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McAfee Endpoint
Protection̶
Advanced Suite
ゼロデイ攻撃の阻止とコンプライアンス対応の支援

キーポイント
■

■

■

システム、データ、
メール、
Webの脅威やコンプライ
アンス違反からWindows、
Mac、Linuxを保護します。
1つのベンダーのソリュー
ションにエンドポイントと
データ セキュリティが統合
されているので、
コストを削
減しながらセキュリティ対策
を強化できます。

集中管理機能と拡張性に優
れたセキュリティ フレーム
ワークにより、管理作業を効
率的に行い、保護対策を強
化できます。

職場でのモバイル デバイスの利用が広まり、法規制が強化されている現
在、セキュリティの管理はより難しい作業になっています。Intel® Securityの
McAfee® Endpoint Protection̶Advanced Suiteは、統合されたプロアクティ
ブなセキュリティ対策で高度なマルウェアやゼロデイ攻撃を阻止します。モバ
イル環境で使用されるエンドポイントにも対応し、会社のネットワークを保護
します。統合された侵入防止機能により、高度脅威からデスクトップを保護し
ます。ポリシーを一元管理し、マルチプラットフォームにも対応しています。す
べてのエンドポイント資産を監査し、保護状態を維持できます。
攻撃者の手口は進化しています。高度な脅威を阻
止するには、可視性を実現し、
これらの脅威を検
出できるツールが必要になります。エンドポイン
トに対するリスクは巧妙化する犯罪者の手口以
外にも存在します。Webやメール ゲートウェイ、
ネットワーク ファイアウォール、ネットワーク侵入
防止などの従来の技術で保護されていない環境
（ホテルやコーヒーショップ、
自宅など）
でもラッ
プトップが使用されています。Wi-Fiネットワーク
では通信が盗聴される可能性もあります。
会社のネットワークから切り離されたPCは、パッ
チや更新がタイムリーに適用されなくなるため、
ゼロデイ攻撃を受けやすくなります。
コンプライア
ンスを維持するためにもパッチや更新の重要性
が高まっています。業界や政府の規制も強化され
ています。社内、社外を問わず、Webを適切に利用
し、機密データの管理を厳格に行うことが企業に
求められています。

McAfee Endpoint Protection̶Advanced Suite
は様々なセキュリティ対策、
コンプライアンス管
理、統合管理機能により、
この課題を解決します。
このソリューションは、
ウイルス、ハッカー、
スパ
ム、情報流出を阻止するだけなく、効率的な監査
を実施し、
コストの削減を図ることができます。

インテリジェントな統合セキュリティ

標的型攻撃を迅速に検出し、対応するには、脅威
対策、検出、修復の戦略を立てるだけでなく、セ
キュリティ コンポーネントを統合するフレーム
ワークが必要です。McAfee Endpoint Security 10
（スイートを含む）は、複数のエンドポイント保
護技術とリアルタイムで通信を行い、新しい高度
脅威を迅速に阻止し、
システムやユーザーへの影
響を未然に防ぎます。
このフレームワークを使用
すると、技術の重複を排除し、他のIntel Security
ソリューションを統合して管理作業を簡素化し、
保護対策を強化できます。
また、McAfee Global
Threat Intelligence（GTI）により、市場で最も優れ
たセキュリティ情報を利用し、分析を行うことがで
きます。
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Intel Securityが選ばれる
理由
■

■

■

真の集中管理機能を提供し
ます。

弊社の統合セキュリティ フ
レームワークを使用すると、
技術の重複を排除し、拡張
性に優れたアーキテクチャ
を構築できます。
McAfee Global Threat
Intelligenceは、業界で最も
包括的な脅威情報を配信し
ます。弊社は、業界で最も優
れた保護対策と脅威情報を
提供しています。

ウイルスやスパムを阻止する最新の電子メー
ル保護

プロアクティブなWebセキュリティ

弊社のソリューションは、送受信されるメールを
スキャンし、
スパム、不適切なコンテンツ、有害な
ウイルスの有無を確認します。不審なメールは
隔離し、ネットワークやユーザーに影響を及ぼす
攻撃を未然に防ぎます。
また、
メール サーバーを
保護するウイルス対策により、ユーザーのメール
ボックスをマルウェアから保護します。

このソリューションでは、閲覧前に不正なWebサ
イトを警告するので、法令違反を防ぎ、Web閲覧
でのリスクを回避できます。ホストベースのWeb
フィルタリングにより、Web サイトへのアクセスを
承認またはブロックできます。時間や場所に関係
なくユーザーを保護できます。
プライベートURL
もブロックできます。複数のWebサーバーの最新
バージョンに対応しています。

ゼロデイ攻撃と脆弱性に対する保護対策

運用コストを削減できる管理プラットフォーム

緊急パッチを適用する必要がなくなります。エク
スプロイト防止とホスト侵入検知がエンドポイン
トを監視し、不正なコードによるアプリケーション
の乗っ取りや特権昇格を防ぎます。
シグネチャを
自動的に更新し、
ノートPCとデスクトップを攻撃
から保護します。組織のスケジュールに合わせて
パッチをテストし、実装できます。弊社が特許を取
得している動作対策でバッファー オーバーフロー
攻撃を未然に防ぐことにより、最先端の脆弱性対
策を実現できます。

統合ファイアウォール

McAfee GTIを使用する弊社の統合ファイアウォー
ルは、未請求の受信トラフィックをブロックし、送
信トラフィックを制御します。
これにより、ボット
ネット、分散型サービス拒否（DDoS）攻撃、高度な
持続型攻撃、危険なWeb接続からデスクトップと
ノートPCを保護します。
スタートアップ時は、
ファ
イアウォール ポリシーが完全に施行されるまで
送信トラフィック以外は許可しません。

効率的なポリシー監査とコンプライアンス

エージェントベースのポリシー監査でエンドポイ
ントをスキャンし、すべてのポリシーが最新の状
態であることを確認します。ベストプラクティスの
ポリシー（ISO 27001、CoBITなど）や業界の主要
な規制を遵守できます。

包括的なデバイス制御

USBドライブ、Apple iPod、Bluetooth機器、書き込
み可能なCDやDVDなど、
リムーバブル メディアを
介した外部への情報流出を防ぎます。ユーザーや
機密データの場所に関わらず、デスクトップやラッ
プトップから実行されるすべてのデータ転送を監
視し、制御します。ユーザーが会社のネットワーク
に接続していない場合でも管理できます。

McAfee Endpoint Protection̶Advanced Suite

McAfee® ePolicy Orchestrator®（McAfee ePO™）
は、セキュリティ対策の管理と施行を一元的に行
うプラットフォームで、セキュリティ管理のコスト
を削減できます。
これにより、組織全体のセキュリ
ティとコンプライアンスの対応状況を一目で把握
できます。

エンドポイント、ネットワーク、データのセキュリ
ティ対策から収集した脅威情報やイベントを相関
分析することで、効果的なセキュリティ対策を実
施し、
コンプライアンス レポートを作成できます。
すべてのセキュリティドメインを統合する管理プ
ラットフォームを提供しているのは弊社だけです。
McAfee ePOにより、セキュリティ管理が簡単にな
ります。

迅速で簡単な配備

強化された保護対策を迅速に配備できます。数回
のクリックでEASIインストーラーが強固な保護対
策をインストールします。McAfee ePOとの統合に
より、1つの環境でセキュリティ対策の配備と管理
を行うことができます。

簡単な移行

McAfee ePO、McAfee® VirusScan® Enterprise、
McAfee Agentの最新バージョンを使用している
環境では、弊社の自動移行ツールで既存のポリ
シーをMcAfee Endpoint Security 10に移行でき
ます。移行時間は20分程度です*。

詳細情報

詳細については、www.mcafee.com/jp/
products/endpoint-protection/index.aspxを
ご覧ください。
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機能

利点

単一コンソールでの統合管理

McAfee ePOにより、組織全体のセキュリティ状況やイベントを迅速に把握し、セキュリティと
コンプライアンスを一元管理できます。

マルチプラットフォーム

Mac、Linux、Microsoft Windowsなど、社内やモバイル環境で働く従業員のエンドポイントを
保護できます。

デバイス制御

リムーバブル ストレージにコピーされるデータを監視して制限します。
また、社外に持ち出さ
れるメディアを監視し、制限します。

デスクトップとノートPCを保護する
IPS/統合ファイアウォール

ゼロデイ対策で新しい脆弱性を阻止します。緊急パッチの適用回数を減らし、ネットワークに
アクセスするデスクトップ アプリケーションを制御してネットワーク攻撃を阻止できます。

マルウェア対策

ウイルス、
トロイの木馬、
ワーム、
アドウェア、不審なプログラムをブロックし、機密データの漏
えいやユーザーの生産性の低下を防ぎます。

スパム対策

マルウェアを散布するサイトやフィッシング詐欺サイトに誘導するスパムを排除します。

URLフィルタリングと安全検索による
Web管理

不正なサイトを閲覧する前にユーザーに警告を行い、
コンプライアンスを維持します。社内
だけでなく、社外のネットワークに接続している場合でもユーザーを保護します。

メール サーバーの保護

メール サーバーへのマルウェアの侵入を阻止し、ユーザーのメールボックスを保護します。

ポリシー監査

HIPAA、PCIなどのコンプライアンス レポートを生成できます。

* 移行の所要時間は、既存のポリシーと環境の状況によって異なります。
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