ソリューション概要

場所を選ばず働く従業員向けのセキュリティ
現在の IT 環境は急速に変化
しています。企業がネットワー
ク管理の行き届いたオフィス
勤務からどこからでも働ける
リモート勤務にシフトするに
つれて、現在利用中のアーキ
テクチャでは働く場所が分
散した従業員のスケーラビリ
ティとセキュリティの問題に対
応できないことが分かってき
ました。

McAfeeにアクセス
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ソリューション概要

以下の 3 つのシナリオは、このシフトによって生み出され、
セキュリティ体制に影響を与える状況を説明しています。

1. VPN を介さずに直接インターネットにアクセスする：多く
の VPN では、従業員全員が利用できるほどの拡張性が
ありません。そのため接続の遅延や切断が発生し、ユー
ザーは VPN をオフにしてしまいます。また従業員全員分
のライセンスがないこともあります。このような場合、デ
バイスは、管理されたネットワークのような保護がない状
態で直接インターネットにアクセスすることになります。

2. 企業ネットワークを介さずにデータがクラウド サービス
に送信される：ばらばらの場所で作業するチームの会議
やコラボレーション向けにクラウド ベースのツールの使
用が急増しています。インターネットに直接接続してデー
タがクラウドに送信されると、データを把握できなくなり
脆弱性を生み出します。クラウド内でのデータの共有や
外部との共有も可視化できず、管理もできません。

3. 保護されていないデバイスが仕事に利用される：従業員
にリモートワーク用のノートパソコンを個人で使用するこ
とを依頼する組織もあります。
また、
管理されたラップトッ
プを新しく支給したものの、既存のエンドポイント セキュ
リティが配備されていないという場合もあります。
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自宅にある脆弱な個人デバイス
及び会社支給デバイス

2

企業ネットワーク外での共同作業や
SaaS 使用によるクラウド データの流出
SaaS

個人所有 /
管理対象外

管理対象

インターネット

1

VPN 接続の追加にかかる負担とコスト
VPN

図 1 従業員のリモートワークが増えることで、セキュリティ体制に影響をおよぼしています。
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こういったケースに対応するため、多くの組織では既存のセ
キュリティを補強または拡張します。それでは十分ではない
組織ではすぐに機能追加が必要になります。ではどのように
対処すればよいでしょうか。セキュアで生産的にどこからで
も働ける環境を実現するために以下のことを推奨します :

1. VPN を介さなくても会社支給デバイスが Web ベースの
脅威から保護されている。

2. 会社支給デバイスから、VPN を使用せずに承認済みク
ラウドサービスに接続できる。

3. クラウドサービスがデバイス チェックやデータ管理を行
い、また SaaS アカウントへのインターネット経由の攻
撃に対処する。

4. 会社支給デバイスに完全なエンドポイント脅威対策、検
出機能、レスポンス機能が配備されている。

5. 企業の SaaS アプリケーションに個人デバイスからアクセ
スできるが、クラウド上の機密データへのアクセスは条
件付きとする。

在宅勤 務の従 業 員を保 護するためのこれらの要件には、
以下のセキュリティ機能で対応できます。
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Web サイトへのダイレクト アクセスとクラウド アクセス

McAfee® MVISION Uniﬁed Cloud Edge ではクラウドベー
スの安全な Web ゲートウェイを使用して、オンプレミスの
セキュリティと同等の Web 保護機能 ( 管理対象デバイスか
らインターネット接続する際のアクセス制御、高度なマル
ウェア対策、データ損失防止 ) を提供します。大企業向け
に設計されていてサービス可用性が高く、平均 99.999% を
達成しています。1 管理対象デバイスは自宅から、また世界
中からクラウドベースの安全な Web ゲートウェイに接続で
きます。McAfee® Web Gateway を既に使用している場合
はこのクラウドサービスを追加して、ハイブリッドの Web セ
キュリティを配備できます。

エンドポイント及びクラウドサービスでのデータ保護

企業ネットワーク外でのデータ保護にはデータが作られる場
所、つまりエンドポイントでの管理が必要になります。管理
対象エンドポイントにデータ損失防止を配備すれば、機密
データや規制対象データが USB や外部メディアに抜き出さ
れて可視化できなくなってしまうという事態を回避できます。

リモートでの共同作業によってクラウドサービスに送られる
データ量が増加しています。こういった状況に対応するため、
クラウド アクセス セキュリティ ブローカー (CASB) は包括
的なセキュリティを提供しています。 CASB はクラウドへ送
られるデータ、クラウド内を移動するデータ、クラウドから
送られるデータを可視化して管理し、またシャドー IT の脅
威対策や管理も提供します。
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保護されていない管理対象デバイスにエンドポイント
セキュリティを追加

管理対象デバイスを新たに従業員に支給する際、以下のい
ずれかの方法でエンドポイント セキュリティを追加できます。
McAfee® Endpoint Security のサブスクリプション ライセン
スをお持ちの場合は、1 ユーザーあたりデバイス 5 つまです
ぐにソリューションを配備できます。新しいユーザーの場合
は McAfee Endpoint Security ライセンスを追加できます。
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MVISION UCE
SaaS

Web ゲートウェイ

iOS や Android デバイスは McAfee® MVISION Mobile で
保護できます。これは機械学習を使ってリアルタイムにデバ
イスやネットワークを保護し、フィッシングや悪意のあるア
プリケーションによる攻撃に対処します。

管理対象外

1

Web サイトへのダイレクト アクセスを保護

Internet

管理対象

保護されていない個人デバイスにエンドポイント セキュ
リティを追加
個人デバイスはその名の通り IT チームに管理されていない

デバイスであり、個々のエンドユーザーがセキュリティをイ
ンストールし管理しなければなりません。McAfee® Home
Use プログラムでは、企業向けに McAfee® LiveSafe ™ を
販売しています。従業員は各自の個人デバイス上で独自に使
用できます。まずは homeuse@mcafee.com にご連絡く
ださい。

CASB

個人デバイス /
追加の会社支給デバイスの保護

クラウド データ保護

図 2 McAfee エンドポイント セキュリティ、McAfee Web セキュリティ、
CASB で在宅勤務の問題を解決。

こ れ ら の ソ リ ュ ー シ ョ ン の 詳 細 に つ い て は、
mcafee.com/workfromhome をご覧ください。

2020 年 4 月に 90 日間連続で測定。現在のステータスはこちらから確認できます。https://trust.mcafee.com/web/ また計算の詳細はこちらから
確認できます。 https://trust.mcafee.com/saas_sla.pdf.
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