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McAfee Web Gateway
脅威情報を共有する高性能なセキュリティ

McAfee Web Gateway
■

■

■

EAL2+とFIPS 140-2 Level 2
に準拠
複数のハードウェア モデル
で使用可能。VMwareおよび
Microsoft Hyper-Vの仮想マ
シンにも対応。
McAfee Advanced Threat
DefenseやMcAfee Threat
Intelligence Exchangeなど
のIntel® Securityソリュー
ションとの統合により、機能
を補完

Webゲートウェイのマルウェ
ア対策として業界最高の評価
（AV-TEST）

■

以前に比べるとWebで実現できることが増えています。動的なコンテンツを
リアルタイムで扱うことも可能になりました。
しかし、危険度も増しています。
Webでは毎日のように巧妙な攻撃が発生し、以前に比べると危険な領域と
なっています。McAfee® Web Gatewayは、進化するマルウェアの脅威を最前線
で阻止し、組織を保護します。ローカルの強力な意図分析とMcAfee Labsのク
ラウド ベースの保護対策を統合した最先端のセキュリティ アプローチにより、
インターネット アクセスに伴うリスクを大幅に軽減します。
インターネットが様々な分野、形態で利用されて
いる現在、高度なWebセキュリティは欠かせない
存在です。安全に見えるサイトでもマルウェアの
拡散に利用される可能性があります。
既知のウイルスや不正なサイトをブロックする
だけでは十分な対応とは言えません。
シグネチャ
ベースのウイルス対策や、
カテゴリのみのURL
フィルタリングなど、
これまでの対策も重要です。
しかし、
これらのアプローチでクラウド アプリケー
ションへのアクセスを保護し、高度なエクスプロイ
トを阻止することはできません。
従来のソリューションは既知のコンテンツや不
正なオブジェクト/実行ファイルには有効ですが、
無害に見えるHTTP/HTTPSトラフィックに不正な
コードが潜んでいる高度な脅威や、新たに発生す
る未知の脅威は阻止できません。既知の脅威と未
知の脅威を阻止するだけでなく、
クラウド アプリ
ケーションに対するアクセスを柔軟に制御しなけ
ればなりません。

インバウンドとアウトバウンドの両方向を保
護する包括的なセキュリティ

McAfee Web Gatewayは、Webトラフィックに対
する包括的なセキュリティを提供する高性能なア
プライアンス ソフトウェア アーキテクチャです。
McAfee Web Gatewayは、ユーザーが送信した
Web要求に組織のインターネット使用ポリシー
を施行します。許可されたトラフィックであれば、
ローカルの保護対策とグローバルの評価情報
を利用しながら、Webページを介して侵入を試
みるコンテンツやアクティブ コードの特性・意図
を分析し、
トラフィックに潜む脅威やマルウェア
を阻止します。一般的なパケット検査技術と異な
り、McAfee Web GatewayはSSLトラフィックを検
査し、暗号化で存在を隠す不正なコードとアプリ
ケーションをブロックします。
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外部からのデータや文書のアップロードを許可
しているWebサイトにはリスクが存在します。
McAfee Web Gatewayはインバウンド保護機能で
このような脅威を阻止します。
リバース プロキシ
モードで使用すると、
アップロードの前にすべて
のコンテンツがスキャンされるので、サーバーと
コンテンツの両方を保護できます。
McAfee Web Gatewayは、業界最先端のIntel®
Security Data Loss Protection技術によって
HTTP、HTTPS、FTPなど、主要なWebトラフィック
で送信されるコンテンツをスキャンし、
アウトバウ
ンド トラフィックを保護します。
ソーシャル ネット
ワーク サイト、
ブログ、Wikisからの流出だけでな
く、Webメール、予定表、
カレンダーなどのオンラ
イン ツールからの漏えいも防ぎ、重要な情報や機
密情報、規制対象の情報を保護します。
また、ボッ
トに感染したコンピューターによる不正なデータ
送信も阻止します。McAfee Web Gatewayは、故意
かどうかにかかわらず、ユーザーが重要なデータ
を社外に転送しないように監視します。

マカフィーのウイルス対策とリアルタイム
のMcAfee Global Threat Intelligence
（McAfee GTI）
ファイル レピュテーション:
クラウドベースのMcAfee GTIファイル レ
ピュテーションを利用することで、
システ
ムの更新を待たずにウイルスを検出し、
阻止できます。

■

■

■

業界最高のセキュリティを提供する
McAfee Web Gateway
Webセキュリティのマルウェア対策で業界最高の
評価1を得ているMcAfee Web GatewayのMcAfee
Gateway Anti-Malware Engineは、特許取得済み
のアプローチ（シグネチャ レスの意図解析）
でマ
ルウェアを検出します。
プロアクティブな意図解析
により、Webトラフィックから未知あるいはゼロデ
イ攻撃の不正なコンテンツをリアルタイムで排除
します。McAfee Web Gatewayは、Webページのア
クティブ コンテンツをスキャンし、その挙動を詳
細に分析して意図を予測します。
これにより、ゼロ
デイ マルウェアによる攻撃からエンドポイントを
保護し、
システムのクリーンアップや修復にかかる
コストを大幅に削減することができます。
このような分析機能とIntel Securityのウイルス対
策、McAfee Labsのグローバル レピュテーション
技術を統合することで、既知のマルウェアと不正
なサイトを迅速にブロックできます。McAfee Web
Gatewayは1つのプラットフォームで複数の技術
を提供するので、最適な保護対策で組織のセキュ
リティを強化できます。
また、多くの組織が必要と
する多層型のセキュリティ アプローチを実現でき
ます。
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McAfee GTI Webレピュテーションと
Webカテゴライゼーション: McAfee Web
Gatewayは、
レピュテーションとカテゴリ
によるフィルタリング機能により、高度な
Webフィルタリングを行います。McAfee
GTIは、McAfee Labsが世界中から収集し
たデータの属性に基づき、インターネット
上のすべてのエンティティ
（Webサイト、
メール、IPアドレス）にプロファイルを作
成します。
さらに、セキュリティ リスクに基
づいてレピュテーション スコアを割り当
てるので、管理者は許可対象または禁止
対象に柔軟なルールを適用できます。
位置情報: McAfee Web Gatewayは、位置
情報を使用してWebトラフィックとユー
ザー トラフィックの発信元を特定し、
トラ
フィックの可視化とポリシー管理を行い
ます。

WebカテゴライゼーションとWebレピュテーショ
ンにより、オンプレミス、
クラウドまたはその両方
で情報を参照できます。
クラウド参照により、
シス
テムの更新を待たずに検出/変更を検出し、豊富
なマルウェア情報を利用して保護することができ
ます。
Advanced Threat Defenseの統合
Intel Securityの高度なマルウェア検出技術であ
るMcAfee Advanced Threat DefenseとMcAfee
Web Gatewayの統合により、
カスタマイズ可能な
サンドボックスと詳細な静的コード分析を実行で
きます。McAfee Web GatewayのGateway AntiMalware Engineが提供するインライン スキャン
機能とAdvanced Threat Defenseにより、インター
ネットで発生する脅威を最高の保護ソリューショ
ンで阻止することができます。
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脅威情報の共有
現在、多くの組織のセキュリティ アーキテクチャ
は脅威情報を共有できる体制になっていません。
しかし、重要な情報はエンドポイント、ネットワー
ク、SIEM（セキュリティ情報/イベント管理）、ゲート
ウェイなど、様々な場所に存在します。
これらの情
報を共有することで、脅威対策が強化されます。
データ侵害を早期に識別し、感染したシステムを
効率的に修復することが可能になります。McAfee
Web Gatewayを含むIntel Securityのソリューショ
ンはすでにMcAfee Threat Intelligence Exchange
によってソリューション間で脅威情報を共有し、
このような課題を解決しています。McAfee Web
Gatewayは、Gateway Anti-Malware Engineが検
出したゼロデイ マルウェアのファイル レピュテー
ションを作成し、他のソリューションと共有します。
これにより、新しいDATファイルがリリースされ
る前にエンドポイント デバイスを保護できます。
McAfee Threat Intelligence Exchangeから提供さ
れる脅威情報を利用することで、
より多くの脅威
をMcAfee Web Gatewayで阻止できます。
暗号化されたトラフィックの保護
サイバー犯罪者は、企業のセキュリティ対策を破
るためSSLトラフィック
（HTTPS）を悪用していま
す。皮肉なことに、セキュリティを強化するための
プロトコルが攻撃に利用されています。McAfee
Web Gatewayは、業界で初めてマルウェア検出、
SSLインスペクション、証明書検証を統合したセ
キュリティ製品です。暗号化トラフィックを別の機
器に送信し、SSLを調査する必要はありません。
McAfee Web Gatewayは、すべてのSSLトラフィッ
クを直接スキャンし、暗号化されたトランザクショ
ンのセキュリティ、整合性、
プライバシーを保護し
ます。
データ損失対策
McAfee Web Gatewayは、SSLを含む主要なWeb
プロトコル経由で外部に送信されるコンテンツ
をスキャンし、機密情報の漏えいなどの内部から
の脅威を防ぎます。
コンプライアンスの状況を文
書化し、漏えい発生時のフォレンジック データを
提供するため、知的財産の漏えい防止に最適な
ツールです。McAfee Data Loss Prevention（DLP）
を利用するMcAfee Web Gatewayは事前定義の
DLPディクショナリに対応しています。キーワード
比較や正規表現を使用してカスタム ディクショナ
リを作成することもできます。
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クラウド ベースのストレージを利用する組織は、
組み込みのファイル暗号化機能により、
ファイル
共有/コラボレーション サイトにアップロードされ
たデータを不正アクセスから保護できます。Web
Gateway経由でなければ、ユーザーはデータを取
得して表示することができません。
モバイル環境のユーザーを保護
職場の分散化やモバイル環境への移行が進む現
在では、
このような環境にもWebフィルタリング
とWeb保護をシームレスに展開する必要があり
ます。不正防止を行うクライアント エージェント
のMcAfee Client Proxyを利用すると、ローミング
ユーザーがシームレスに認証され、DMZにあるオ
ンプレミスのWeb GatewayまたはMcAfee Web
Gateway Cloud Serviceにリダイレクトされます。
ローミング ユーザーやリモート ユーザーがコー
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 ポータルからアクセスしている場合で
も、
これらのユーザーにインターネット アクセス
ポリシーを施行し、完全なセキュリティ スキャン
を実行できます。
また、WebトラフィックをMcAfee Web Gateway
に転送することで、
自社のセキュリティ ポリシー
をモバイル デバイスに展開することもできます。
Web Gatewayの標準のデバイス管理とセキュリ
ティ統制により、高度なマルウェア対策と会社の
Webフィルタリング ポリシーを実施し、モバイル
デバイスを保護できます。イントラネット、Wiki、
Microsoft SharePointサーバーなど、社内サー
バー上のコンテンツに対するモバイル デバイス
のアクセスも制御できます。
これらの情報は通常、
セキュリティ上の理由から特定のモバイル デバイ
スでの使用が許可されていません。McAfee Web
Gatewayをリバース プロキシとして配備すること
で、社内リソースに対する保護と管理を行うこと
ができます。

3

データシート

McAfee Web Gatewayによる柔軟な管理

McAfee Web Gatewayは、強力なルール ベー
ス エンジンを搭載しているので、きめ細かいポ
リシー管理を行うことができます。McAfee Web
Gatewayでは、ポリシーを簡単に作成できるよう
に、広範なルール ライブラリと共通のポリシー ア
クションが用意されています。
これらのルールを
修正して独自のルールを作成し、オンライン コ
ミュニティで共有できます。
コンテキスト ベース
のルール条件と共有リストを統合することで高度
な管理を行い、問題解決とWebセキュリティを最
適化できます。対話モードでルールを追跡できる
ので、ルールのデバッグも簡単です。
McAfee Web Gatewayは、ポリシーによる管理で
Webアプリケーションの使用方法をきめ細かく制
御します。同じ機能をクラウド アプリケーションに
も使用できます。
このプラットフォームは1,600以
上のクラウド アプリケーションに対応しています。
必要に応じて特定の機能を有効または無効にし
て、Webアプリケーションの利用者と使用方法を
制限できます。たとえば、Dropboxへのアクセスを
許可し、
アップロードを禁止できます。
ユーザー認証とアクセスも柔軟に制御できます。
McAfee Web Gatewayは、NTLM、RADIUS、AD/
LDAP、eDirectory、Cookie認証、Kerberos、ローカ
ルのユーザー データベースなど、様々な認証方法
に対応しています。McAfee Web Gatewayの認証
エンジンではルールを柔軟に実装できます。たと
えば、McAfee Web Gatewayがユーザーを透過的
に認証し、その結果に基づいてユーザーに認証
情報を要求したり、別の認証方法を使用すること
ができます。
また、制限付きのポリシーを適用した
り、
アクセスを拒否することもできます。
オプションのアドオンであるMcAfee Web
Gateway Identityは、人気のある多くのクラウド
アプリケーションに対応したシングル サインオン
（SSO）
コネクターです。McAfee Web Gateway
Identityにより、セキュリティを強化するだけで
なく、パスワードに関連するヘルプ デスクへの
問い合わせを減らすことができます。SSOランチ
パッドを使用すると、1回のマウス クリックで承
認済みのクラウド アプリケーションにアクセスで
きます。HTTP POSTとSAML（Security Assertion
Markup Language）
コネクターの両方に対応して
いるので、様々なアプリケーションで利用できま
す。
また、
コネクターを用意することで、特定のSaaS
（Software-as-a-Service）
アプリケーションの
ユーザー アカウントを管理できます。
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McAfee Web Gatewayはネイティブ ストリーミン
グ プロキシに対応しているので、
ストリーミング
コンテンツのアクセス制御を行い、帯域幅の節約
と待機時間の短縮を実現できます。
トラフィックの
クラス別に最小、最大、優先値を設定して帯域幅
を管理できるので、帯域幅の利用を最適化するこ
とができます。

McAfee Web Gatewayでアジャイルなインフ
ラを実現

McAfee Web Gatewayは、高性能なエンタープラ
イズ クラスのプロキシで、拡張性の高いアプライ
アンス モデルとして適用されます。高可用性を備
え、仮想マシンもサポートします。
また、McAfee
Web Gateway Cloud Serviceによりハイブリッ
ドな配備環境のサポートを提供します。McAfee
Web Gatewayには柔軟な配備オプションが用意
されているので、非常に多くのユーザーが存在す
る環境にも簡単に対応できます。

配備オプションを組み合わせることも可能です。
たとえば、ネットワーク上のユーザーの場合には、
すべてのWebトラフィックをオンプレミスのアプラ
イアンスにルーティングし、モバイル環境のユー
ザーの場合にはクラウド サービスにリダイレクト
することで、MPLS回線またはVPN経由でのバック
ホール トラフィックのコストを削減できます。オン
プレミスとクラウドの両方に配備しても、ポリシー
の同期とレポートが自動的に実行され、一貫した
ポリシーが施行されます。
レポート、追跡、調査も
簡単に実行できます。
McAfee Web Gatewayには、明示的プロキシ、透
過型ブリッジ、ルーター モードなど、様々な実装
オプションが用意されているので、ネットワーク
アーキテクチャに合わせて実装できます。
McAfee Web Gatewayは、ユーザー固有の環
境でも動作するように、複数の統合基準に対
応しています。McAfee Web Gatewayは、WCCP
（Web Cache Communication Protocol）、ICAP/
ICAPS（Internet Content Adaptation Protocol）、
WebSocketプロトコル、SOCKS（Socket Secure）
プロトコルを使用して他のネットワーク機器やセ
キュリティ アプライアンスと効率的に通信を行い
ます。
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McAfee Web GatewayはIPv6にも対応しているの
で、大企業や政府機関の規制対応にも役立ちま
す。McAfee Web Gatewayは、セキュリティ機能と
インフラでトラフィックを保護できるように、内部
のIPv4ネットワークと外部のIPv6ネットワークの
ギャップを解消します。

将来のニーズにも対応できる統合プラット
フォーム

McAfee Web Gatewayには、複数のスタンドアロ
ン製品で提供される保護対策が1つに統合され
ています。URLフィルタリング、
ウイルス対策、ゼロ
デイ マルウェア対策、SSLスキャン、データ損失防
止、集中管理などの機能が1つのアプライアンス
ソフトウェア アーキテクチャに統合されています。
ファームファクターに関わらず配備を一元管理で
きます。１つのポリシーをオンプレミスのアプラ
イアンス、
アプライアンス クラスター、仮想アプラ
イアンス、
クラウド サービスに使用し、1つの管理
コンソールで管理できます。

セキュリティリスク管理とレポート

McAfee Web Gatewayは、洗練されたセキュリ
ティ管理技術であるMcAfee ePolicy Orchestrator®
（McAfee ePO™）に対応しています。
これにより、
すべてのセキュリティ レポートを一元的に管理で
きます。

McAfee ePOでは、McAfee Content Security
Reporter拡張ファイルにより詳細なWebセキュリ
ティ レポートを作成できます。McAfee Content
Security Reporterは、組織のWeb利用状況の把
握に必要な情報とフォレンジック ツールを提供し
ます。
これにより、未知または不正なシャドウITア
プリケーションの識別、
コンプライアンス対応、傾
向の識別、問題の隔離などを行います。
また、
フィ
ルタリングの設定を調整してWebセキュリティ ポ
リシーを施行できます。McAfee Content Security
Reporterは、
リソースを集中的に使用する処理を
外部の独立したレポート サーバーで実行し、デー
タを保存するため、既存のMcAfee ePOサーバー
の負荷が増加することはありません。世界中でビ
ジネスを展開する企業でも、
レポート要件に合わ
せて拡張することができます。

ライセンス

Intel Securityでは、非常に柔軟な配備を可能に
し、将来の投資を保護するため、McAfee Web
Gatewayと McAfee Web Gateway Cloud Service
のすべての機能をMcAfee Web Protectionとし
て提供しています。McAfee Web Protectionは、
オンプレミス、
クラウドまたはその両方に配備で
きます。必要に応じて配備オプションを選択し、
高可用性を実現できます。いずれの場合も、Intel
Securityが提供する業界最高のマルウェア対策と
包括的なWebフィルタリングを利用できます。
McAfee Web Gatewayハードウェアは別売りです。

McAfee. Part of Intel Security.
マカフィー株式会社
西日本支店

1. AV-TESTが実施したテストで、McAfee Web Gatewayは94.5%のゼロディ マルウェアを検出しています。不正なWindows 32 PEファイルの検出率は
99.8%、PE以外の不正なファイルは98.63%です。− McAfee Web Gateway Security Appliance Test（McAfee Web Gateway Securityアプライアンスのテ
スト）、AV-TEST GmbH.
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〒 530- 0003 大阪府大阪市北区堂島 2-2-2
近鉄堂島ビル 18F
TEL 06-6344-1511（代）FAX 06-6344-1517
名古屋営業所 〒 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4-6-17
名古屋ビルディング 13F
TEL 052-551-6233（代）FAX 052-551-6236
福岡営業所
〒 810- 0801 福岡県福岡市博多区中洲 5-3-8
アクア博多 5F
TEL 092-287-9674（代）

