正な挙動を
迅速にブロックして、
マルウェアによるエンドポイントの損害
やネットワークへの感染を防止することができます。すべて
のエンドポイント セキュリティ ソリューションは、相互にリ
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■■

利用して、シグネチャを使用せずに不審な特徴（実行前の
分析）と実際の挙動（動的な動作分析）の両方に基づい
て、悪意のあるコードを識別します。ゼロデイマルウェア
が潜伏する場所がないよう、最新の難読化手法を排除し
て、隠れた脅威を発見します。
は、生産性を下げることなく、システムを感染から保護す
ることが可能です。エンドポイントが不審なファイルを検
知した場合、DACはマルウェアがしばしば使用する挙動
（レジストリの変更、Tempディレクトリへの書き込み、フ
ァイルの削除など） を迅速にブロックします。ファイルと
ユーザーを1回に数分間停止させる技術とは異なり、DAC
は疑わしいファイルをメモリにロードするため、エンドポイ
ントを変更したり、他のシステムに感染させることはでき
ません。エンドポイントユーザーは、作業を止めることな
く、不審なファイルを別のセキュリティ機能で詳細な分析
を実行し、判別できる機会を提供します。

McAfee Threat Intelligence Exchange: TIEは、
McAfee Global Threat Intelligence （McAfee GTI）、

サードパーティのインテリジェンス情報、および企業独自
の環境に関する脅威情報など、包括的な脅威インテリジ
ェンスを提供し、脅威の検出と対応を迅速化します。セキ
ュリティチームは、様々な脅威情報を共有し可視化するす
ることで、特定までに数日かかっていた脅威も数秒で識別
できます。
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■■

■■

McAfee Data Exchange Layer (DXL): DXLは、他の

セキュリティコンポーネントと連携して、統合的な適応型
の保護ファブリックを提供しす。エンドポイントやMcAfee
Web Gateway などの他のセキュリティコンポーネント間
でリアルタイムな情報の共有および連携を実現し、一対一
のAPI接続が不要です。セキュリティチームは、様々なセキ
ュリティコンポーネントとの連携が実現することで、
「プロ
アクティブな保護」を実現でき、大幅に少ない時間と労力
でセキュリティオペレーションを効率化することができま
す。

McAfee® ePolicy Orchestrator® (McAfee ePO™)
ソフトウェア: McAfee ePOソフトウェアは、統合的な管

理を提供し、それぞれの権利ツールを利用する煩雑さから
解放します。エンドポイントのすべての防御コンポーネン
トおよび複数のベンダーのサードパーティ製品に対応した
シンプルなダッシュボードにより管理を簡素化します。セ
キュリティチームはエンドポイントの脅威保護ファブリッ
ク全体を統合システムとして1つの画面から運用すること
ができます。
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McAfee Endpoint Threat Defense and Response

回避型の脅威に対抗し、プロアクティブな防御をさらに強
化するためには McAfee Endpoint Threat Defense and
Response を選択することができます。これは上記のすべて
のツールおよび McAfee Active Response* を組み合わせ
たソリューションです。強力な検知および復旧ツールに、最
先端のマルウェア追跡および対応機能 (EDR) が追加され
たものです。McAfee Active Response は、サイロ化され
た従来の防衛システムから発生するノイズを排除し潜伏、ま
たは足跡を隠して検索を回避する脅威を問わず、環境内の
あらゆる場所の脅威について、迅速に発見することが可能で
す。
検知を回避するよう設計された高度なマルウェアをブロック

従来のアンチマルウェア戦略は、シグネチャの一致、ル
ールに基づく侵入防御システム（IPS）、ゼロデイマルウェア
の検知を試みるアクセス保護戦略に大きく依存していまし
た。しかし、現在のサイバー犯罪者はこれらの技術をよく熟
知しており、戦略を回避するマルウェアを巧妙に設計しま
す。Real Protect は、エンドポイントのオンライン状況を問
わず、実行前と実行後に詳細な分析を行い、前の世代の技
術を進化させた脅威防御を採用しています。統合型の脅威
情報、実行前の静的分析、動的な振舞い分析を組み合わせ
ており、シグネチャなしでゼロデイマルウェアに対するセキ
ュリティが大幅に向上しています。
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■■

■■

静的分析: Real Protectは、不審に思われる新しいファイ
ルのプロパティを収集した膨大な数の静的特徴を検査し
ます。Real Protectは不審なファイルの静的特徴の網羅
的なリストを、最新の機械学習モデルと1秒以内に比較す
ることで、実行前に大部分の脅威をブロックします。この
軽量な分析は最小限のリソースを使用しますが、エンドポ
イントで直接行われます。
動的分析:
非常に高度なマルウェアは、正当なアプリケ
ーションに偽装するか、またはそれらを悪用することで、
「静的のみ」の防御を通過する可能性があります。しか
し、悪意のある挙動を偽装することはできません。Real
Protect は、不審なアプリケーションがエンドポイントで
試行する行動を分析します。クラウドの機械学習モデルを
使用して、悪意のある挙動をほぼリアルタイムで照合する
ことで、マルウェアがエンドポイント上のRootを取得した
り、他のシステムに拡大することを防ぎます。

Real Protect は、静的および動的の両方の動作分析を

組み合わせ、複数の段階で脅威を評価することで、シグネチ
ャベースや静的のみのソリューションよりゼロデイ脅威の防
御が強化されています。また、組織が持つ大規模な保護ファ
ブリックと統合することで、脅威防御ライフサイクルの各段
階（防御、検知、復旧、適応）の活動を自動化し、加速しま
す。
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一次感染からの保護と、感染の拡大を防止

多くの組織では、サードパーティのファイルやアプリケー
ションを実行する必要があります。セキュリティチームはす
べての実行ファイルをブロックすることはできず、すべての
ファイルを分析するまで、ユーザーに待ってもらうこともで
きません。たとえ可能であっても、現在の非常に高度な脅威
はサンドボックス上での起動を認識し、クリアされるまで
実行を遅延します。DACは Real Protect および McAfee
Endpoint Security と連携して、大部分の回避型の脅威を
検出し、柔軟性と生産性を犠牲にせずに、開始する前に感
染を抑え込みます。

エンドポイントの防御システムが不審な実行ファイル
(
例：グレイウェア) を検知したが、悪意のあるものと決定的
に分類するための十分な情報がない場合、DACは、悪意の
あるアプリケーションが一般的に使用する処理アクション
を自動的にブロックします。ファイルをメモリにロードして、
ユーザーは引き続き生産活動が可能ですが、グレイウェア
はエンドポイントを変更できません。これにより、ユニーク
なマルウェアのバイナリに遭遇した最初のエンドポイントを
防御することで、わずかミリ秒単位で脅威を停止し、感染元
を保護し、感染から他のネットワークを効果的に隔離しま
す。ユーザーは引き続き生産活動が可能であり、セキュリテ
ィチームが修復する必要のある感染件数を削減します。同
時に、DACは、Real Protect の動的分析または McAfee
Advanced Threat Defense サンドボックスを使用して疑
わしいオブジェクトを分析する時間を確保します。
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プロアクティブに環境に適応

多くの組織では、1つのエンドポイントを修復したら、脅威
の修復は終了します。セキュリティチームは個々の感染を検
知して駆除することは可能ですが、拡大した可能性のあるす
べての場所の感染を追跡するための可視性とリソースがあり
ません。その結果、頻繁な再感染と、IT 部門の終わりのない
作業が発生します。

McAfee Active Response のマルウェア追跡および
対応機能を追加することで、McAfee Endpoint Threat
Defense and Response は、脅威対策ライフサイクルで

ある、検知、復旧、防御段階のループを終わらせます。アナ
リストは、組織全体をプロアクティブに探索して、数ヶ月前
システムに侵入して自ら削除したり、、潜伏しているマルウェ
アや脅威を検出することができます。また、McAfee Active
Response は、統 合 脅威 保 護ファブリックの一 部として
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McAfee Threat Intelligence Exchange と通信し、新し

い脅威や脆弱性が発見された瞬間、環境内の他のすべての
エンドポイントにその情報を適用して防御することが可能で
す。McAfee Active Response はワンクリックの復旧、カ
スタマイズ可能なトリガと対応、および統合型ワークフロー
により、脅威防御サイクル （防御、検知、復旧） 全体のセキ
ュリティオペレーションを自動化することが可能です。その結
果、少ない労力とリソースで、新しい攻撃戦略に対してより迅
速に検知、解決、および対応が可能な継続的に進化する脅
威対策モデルとなります。
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類を見ない可視性とスピードを実現

McAfee Endpoint Threat Defense and Response の

すべての機能が連携して動作することで、エンドポイントの
防御に対する継続的なフィードバックの仕組みを構築でき
ます。セキュリティチームは、複数のサイロ化されたツールや
インターフェイスを扱う必要なく、インテリジェンスを自動的
に共有し、すべてのコンポーネント間で効率的な通信を行う
単一の保護網を管理することができます。

McAfee Threat Intelligence Exchange を通して
ローカルのインサイト情報と、McAfee Global Threat
Intelligence やサードパーティの他の情報ソースから常に更
新される情報を組み合わせることで、より正確な脅威の分類
を実現する保護網を構築できます。この保護網を、McAfee
Active Response やその他の McAfee Endpoint Threat

Defense の機能を組み合わせることで、セキュリティチーム

はエンドポイント環境全体の可視性を獲得して、組織の現
在のセキュリティの状況をいつでも確認することができま
す。新たに発見された脅威や脆弱性から得た知識を継続的
に利用して、防御に適応することができます。
「検知して復
旧」から「プロアクティブ防御」への移行がより早くなり、時
にはほぼリアルタイムになります。また、統合型インターフェ
イスを備えた単一のプラットフォームから、これらすべてを
行うことができます。

詳細情報
McAfee Endpoint Threat Defense
およびMcAfee Endpoint Threat
Defenseの詳細について、以下のサイ

トをご覧ください。
■■

■■

www.mcafee.com/
endpointdefense
www.mcafee.com/ETDR

その結果、脅威の検知の迅速化と正確性の向上につなが
ります。オペレーションのオーバーヘッドを劇的に削減しま
す。また、サイバー犯罪者の最新の技術を継続的に学習し進
化する、脅威の進行を食い止める脅威保護ファブリックとな
ります。

*McAfee Endpoint Threat Defense and Response では、米国に存在するデ

ータセンターを利用して、顧客の認証検証、ファイル レピュテーションの確認、不審
なファイルに関連するデータの保存を行います。必須ではありませんが、アプリケー
ションの動的隔離 (DAC) がクラウドに接続する場合があります。McAfee Active
Response、アプリケーションの動的隔離、Real Protectのすべての機能を利用す
るには、クラウド アクセスとアクティブ サポートが必要になります。これらの機能を
利用するには、クラウド サービスの利用条件に同意する必要があります。

〒 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

www.mcafee.com
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