データシート

McAfee Endpoint
Threat Protection

ビジネスの成長に合わせて拡張可能なセキュリティ対策

主な特長
■

■

■

マルチレイヤーの協調型の
保護技術でセキュリティを
強化します。
必要に応じて、保護機能を
簡単に拡張できます。

一元管理により、生産性が向
上します。消費されるシステ
ム リソースは最小限で、
ス
キャンがユーザーの操作に
影響を及ぼすこともありま
せん。

脅威は進化を続けています。今後もこの状況は変わらないでしょう。エンドポ
イントはすでに強力な保護対策で保護されています。
しかし、新しい技術を常
に追加していかなかれば、必要な保護レベルを維持することはできません。
その結果、セキュリティ対策はさらに複雑になり、サイロ化が進んでいます。
McAfee® Endpoint Threat Protectionは、いま必要とされている保護機能だけ
でなく、新たに発生する高度な脅威にも対応できるセキュリティ対策を提供し
ます。
このソリューションには、脅威対策、
ファイアウォール、Webやメールの保
護、デバイス コントロールなどが統合されています。
これらの機能が相互に連
携し、脅威をリアルタイムで分析してシステムやユーザーへの被害を未然に防
ぎます。
協調型のエンドポイント フレームワーク

統合を念頭に置いて開発されたMcAfee Endpoint Threat Protectionは、複数の保護機能が連動し、
リア
ルタイムで情報を共有します。
これにより、不審なファイル、Webサイト、不審なプログラムを迅速に識別
し、
ブロックします。

事例

Web から不正なファイルをダウンロード
ファイル ハッシュが Web 管理から
脅威対策に送信され、ODS が開始
する。

Web 管理

クライアントの
ユーザー インターフェース

不正なファイルが検出され、
フルアク
セスが許可される前にブロックされ
る。

McAfee ePO

フォレンジック データが収集される
(送信元 URL、
ファイル ハッシュなど
の情報)。
イベント データが他のモジュールや
McAfee® ePolicy Orchestrator®
(McAfee ePO™) と共有され、
クライア
ントのユーザー インターフェースに
表示される。

ファイア
ウォール

今後追加
される
統合機能

脅威対策

図1. McAfee Endpoint Threat Protectionによる防御体制
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現在だけでなく将来にも対応した統合ソ
リューション

連動性のない単体製品を配備する必要はありま
せん。McAfee Endpoint Threat Protectionでは、
協調型のフレームワークが採用され、複数の保護
技術がリアルタイムで連携します。
これにより、脅
威分析を強化するだけでなく、収集されたフォレ
ンジック データを他の保護機能と共有できるの
で、別のエンドポイントで発生した脅威や別の入
口から侵入した脅威も迅速に識別し、
ブロックで
きます。

このアプローチでは、配備も柔軟に行うことがで
きます。購入時にすべての機能をインストールし、
後で設定する機能を決めることもできます。
また、
ポリシーを変更することで、機能を簡単に有効に
することができます。
弊社のフレームワークは、新しい技術を簡単に追
加できるアーキテクチャを採用しているので、必
要に応じて保護機能の拡張が可能です。
より巧妙
な脅威が出現したときに、別の高度な保護機能を
いつでも追加することができます。

手頃な価格で、パフォーマンスに対する影響
も少ない

McAfee Endpoint Threat Protectionは、拡張可
能なフレームワークを採用し、
コアとなる保護技
術を搭載しています。拡張は簡単で、パフォーマ
ンスへの影響も少ないので、生産性が向上しま
す。たとえば、McAfee ePolicy Orchestratorで集中
管理を行うので、業務をより効率的に実施できま
す。
このソフトウェアでは、セキュリティ ポリシー
の配布、モニタリング、管理を1つの画面で行うこ
とができます。環境内で複数のオペレーティング
システムが実行されている場合でも、Microsoft
Windows、Apple Macintosh、Linuxシステムに適
用できるクロスプラットホーム ポリシーを使用で
きます。McAfee Endpoint Threat Protectionの各
コンポーネントでは、共通の言語（McAfee Data
Exchange Layer）を使用しているので、技術や応
答速度を考慮してプロセスを最適化できます。
ま
た、露出範囲を狭くしてリスクの軽減を図ることも
できます。
スキャンは操作に影響を及ぼしません。
メモリー
やCPUの利用率を最適化し、
システムへの影響
を最小限に抑えることもできます。分かりやすい
ユーザー インターフェースが標準装備されてい
るので、実行されたアクションとその理由を簡単
に確認できます。

図2. 管理者にもユーザーにも分かりやすいユーザー インターフェース
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コンポーネント

利点

脅威対策

多層型の保護対策でマル
ウェアの検出、封じ込め、修
復を迅速に行う包括的なセ
キュリティです。

• ヒューリスティックやオンアクセス ス
キャンにより、既知または未知のマル
ウェアも検出します。
• ポリシーと配備を単純化し、Windows、
Mac、Linuxプラットフォームを保護しま
す。
• 信頼されたプロセスにはスキャンを実
行せず、不審な対象に優先度を設定し
ます。
これにより、パフォーマンスが最
適化されます。

Webの保護やファイアウォールと連携
して分析能力を強化し、潜在的な脅威
のブロック ルールを自動的に適用す
る多層型のマルウェア対策です。

統合ファイア
ウォール

ボットネット、分散型サービ
ス拒否（DDoS）攻撃、信頼さ
れていない実行ファイル、
高度な持続型脅威、危険な
Web接続からエンドポイン
トを保護します。

• ポリシーを施行してユーザーを保護
し、生産性を維持します。
• 不要な受信接続をブロックし、送信要
求を制御することで帯域幅を保護しま
す。
• 信頼されたネットワークや実行ファイ
ル、危険なファイルや接続をユーザー
に通知します。

社内ネットワークに接続していない
ノートPCやデスクトップも、
アプリケー
ション ポリシーと位置情報ポリシーで
保護します。

Web管理

Web保護とフィルタリング
により、エンドポイントでの
Web閲覧を保護します。

• 不正なサイトに移動する前に警告を表 McAfee Global Threat Intelligenceと
連携して、Windows、Mac、Linux、複数
示するので、
リスクを軽減し、
コンプリ
のブラウザーを保護します。
ライアンスを遵守できます。
• 危険なサイトや不適切なサイトを許可
またはブロックすることで、脅威を阻止
し、生産性を維持できます。
• 危険なダウンロードは、
ダウンロード
が開始する前にブロックします。

McAfee Data
Exchange
Layer

セキュリティを統合し、Intel
Security製品や他社製品間
の通信を簡素化します。

• 統合により、
リスクを軽減し、対応時間
を短縮できます。
• オーバーヘッドが減少し、運用スタッフ
のコストを削減できます。
• プロセスを最適化し、実用的な推奨事
項を利用できます。

• セキュリティ製品間で最も重要な脅
威情報を共有できます。
• 他のすべてのエンドポイントと脅威
情報を迅速に共有し、脅威を未然に
防ぐだけでなく、保護機能も更新で
きます。

McAfee ePOに
よる管理

拡張性と柔軟性に優れた管
理機能で、セキュリティ ポリ
シーを1つのコンソールで
管理し、セキュリティ問題の
識別と対応を行うことがで
きます。

• セキュリティ ワークフローを統合して
簡素化しています。
• 可視化と柔軟性を強化し、安心してアク
ションを実行できるようにします。
• カスタマイズ可能なポリシー施行で1
つのエージェントを迅速に配備し、管
理できます。
• 動的で自動的なクエリー、
ダッシュボー
ド、対応により、情報の取得から対応ま
での時間を短縮できます。

• 1つのコンソールできめ細かい制御
を行い、セキュリティ管理作業を迅
速に実行できます。
また、
コストの削
減も可能です。
• 業界で広く知られた優れたインター
フェースを利用できます。
• ドラッグアンドドロップに対応した
ダッシュボードでセキュリティ エコ
システムを管理できます。
• オープン プラットフォームを利用し
ているので、新しいセキュリティ技術
をすぐに導入できます。

対応プラットフォーム
■

■

■

Windows: 7、To Go、8、8.1、
10、10 November、
10 Anniversary
Mac OS X 10.5以降
Linux 32/64ビット プラッ
トフォーム: RHEL、SUSE、
CentOS、OEL、Amazon
Linux、Ubuntuの最新バー
ジョン

サーバー:
■ Windows Server
（2003
SP2以降、2008 SP2以降、
2012）、Windows Server
2016
Windows Embedded
（Standard 2009、Point of
Service 1.1 SP3以降）

■

■

Citrix Xen Guest

■

Citrix XenApp 5.0以降

顧客のメリット

差別化

McAfee Endpoint Threat Protectionの詳細については、www.mcafee.com/jp/products/endpointthreat-protection.aspxをご覧ください。
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