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McAfee SaaS
Web Protection

ネットワークを保護するクラウド ベースのWebセキュリティ

主な特長
■

■

■

■

■

■

連続した更新でオフネット
ワークを含むすべてのユー
ザーを変化の激しいゼロデ
イのマルウェア攻撃から保護
します。
インターネット使用ポリシー
を施行し、ユーザーまたはグ
ループのWeb使用状況を確
認できます。

100以上のコンテンツ カテゴ
で柔軟なコンテンツ制御が
可能です。法的責任からビジ
ネスを保護します。

数百のオンライン メディアと
アプリケーション (ソーシャル
メディア サイトを含む) を制
御し、生産性を維持できます。

プロアクティブでシームレス
に拡張可能なサブスクリプ
ション サービスです。オンプ
レミスで機器に投資する必要
も、
スタッフを用意する必要
もありません。

実績豊富な保護対策 −
McAfee SaaS Web Protection
は世界中の多くの顧客とユー
ザーが利用しています。

Webはビジネスにとって無限の可能性を秘めています。
しかし、
これはサイバー
犯罪者にとっても同様です。Webを介してマルウェアに感染したり、不正な侵
入を受ける可能性があります。McAfee® SaaS Web Protectionは、使いやすい
様々なセキュリティ機能とMcAfee Global Threat Intelligenceの最新の脅威デー
タにより、変化の激しいWebベースの攻撃を阻止します。McAfee SaaS Web
Protectionは、マカフィーのWeb/クラウド セキュリティの専門家が常時管理し、
業界のベストプラクティスを実施します。脅威や不要なインターネット アクセス
を効率的かつ経済的に制御できます。
Webの動的なコンテンツと対話性により、従来の
セキュリティ対策では検出されない巧妙な脅威が
増えています。従業員、顧客、ネットワーク、知的財
産を保護するには、
プロアクティブなWebセキュリ
ティを導入する必要があります。既知の不正なURL
をブロックするだけでは不十分です。未知の攻撃
や痕跡を隠す攻撃、複合型の攻撃、
スパイウェア
も阻止できるソリューションが必要です。McAfee
SaaS Web ProtectionはWebコンテンツの動作と
コンテキストを識別し、McAfee Gateway AntiMalware Engineを使用して攻撃の意図を予測しま
す。
これにより、他のセキュリティ ソリューションで
は見逃してしまう脅威を防ぎ、ネットワークを保護
します。
Webへのアクセスを制限なく許可すると、ユーザー
が私的に利用したり、法的な問題が発生する可能
性があります。
しかし、インターネット アクセスを監
視して適切な利用状況を維持するために、多くの
リソースが必要になる場合があります。マカフィー
のクラウド ベースのコンソールを使用すると、ポリ
シー ルールを簡単に設定し、オンライン コンテン

ツ、
メディア タイプ、
アプリケーションをきめ細かく
制御できます。
また、特定のWebサービスに対する
アクセス時間も制限できます。
ハードウェアやソフトウェアを新たに用意する必
要はありません。McAfee SaaS Web Protectionは、
信頼性が高く、
コスト効率に優れたソリューション
で、包括的なWebセキュリティを提供します。
このグ
ローバルなサービスは実績豊富なSaaS（Softwareas-a-Service）
プラットフォームを利用しているので、
ほとんど遅延がなく、業界最高の稼働時間とエン
タープライズ クラスの拡張性を実現しています。広
範囲に分散している環境や要件の厳しい環境でも
十分に耐え得るパフォーマンスを提供します。オン
プレミスのWebフィルタリングを使用している環境
でも、弊社のリスクの少ない低価格のソリューショ
ンを利用すると、高度なマルウェア対策でセキュリ
ティを強化するだけでなく、支店やモバイル ユー
ザーも簡単に保護することができます。
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マルウェア
を駆除

マルウェア フィルタリング

主な要因
■

■

■

既存のWebセキュリティ技術
のメンテナンス コストを抑え
たい
マルウェアの問題が増加して
いる

リモート ユーザーやモバイ
ル ユーザーにもエンタープ
ライズ クラスのセキュリティ
が必要

McAfee Global Threat
Intelligenceが世界中の脅
威データを収集

Web脅威と不正なコンテンツ
は世界中に存在しています。
マカフィーでは、
このような脅
威を調査するため、McAfee
Global Threat Intelligenceネッ
トワークを構築しています。
こ
のネットワークは120を超える
国に配備されている1億台以
上のセンサーから脅威情報を
リアルタイムで収集して分析
し、結果を配布しています。
■

■

■

■

北米では、
スパムURLがWeb
脅威の41%を占めています。
これに不正なサイト、疑わし
いサイトが続いています。

ヨーロッパ/中東/アフリカで
は、
スパムURLとフィッシング
詐欺URLがそれぞれ全体の
31%を占め、不正なサイトが
29%を占めています。

ラテンアメリカでは、不正な
URLの36%にスパムに関連
し、30%がフィッシング詐欺
に関連しています。それ以外
の不正サイトに関連している
URLが全体の25%を占めてい
ます。
アジア/太平洋地域では、全体
の31%が不審なサイトで、
こ
れらのサーバーは厳重な監
視が必要なサイトとして登録
されています。
これに続くの
がスパムURLで、全体の29%
を占め、不正なサイトは24%
です。
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図 1. McAfee SaaS Web ProtectionでのWeb要求のフロー

完全なWeb保護

McAfee SaaS Web Protectionは、送受信されるすべ
てのWebトラフィックを保護します。ポリシーで制限
されたWebトラフィックにアクセス ルールを自動的
に適用し、組織のインターネット利用ポリシーを施
行します。ポリシーに違反するトラフィックはネット
ワークに入る前にブロックされます。McAfee SaaS
Web Protectionは、高度なマルウェア対策エンジ
ン、
ウイルス対策、
グローバル脅威レピュテーショ
ン フィルターなどの洗練された技術を使用して、
要求されたWebページのコンテンツとアクティブ
コードを分析し、その性質と意図を特定します。不
正なページをブロックし、脅威となる要素を除去し
て安全なコンテンツを配信することでマルウェア、
ウイルス、エクスプロイトを阻止します。ユーザーは
そのまま作業を続けることができます。

柔軟で包括的な制御

ビジネス環境でのWebの利用は諸刃の剣です。生
産性や利便性の点では欠かせないものですが、不
正な活動の温床となる場合もあります。ユーザーを
マルウェアから保護することは重要ですが、他にも
やるべきことがあります。データ漏えいを防ぎなが
ら従業員の生産性を維持できれば、
コストを削減
し、法的責任を回避できます。
約100のサイト カテゴリ、数百のメディア タイプ、
1,000以上のオンライン アプリケーション、暗号化
されたSSLトラフィックに対応しているWebフィルタ
リング オプションにより、攻撃や生産性を阻害する
活動からWebアクセスを保護できます。ユーザーも
遅延なくWebを利用することができます。
また、次
の機能も利用できます。
■

コンテンツ分析で、変化するマルウェアを検出

知らないうちにWebサイトのマルウェアがダウン
ロードされ、知的財産や顧客情報が流出する可能
性があります。実績豊富なMcAfee Gateway AntiMalware Engineを使用してWebページのアクティ
ブ コンテンツをスキャンして、その意図や動作を
分析することで、情報を盗み出すゼロデイ マルウェ
ア、複合型脅威、
フィッシング詐欺サイト、標的型攻
撃からプロアクティブに保護します。

■

■

特定のWebアプリケーションにドリルダウ
ンし、
ソーシャル メディア サイトへのアク
セスを許可する時間を設定できます。
オンライン ファイル共有サイトへのアップ
ロード機能を無効にしたり、
アップロード
前にファイルの暗号化を施行してデータの
流出を防ぐことができます。
また、外部の協
力者が作成したファイルのダウンロードを
許可できます。
エンタープライズ クラスのセキュリティを
施行しながら、
リモートまたはモバイル環
境の従業員が自分の判断でWebにアクセ
スできるようにします。

ブロックするインターネット アクセスを柔軟に設定
できるので、セキュリティを維持しながら生産性を
向上させることができます。

（情報ソース: McAfee Labs）
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透過型の認証とオフネットワークでの保護

McAfee SaaS Web Protectionでは、従業員のWeb
トラフィックを簡単にルーティングできます。
ブラウ
ザーのプロキシ設定やプロキシ自動設定（PAC）な
どの標準的なルーティング技術を使用することも、
McAfee Client Proxyを利用することもできます。
こ
の無料のクライアント ソフトウェアを使用すると、
認証とリダイレクトをシームレスに実装できます。
ブラウザー プラグインやCookieを管理する必要
はありません。中央のハブへのバックホール トラ
フィックやPACファイルの作成も不要です。不正防
止機能のあるMcAfee Client Proxyでは、Web保護
ポリシーとWebセキュリティをオフネットワークの
ローミング ユーザーにも適用できます。
コーヒー
ショップ、ホテル、Wi-Fiホットスポットなどのパブ
リック ポータルを介してインターネット アクセスが
提供されている場合でも適用できます。

詳細

マカフィーのクラウドベースのセキュリティ サー
ビスを利用すると、ビジネスを簡単に、手頃な価格
で保護できます。McAfee SaaS Web Protection
と一緒にMcAfee SaaS Endpoint Protection、
McAfee SaaS Email Protection、McAfee SaaS
Email Archivingサービスを使用すると、すべての
デジタル脅威と脆弱性に対応できます。
マカフィーでは、SaaS型のサービス以外にも、柔軟
なソリューションを必要とするユーザー向けにアプ
ライアンス、仮想、SaaSを含むオールインワンのソ
リューションを用意しています。
詳細については、www.mcafee.com/saasまたは
www.mcafee.com/webprotectionをご覧くださ
い。

便利な管理機能とレポート

カスタマイズ可能なダッシュボードにより、管理者
は傾向を監視し、組織のWeb/電子メール リソース
の使用状況を把握できます。
ブラウザーで問題を
隔離し、不適切なアクティビティを記録してコンプ
ライアンス対応を行うことができます。
また、
フィル
タリングの設定を調整し、Web利用ポリシーを施行
できます。ポリシー違反やブロックされたWebコン
テンツをユーザーに通知したり、管理アラートで重
要なセキュリティ イベントをすぐに確認できます。
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