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McAfee SaaS Email
Protection & Continuity

電子メール保護、接続性の維持、
コンプライアンス対応で効率的なビジネス展開

電子メールの保護とアクセス
を簡単に
McAfee SaaS Email
Protection & Continuityの電
子メール保護機能の特徴:
■■
境界でのIPフィルタリングに
より、ネットワークに侵入する
前に脅威を阻止
■■
■■

■■
■■

■■
■■
■■

■■

高度なスパム/詐欺対策

多層型のスキャンでウイルス
やワームを検出し、既知のウ
イルスを完全にブロック
電子メール攻撃対策

送信メールのメッセージと添
付ファイルにフィルタリングと
ポリシーを施行

メッセージの接続性を維持

グループ ポリシー管理

メッセージ監査での追跡と破
棄機能
オプションのMcAfee SaaS
Email Encryption

McAfee® Security-as-a-Service（SaaS）Email Protection & Continuityを使用する
と、電子メールの保護を簡単に行うことができます。
このクラウド ベースのサー
ビスはスパム、
フィッシング詐欺、マルウェア、
グレーメール、不適切なメール コ
ンテンツの侵入を阻止するだけでなく、送信メール ポリシーによりデータの流
出を防ぎます。電子メールの接続性が常時維持され、電子メールにいつでもア
クセスできます。ハードウェアの購入やソフトウェアのインストールは不要です。
自動更新で最新の脅威から保護されるのでビジネスに専念できます。
電子メールはビジネスに不可欠なツールです。標
準的な会社のメール サーバーでは、一日に数千通
のメッセージが送受信されています。電子メールの
セキュリティと接続性の維持は簡単な作業ではあ
りません。
このため、IT部門のメンバーをより戦略
的な業務に割り振ることができません。

低コストで管理しやすい電子メール保護

McAfee SaaS Email Protection & Continuityは、電
子メールへの常時アクセスを維持しながら、ネット
ワークやユーザーに影響を及ぼす送受信メールの
脅威を阻止します。
このSoftware-as-a-Service型セ
キュリティは常時稼動し、常に最新の状態を維持し
ます。セキュリティの管理に時間をかける必要もリ
ソースを増やす必要もありません。
プロキシ ベー
スのサービスでスパムなどの電子メールの脅威を
ブロックし、ネットワークへの侵入を防ぐので、
メー
ル サーバーへの負荷が大幅に減少し、貴重な帯域
幅とサーバー ストレージを有効に利用することが
できます。
また、業界最高のMcAfeeカスタマー サ
ポートを必要なときに、いつでも利用できます。

Webベースの管理とレポート
使いやすいWebベースの管理コンソールで、事前
定義のベストプラクティスを実践できます。電子
メール ポリシーを更新してドメイン全体を簡単に
管理できます。ITリソースを解放できるので、総所
有コストを抑えることができます。管理者は、
コン
テンツ フィルタリング、添付ファイルのコンテンツ
ルールなどのポリシーを設定し、施行できます。ポ
リシーはユーザー グループ全体だけでなく、個別
に適用することも可能です。詳細なレポート、ログ、
隔離機能により、究極の可視化を実現できます。

信頼性の高い強固なインフラ

弊社のSaaSデータ センター戦略では、4つの大陸
でデータ センターを運営しています。各データ セ
ンターはISO 27001認証を取得し、
アクティブ/アク
ティブ構成の冗長ハードウェアを導入し、
ファイア
ウォール、ルーター、ロード バランサー スイッチの
すべてのレイヤーで完全な冗長性を実現していま
す。ネットワークとアプリケーションのモニタリング
を自動化し、不審な活動や問題が検出されるとリ
モートのオペレーターにアラートが通知されます。
また、セキュリティ専門家が24時間体制でシステム
の監視を行っています。

データシート

非常に強固な電子メール セキュリティ

手頃な価格で電子メールのセ
キュリティと接続性を維持
■■
ハードウェアやソフトウェア
の購入、保守、管理、更新は
不要
■■
■■

■■

■■
■■

■■

初期投資が不要

セットアップやアップグレー
ド費用が不要
自動的な有効化と同期で
シームレスな継続性を維持
Webベースの管理作業

追加料金なしでカスタマー
サポートを常時利用可能
ISO 27001認定

電子メールへのシームレスな
接続で、企業イメージを保護し
生産性を向上
■■
システム停止を検出すると自
動サービスを開始
■■

■■

■■

■■
■■

システム停止時はセキュアな
Webインターフェースから受
信メールにアクセス
閲覧、作成、応答、転送、削除
などすべてのメール操作が
可能

停止後の電子メール操作を
自動的に同期
停止通知とシステム更新

両方向のメッセージ フィルタ
リング

Microsoft Office 365と
Google Apps for Business
に対応

詳細情報
McAfee SaaS Email Protection
& Continuityなど、手間のかか
らない高度なSaaS型ソリュー
ションの詳細については、
www.mcafee.com/saasをご
覧ください。

高度なスパム対策
Stacked Classification Frameworkスパム検出シス
テムと特許取得済みの技術により、言語に関係なく
スパム メールの可能性を評価します。それぞれの
フィルタリング技術が画像スパムなどの特定の脅
威を識別するように設計されています。
これらの技
術を組み合わせることで、業界で最も正確かつ包
括的なフィルタリング プロセスを実現しています。
McAfee Global Threat Intelligence（McAfee GTI）
メッセージ レピュテーションがメッセージを調査
し、既知または新しいメッセージの脅威を検出し
ます。ホワイトリストに登録された企業のシステ
ムが脅威に感染することもあるため、評判の良い
ソースから送信されたメッセージも例外なく調査
します。電子メールをより正確かつ効率的にブロッ
クまたは隔離し、パフォーマンスを最大にするた
め、McAfeeクラウド、McAfee Labsの研究者、
自動
化ツールからセンサーが収集した情報だけでなく
Web、電子メール、ネットワーク脅威のデータを相
関的に分析した情報も使用してスコアを算出して
います。
グレーメール フィルタリングで受信トレイを保護
スパム メールの中には、不正なものではなく、ユー
ザーが以前に請求し、現在は不要になったのもあ
ります（業界のニュースレターやお知らせなど）。
グ
レーメール フィルターを使用すると、
グレーメール
ポリシーを個人またはグループに設定できます。
メールボックスが不要なメールでいっぱいになら
ないように、
この機能の設定をユーザーに許可す
ることもできます。
多層型のスキャンでウイルスとワームを効率的にブ
ロック
McAfee SaaS Email Protection & Continuityでは、
弊社独自のWormTraq検出技術を採用しています。
業界最高のシグネチャ ベースのウイルス対策エン
ジンとMcAfee GTIを使用して、
メッセージの本文と
添付ファイルをスキャンし、マルウェアを検出しま
す。受信メールの脅威を阻止するだけでなく、送信
メールをフィルタリングし、
クライアントへのマル
ウェアの感染を防ぎます。

McAfee SaaS Email Protection and Continuity

完全な拡張性で大規模な電子メール攻撃から組織
を保護
サービス拒否攻撃やSMTPを使用した攻撃（ディク
ショナリ ハーベスト攻撃、
メール爆弾、チャネル フ
ラッド攻撃など）を瞬時にブロックし、組織のネット
ワークや重要なメッセージング ゲートウェイを電
子メール攻撃から保護します。
組み込みのTLS暗号化で組織間の通信を保護
受信メールと送信メールに高度なセキュリティを
必要とする環境では、弊社のTLSプロトコルが暗号
化された送受信メッセージをフィルタリングし、TLS
証明機関の検証を行い、セキュア トンネルで電子
メールを送信します。
電子メールの継続性を維持
電子メール ネットワークの停止で業務を止めるこ
とはできません。McAfee SaaS Email Protection &
Continuityを利用すれば、
自然災害や停電、あるい
は定期保守でネットワークにアクセスできない場
合でも、従業員、顧客、パートナー、サプライヤーの
接続を維持できます。安全で使いやすいWebイン
ターフェースを使用して、
メッセージの送受信や保
存されたメッセージの検索を行い、隔離項目とメッ
セージ ストアを管理できます。
事前定義のルール、高度なコンテンツ スキャン、
ド
キュメント フィンガープリンティング
McAfeeの業界最先端の技術を搭載した高度な
データ損失防止（DLP）
とコンプライアンス機能を
利用できます。McAfee SaaS Email Protection &
ContinuityとMcAfee SaaS Email Encryptionを利用
すると、PCI-DSS、医療、金融データ、
プライバシー条
例などに対応した事前定義のコンテンツ ルールを
使用して、
コンプライアンス ポリシーを簡単に作成
できます。300以上の文書タイプに対応しているの
で、送信メールによるデータ漏えいを防ぐことがで
きます。
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高度なドキュメント フィンガープリンティング技術
により、文書のデジタル フィンガープリントを作成
して、ポリシーによる制御が必要なコンテンツを指
定できます。ポリシーは、電子メールと添付ファイ
ル全体またはコンテンツの一部に対して柔軟に施
行できます。キーワードとフレーズの記述に正規表
現も使用できます。
簡単に使用できるプッシュ/プル暗号化
McAfee SaaS Email Encryptionを使用すると、受信
者側で暗号化ソリューションを利用していない場
合でも、重要な情報を暗号化できます。使いやすい
プッシュ/プル暗号化技術により、モバイル デバイ
スでもデータのプライバシーを保護できます。

Security Connectedによるセキュリティ管理と
コンプライアンスの最適化

セキュリティ ソリューションを緊密に統合するこ
とで、管理作業を簡素化し、短い時間でセキュリ
ティ機能を習得できます。
また、組織全体のセキュ
リティ状況をリアルタイムで簡単に把握できます。
McAfee SaaSソリューション全体をワンストップの
コンソールで管理できます。

変革の時

保守作業を最小限にし、ITスタッフをより戦略的な
プロジェクトに割り当てましょう。詳細については、
www.mcafeesaas.comをご覧ください。無料のト
ライアルも入手できます。
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