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McAfee Endpoint
Protection for Mac
職場のMacを保護しましょう

キーポイント

Macのシェア拡大に合わせて
Macに対するセキュリティ攻
撃が増加しているのは偶然で
はありません。Macを取り巻く
現状を確認しておきましょう。
■

■

■

■

■

Windows PCのシェアが低下
し、Macがシェアを伸ばして
いる。
マーケター、エンジニア、役
員など、ビジネスにMacを利
用するユーザーが増加して
いる。
PCと同様に重要なデータに
アクセスしたり、保存してい
るMacが職場で増えている。
多くのハッカーやサイバー
犯罪者が攻撃対象としての
Macの価値に気付いている。
対策: Windows PCと同様に
保護する必要がある。

McAfee® Endpoint Protection for Macは、
ウイルス対策、
スパイウェア対策、
ファイアウォール、
アプリケーション保護を備えた完全な保護対策でApple
Macintoshエンドポイントを保護します。Apple Macintoshデスクトップやラップ
トップに被害が及ぶ前にマルウェアなどのセキュリティ脅威を阻止し、会社の
ネットワークへの拡散を防ぎます。McAfee Endpoint Protection for Macは、運
用コストを増大させずにMicrosoft Windows PCと同じレベルでMacを保護で
きます。
また、
コンプライアンス要件も満たすことができます。Appleはマーケッ
ト シェアを伸ばし、ユーザー数が増えています。職場でMacを使用したいとい
うビジネス ユーザーも少なくありません。職場でMacを安心して利用できるよ
うに、McAfee Endpoint Protection for Macをご検討ください。
Macには多くの通説や誤解があります。Macは、
Windows PCのようにセキュリティ脅威（ウイルス、
トロイの木馬、
スパイウェアなど）の影響を受けに
くい、
というのもその一つです。
しかし、そのような
ことはありません。確かに、ネットワークに侵入す
るためにMacが狙われるケースが少なかったの
は事実です。
デザイン会社や広告制作会社を除くと、Macがビ
ジネスに利用されるケースが稀だったため、
これ
は問題になりませんでした。
しかし、Macプラット
フォームがシェアを伸ばし、
コンプライアンスに対
する目が厳しくなっているため、企業のセキュリ
ティにとってMacエンドポイントの保護は不可欠
な要素となっています。

McAfee Endpoint Protection for Macを利用する
と、
この課題を解決するだけでなく、多額の費用
をかけずにWindows PCと同じレベルの保護を実
現できます。エンドポイントの統合管理により、運
用コストを抑えながら組織全体のセキュリティ コ
ンプライアンスを向上させることができます。

ウイルス対策以上のセキュリティ

職場で利用されるMacの増加に伴い、新たに発生
する脅威に対応するため、マカフィーでは高度な
セキュリティ技術を導入してきました。

現在の脅威は、以前のウイルス対策で対応可
能なレベルではありません。McAfee Endpoint
Protection for Macは、
ウイルス対策だけでなく、
ス
パイウェア対策、強固なシステム ファイアウォー
ル、
アプリケーション保護を含む高度なマルウェ
ア対策で組織のMacユーザーを保護します。
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図 1. McAfee Endpoint Protection for MacがMacを保護し、セキュリティ境界のギャップを解消

McAfee Endpoint Protection for Macは、
ウイルス、
スパム、
スパイウェアだけでなく、悪質なエクスプ
ロイトもブロックします。
■

■

■

■

スパイウェア対策がスパイウェアと不審
なプログラム（PUP）をブロックし、インス
トールや個人情報の収集を防ぎます。
オンアクセス スキャンがシステムを常時
保護します。
スキャン機能を選択できるの
で、
システム パフォーマンスを向上させる
ことができます。
デスクトップ ファイアウォールがネット
ワークを狙う攻撃を阻止し、Macへの感染
を防ぎます。サイバー攻撃の入口を塞ぎ、
承認済みのトラフィックだけを許可しま
す。
また、脆弱性を特定する偵察活動もブ
ロックします。
アプリケーション保護は、Mac上での未承
認アプリケーションの実行を拒否します。
また、攻撃者による既存のアプリケーショ
ンの改善も防ぎます。

McAfee Endpoint Protection for Mac

MacとPCを集中管理
McAfee Endpoint Protection for Macの高度な保
護機能だけでなく、McAfee ePolicy Orchestrator®
（McAfee ePO™）によりMacとWindows PCの両方
を1つのコンソールで管理できます。
■

■

■

■

■

すべてのエンドポイントを少ないリソー
スで管理できるので、管理コストを削減
できます。
発生源に関係なく、セキュリティ インシデ
ントにより迅速に対応できます。
強力なレポート機能により、セキュリティ
要件に対する対応状況を確認できます。
ネットワークに新しいMacを迅速かつ
シームレスに追加できます。
すべてのエンドポイント
（PCとMac）のセ
キュリティ設定を同時に更新できます。

McAfee ePOにより、場所やエンドポイント、
ソフト
ウェア プラットフォーム、ユーザー数に関係なく、
分散する職場環境を保護できます。
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アプリケーションとデータのロック

システム要件

McAfee Endpoint Protection for Macのアプリケー
ション保護機能は、正規のアプリケーションを改
ざんしたり、不正なソフトウェアを新たにインス
トールしてデータを収集する攻撃を阻止します。

Apple Mac OS X 10.10
（Yosemite）以降

■

Apple Mac OS X 10.9
（Mavericks）以降

■

Apple Mac OS X 10.8
（Mountain Lion）以降

■

■

Apple Mac OS X 10.7
（Lion）以降

■

Apple Mac OS X 10.6
（Snow Leopard）以降

■

■

■

管理者は、Mac上で実行を許可するアプ
リケーションを設定し、他のアプリケー
ションのインストールや実行を阻止でき
ます。
ネットワークの受信接続または送信接続
を不正なプログラムから保護します。
会社のポリシーを維持するようにMacエ
ンドポイントをロックします。

サイバー犯罪に例外はない

サイバー犯罪者は手段を選びません。正規のビジ
ネスと同様に、投資から最大の利益を得ることし
か考えていません。ユーザーが少なく、主に学生
やデザイナー、
ミュージシャンが利用している頃
は、犯罪者にとってMacは魅力的な存在ではあり
ませんでした。
しかし、状況は変わりました。
図2.市場でシェアを伸ばすApple
（出典: StatCounter Global Stats）

高度なステートフル ファイアウォール

McAfee Endpoint Protection for Macは、業界で最
も高度なファイアウォールを搭載し、Apple Macを
保護します。
■

■

■

■

■

Macが普及し、ビジネスでも重要な役割を果たす
ようになった現在では、Macの保護は企業にとっ
て重要な課題です。情報を公開しなければ安全と
いうのは、
もはや過去の話です。

特定のネットワーク、サブネット、ホスト、
IPアドレス、
ドメインに対する未承認のア
クセスを阻止します。
ネットワークの送信接続を追跡し、受信接
続と送信接続が対応していることを確認
します。
共通のMcAfee ePO拡張ファイルにより、
MacとWindowsシステムに同じネットワー
ク ファイアウォール ポリシーが施行され
るので、管理対象のMacに組織のファイア
ウォール ポリシーを適用できます。
DNSブロック ポリシーにより、未承認サイ
トへのアクセスを阻止します。
位置情報に対応したポリシーにより、社
内だけでなく社外にあるMacも保護でき
ます。
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