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McAfee Web Gateway
Cloud Service
ユキビタスな保護を提供するクラウドベースのWebセキュリティ

主な特徴
■

■

■

■

■

コスト効率の最も優れた方
法でWebセキュリティを配
備。オンプレミスにハード
ウェアやソフトウェアを用意
する必要はありません。
高度な保護機能を提供。
トラ
フィックの処理時に振る舞
いをエミュレーションし、ゼ
ロデイ マルウェアをミリ秒
単位で阻止します。
モバイル環境のユーザーも
保護。
クラウドから保護対策
を提供することで、従来の
ネットワーク境界の垣根を
排除します。
McAfee® ePolicy
Orchestrator®（McAfee
ePO™）Cloudによる効率的
な管理。統合管理コンソー
ルでIntel Securityのすべて
のクラウド サービスを管理
できます。
実証済みのアーキテクチャ:
McAfee® Web Gateway
Cloud Serviceは、世界の大
企業で採用されているオン
プレミス アプライアンスで
あるMcAfee Web Gateway
のマルチテナント バージョ
ンとして作成されています。

巧妙な脅威からWebを保護するには高度な技術が必要になりますが、それに
よってコストが増えたり、管理が煩雑になるとは限りません。
クラウドからWeb
セキュリティを提供することにより、セキュリティ チームは、
メンテナンス用の
ハードウェアやリソースを用意することなく、オンプレミスのアプライアンスと
同じ高度な脅威対策を利用できます。ネットワーク境界の外側からのアクセス
が増えても、外出先のデバイスやユーザーにとってクラウドが共通の接続点に
なります。
トラフィックを特定の場所にリダイレクトするセキュリティを構築す
るよりも、エンドポイントを効果的に保護できます。エンドポイントとすべての
場所をクラウドに接続することで、ユキビタスな保護を実現できます。
この新し
い境界は従来のネットワーク境界のように乗り越えられることはありません。
コスト効率の良いユキビタスな保護

オンプレミスでのWebセキュリティ アプライアン
スの管理は多額なコストがかかるだけでなく、す
でに多忙なセキュリティ チームをさらに疲弊さ
せることになります。Webセキュリティをクラウド
サービスとして配備することで、総所有コストを抑
えることができます。ハードウェア アプライアンス
を購入する必要も、所有や保守の必要もありませ
ん。
アプライアンスの保守やソフトウェアのアップ
グレード、パッチの適用などを担当していた人員
をIT部門やITセキュリティ部門内でより戦略的な
業務に割り当てることができます。
また、
アプライアンスとクラウド サービスを併用
するハイブリッドな環境も構築できます。多くの企
業はこのモデルを採用し、ネットワーク上のアプラ
イアンスを制御し、小規模なリモート オフィスや
移動中のユーザーをクラウド サービスで保護し
ています。
ネットワーク上のWebゲートウェイ アプライアン
スでフィルタリングするために、
リモート オフィス
からMPLS（Multiprotocol Label Switching）回線

経由でWebトラフィックを中継していたITチーム
にとって、
クラウド型のWebセキュリティは大きな
メリットがあります。
トラフィックの中継はコストが
かかり、ネットワークが複雑になります。
リモート
オフィスからのトラフィックがクラウドに直接ルー
ティングされて保護できれば、MPLS回線を使用
する必要がなく、ネットワーク アーキテクチャを簡
素化できます。
これまでは、モバイル環境のユーザーやデバイス
は保護できず、IT部門から見えない存在でした。
このため、Webにアクセスできる従業員をネット
ワーク境界内に限定する必要がありました。Web
セキュリティをクラウドに移行することで、
このよ
うな境界をなくすことができます。モバイル環境
のユーザーとデバイスからのWebトラフィックは
クラウドに自動的にルーティングされるので、
自
宅や空港、
コーヒーショップなど、社外環境でも安
全な接続を維持できます。物理的な障壁がなくな
り、エンドポイントがどこにあっても保護すること
ができます。
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グローバルで高性能なアーキテクチャ

McAfee Web Gateway Cloud Serviceはエンター
プライズ向けのソリューションです。多くの組織
が、現在のオンプレミス ソリューションよりも優れ
たパフォーマンスを実現できます。たとえば、
オン
プレミスでセキュリティ能力を強化する場合、新し
いアプライアンスを購入して配備しなければなり
ませんが、配備の完了までに数日から数週間かか
る場合があります。弊社のクラウドの場合、サービ
スが柔軟な設計になっているため、能力の増強は
15分程度で終わります。
オンプレミス アプラインスに障害が発生し、修理
が必要になると、インターネットへの接続が切断
されるだけでなく、障害発生時にWebへのフェー

ルオープンが有効になっている場合にはセキュリ
ティ ポスチャが低下する可能性があります。デー
タセンターで障害が発生した場合、弊社のクラウ
ド サービスは最も近いデータセンターにすべて
のWebトラフィックを自動的に転送し、継続性を
維持します。
弊社のクラウド サービス アーキテクチャは、世界
最大の相互接続点（I XP）
でインターネット バック
ボーンに接続しています。
これにより、中間のイン
ターネット サービス プロバイダー（ISP）のルー
ティング ホップ数が減るので、接続の待ち時間が
少なくなります。Microsoft Oﬃce 365やGoogleな
ど、人気の コンテンツ プロバイダーへのホップ数
が少なくなるので、オープン ネットワークに直接
接続するよりも、弊社のクラウド サービスを介し
たほうが速く接続できます。
McAfee Web Gateway Cloud Serviceではグロー
バルにサービスが提供されます。Webトラフィッ
クを処理するデータセンターの場所と状態は、
https://trust.mcafee.comで確認できます。Web
コンテンツは、ユーザーが接続している場所では
なく、Googleの検索結果と同様に当該地域の言語
で配信されます。

洗練された脅威の阻止

非常に巧妙なマルウェアや標的型攻撃は、従来
の防御策を回避し、
システムやネットワークに侵
入してきます。
このような脅威に対して、セキュリ
ティ チームはエンドポイントの修復に追われ、常
に後手に回ることになります。従来のURLフィルタ
リングやシグネチャ ベースのアプローチと異な
り、McAfee Web Gateway Cloud Serviceは、
ファ
イル、JavaScript、HTMLのインライン エミュレー
ションを行い、ゼロデイやファイレスのマルウェア
からエンドポイントを保護します。
これにより、ゼ
ロデイ マルウェアの侵入を阻止し、URLフィルタリ
ングとシグネチャを利用するソリューションよりも

McAfee Web Gateway Cloud Service
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図 1. McAfee Web Gateway Cloud Serviceの配備

ブロック率が約20%向上します。マルウェア イン
シデントの発生数も減少するため、
コストの削減
だけでなく、
リソースをより柔軟に活用することが
できます。
Webの脅威は、Webセキュリティの検出を回避す
るために、暗号化トラフィックで送信されます。
ク
ラウド ストレージやソーシャル メディアなど、ほ
とんどのクラウド アプリケーションがデフォルト
で暗号化トラフィックに対応しています。McAfee
Web Gateway Cloud Serviceは、暗号化された
HTTPSトラフィックを完全に復号して検査します。
暗号化されたチャネル内でもマルウェアを阻止
し、
クラウド アプリケーションの可視性を実現しま
す。
ほとんどのITチームは、増え続けるクラウド アプ
リケーションに苦慮しています。特に、
シャドウIT
は大きな課題です。ユーザーが選択したサービ
スがリスクとなる可能性があります。HTTPSを含
むすべてのWebトラフィックが可視化されれば、
事前定義のレポートで、
アクセスされたWebサイ
ト、使用中のクラウド アプリケーション、対応する
データポイントを確認し、
リスクを診断できます。
IT部門が承認したものと実際に使用されているも
のを比較すれば、
シャドウITを簡単に見つけるこ
とができます。
クラウド アプリケーション、特にク
ラウド ストレージがマルウェアの散布方法として
利用されるケースが増えています。マルウェアを
散布するアプリケーションを識別することで、ポリ
シーを決定できます。
アクセスされているクラウド
サービスを考えると、1,600を超えるクラウド アプ
リケーションを統制し、
アップロードやメッセージ
ングの防止、
アプリケーションのブロックなどを行
い、
リスクを回避する必要があります。
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McAfee Web Gateway
Cloud Serviceの稼働状況

弊社のデータセンターの場
所、可用性、状況については、
https://trust.mcafee.comを
ご覧ください。

効果的なセキュリティ管理

複数のコンソールとポリシーでのセキュリティ管
理は煩雑な作業になります。オンプレミスとクラ
ウド ベースのWebセキュリティを別々に管理する
と、管理者の負担はさらに増加します。ハイブリッ
ド環境の場合、オンプレミスとクラウドの両方を
1つのコンソールで管理し、特定のポリシーと共
通のレポート インターフェースを使用する必要が
あります。
オンプレミスのハードウェアやソフトウェアなしで
McAfee Web Gateway Cloud Serviceを単独で配
備する場合には、McAfee ePO Cloudで管理しま
す。
この統合管理コンソールは、Intel Securityが
提供するクラウド ベースのすべてのセキュリティ
サービスとエンドポイント セキュリティに対応し
ているので、効率的なセキュリティ管理が可能で
す。

エンドポイント デバイスにWebセキュリティを配
備するのは簡単ではありません。特に、ルーティン
グや認証が問題になります。オプションのエンド
ポイント クライアントであるMcAfee Client Proxy
を使用すると、弊社のクラウド サービスに自動的
にルーティングし、認証を行うことができます。
こ
れにより、一貫したポリシーでクラウドに接続で
きます。McAfee Client Proxyは、ハイブリッド環境
でシームレスに機能します。ネットワーク内では、
アプライアンスへのルーティングを、モバイル環
境ではクラウド サービスへのルーティングを自動
的に行います。ルーティングと認証に追加のオプ
ションがあります。
これらのオプションは組織の要
件に合わせて選択できます。

詳細情報

詳細については、http://www.mcafee.com/jp/
products/web-protection.aspxをご覧くださ
い。
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