データシート

McAfee Data Loss
Prevention Endpoint
データ漏えいを防ぎましょう

主な特長
■

■

■

■

■

リアルタイムの流出対策:
McAfee Threat Intelligence
ExchangeとMcAfee Data
Exchange Layerと連動し、
リ
アルタイムの監視と可視性
を実現しています。

高度な保護能力: フィンガー
プリンティング、分類、
タグ付
けにより、知的財産や企業
秘密などの重要な非構造化
データを保護します。

集中管理: McAfee® ePolicy
®
Orchestrator（McAfee
ePO™）
との統合で、ポリシー
とインシデントの管理を簡
単に行うことができます。

コンプライアンスの維持:
メールの送受信、
クラウドへ
の送信、
リムーバブル メディ
アへのダウンロードなど、エ
ンドユーザーの日々の操作
を監視し、
コンプライアンス
を維持します。

エンド ユーザーの教育: ポッ
プアップでリアルタイムに
フィードバックを表示し、セ
キュリティ意識を高め、企業
の方針を共有できるように
します。

知らないうちにデータが盗まれていませんか。顧客情報、知的財産、財務デー
タ、個人用のファイルが外部に流出しているかもしれません。侵入者はハッ
カーだけとは限りません。従業員の不注意で情報が漏えいしている可能性も
あります。故意かどうかにかかわらず、データ漏えいはメール、Webへの送信、
USBドライブ、
クラウドへのアップロードなど、あらゆる経路で発生する可能性
があります。
また、流出による被害は甚大なものになります。
（APT）を迅速に検出・対応し、データの流出を防
毎日多くの企業で大規模なデータ流出が発生し
ぎます。
ています。データ侵害による被害とその修復に
かかる費用は莫大なものになります。Ponemon
Instituteが発表した最新の『Cost of Data Breach
高度な保護能力
Study』1によると、重要な情報や機密情報が含ま
McAfee DLP Endpointは、
リムーバブル ストレー
れるレコードの流出または盗難でレコード1件あ
ジ デバイス、
クラウド、
メール、インスタント メッ
たりの被害額は平均201ドルになります。企業が
セージング、Web、印刷、
クリップボード、
スクリー
賠償等で支払った費用の平均総額は590万ドル
ン キャプチャ、
ファイル共有アプリケーションな
に上ります。データ漏えいを簡単かつ効率的に阻
ど、漏えいの可能性があるすべてのチャネルを保
止するだけでなく、業界の基準や法規制に遵守し
護する包括的なセキュリティ対策を提供します。
ながら知的財産を保護しなければなりません。
こ
®
主な機能は次のとおりです。
のような課題を解決するのがMcAfee Data Loss
Prevention Endpoint（McAfee DLP Endpoint）
です。
新機能! 手動分類 − エンドユーザーが
手動で文書を分類できます。従業員に
リアルタイムの流出対策
データ保護の意識付けを行い、管理作業
McAfee DLP Endpointを使用すると、エンドユー
を軽減できます。
ザーの操作をリアルタイムで監視し、一元管理さ
新機能! ユーザーによるスキャンと修復
れたセキュリティ ポリシーを適用できます。従業
の開始 − エンドユーザーがエンドポイ
員の生産性を阻害することなく、重要なデータの
ントの検出スキャンを実行し、修復作業
転送を制御できます。McAfee DLP Endpointは、
を行うことができます。
McAfee Threat Intelligence ExchangeとMcAfee
新機能! Mac OSサポートの強化 − Mac
Data Exchange Layerに統合されています。McAfee
OSでのコンテンツ識別が強化されまし
Data Exchange Layerと連動し、不正と識別された
た。
リムーバブル ストレージ、
アプリケー
アプリケーションによる重要データの使用をブ
ションによるファイル
アクセス、
ネット
ロックします。信頼されていないエンドポイントに
ワーク共有に対する保護能力が強化され
対しては、
より厳格なセキュリティ ポリシーを適用
ています。
できます。セキュリティ インフラ全体に接続して
いるMcAfee DLP Endpointは、高度な持続型脅威
■

■

■
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対応プラットフォーム
■

■

Windows 7以降（Enterprise、
Business）、
32ビット/64ビット

Windows 8/8.1以降
（Enterprise、Professional）、
32ビット/64ビット

■

■

■

■

Windows Server 2008 R2/
2008 SP2以降、
32ビット/64ビット

■

■

Windows Server 2012/
2012 R2以降、64ビット
Mac OS X Mountain Lion
10.8.5

■

Mac OS X Mavericks 10.9.5

■

Mac OS X Yosemite 10.10

■

対応ブラウザー
■

Internet Explorer 8から11

■

Mozilla Firefox 34以降

■

Google Chrome 31以降

McAfee ePOとエージェント
■ McAfee ePO 4.6.9、
5.1.1
■

■

McAfee Agent for
Windows 4.8パッチ2、5.0
McAfee Agent for Mac 4.6
パッチ3、4.8パッチ2、5.0

新機能! 再起動が不要に − McAfee DLP
Endpoint 10.0以降のアップグレード時に
再起動が不要になり、効率的な管理が可
能になりました。
ディクショナリ、正規表現と検証アルゴリ
ズム、登録文書、サードパーティのエンド
ユーザー分類ソリューションのサポート
など、柔軟な分類が可能になりました。
固有のタグ付け技術により、作成元に基
づいて文書を識別します。Web アプリ
ケーション、ネットワーク アプリケーショ
ン、ネットワーク共有からの重要な情報
の複製、名前の変更、組織外への送信を
阻止します。
高度な可視性により、
リモート デスクトッ
プとVDIのソリューションを保護します。

集中管理

®
McAfee® ePolicy Orchestrator（McAfee
ePO™）
と
の統合により、McAfee DLP Endpointの配備を一
元的に行い、管理作業を簡単に行うことができま
す。McAfee DLP Endpointの管理インターフェース
も刷新されました。再利用可能なルール セットに
より、柔軟性だけでなく、ユーザーの操作性も向上
しています。

主な機能は次のとおりです。
■

■

McAfee ePOとの統合により、McAfee
DLP Endpointで管理作業を行うために
Internet ExplorerのActiveXコントロール
をインストールする必要がなくなりまし
た。
複数のポリシーと再利用可能なルール
セットを使用して、組織全体に複数のDLP
ポリシーを定義したり、事務所、部門、法
規制などに応じてポリシーを作成できま
す。

■

■

■

■

インシデント管理の柔軟性が向上しまし
た。インシデント プロパティ
（デバイスの
シリアル番号、エビデンス ファイルの名
前、
グループなど）
ごとにクエリー、
フィル
タリング、表示を行うことができます。
イベント管理と監査を一元的に行うこと
ができます。
ポリシー管理やインシデント レビュー
で、役割ベースのアクセス制御（権限の分
担）が強化されました。
ヘルプ デスクのインターフェースにアク
セスできます。

コンプライアンスの維持とエンドユーザーの
教育

組織の境界が曖昧になっている現在、企業にとっ
てコンプライアンスの維持は難しい課題になって
います。McAfee DLP Endpointは、
日々のユーザー
の操作を監視するだけでなく、ユーザーの教育を
行い、
コンプライアンス対応を支援します。ボタン
をクリックすると、McAfee DLP Endpointが監査担
当者、上級管理者、
コンプライアンス対応の関係
者に詳細なレポートを送信します。
また、法規制と
ユースケースに関するポリシーにより、
コンプラ
イアンスを簡単に維持することができます。ユー
ザーがポリシーに違反する操作を行うと、ポップ
アップが表示され、
フィードバックがリアルタイム
で提示されます。
これにより、セキュリティに対す
る意識を向上させ、セキュリティに対する企業文
化を高めることができます。

詳細情報

詳細については、http://www.mcafee.com/jp/
products/dlp-endpoint.aspxをご覧ください。

1. 2014 Cost of Data Breach Study: United States（2014年データ漏えいコストに関する調査報告書: 米国）、Ponemon Institute（2014年9月）
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