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McAfee Web Gateway
パフォーマンスに優れたインテリジェンスなセキュリティ

McAfee Web Gateway
■

■

■

■

複数のハードウェア モデ
ルで使用可能。VMwareと
Microsoft Hyper-Vの仮想マ
シンにも対応。

McAfee Endpoint Security、
McAfee Advanced Threat
Defense、McAfee Threat
Intelligence Exchange、
McAfee Cloud Data
Protection、McAfee Cloud
Visibility̶Community
EditionなどのMcAfeeソ
リューションとの統合
Common criteria EAL2+と
FIPS 140-2 Level 2に準拠
Gemalto SafeNet Hardware
Security Module（HSM）、
Thales nShield HSM、Thales
PCIeカードなど、複数の暗号
化キー保存オプションに対
応

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でできることが増えています。現在では、動的なコンテン
ツをリアルタイムに扱うことができます。
しかし、Webでは毎日巧妙な攻撃が
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 アクセスによるリスク
を大幅に軽減できます。
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。
クラウド アプリ
ケーションへのアクセスを柔軟に制御しながら、
既知の脅威だけでなく、未知の脅威も阻止する必
要があります。

包括的なセキュリティでインバウンドと
アウトバウンドの両方向を保護

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 ソフトウェアです。ユーザーが送信し
たWeb要求に対して、McAfee Web Gatewayは組
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、
要求されたWebページを介してネットワークに

侵入を試みるコンテンツとアクティブ コードの特
性、意図を分析します。
これにより、マルウェアやト
ラフィックに潜む脅威を阻止します。一般的なパ
ケット調査技術と異なり、McAfee Web Gatewayで
はSSL（Secure Sockets Layer）
トラフィックを調査
し、暗号化で自身の存在を隠ぺいする不正なコー
ドやアプリケーションを阻止します。
また、インバウンド保護により、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
のリスクを回避できます。McAfee Web Gateway
をリバース プロキシ モードで使用すると、
アップ
ロード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。
アウトバウンド トラフィックを保護するため、
McAfee Web Gatewayは業界最先端のデータ損
失防止技術を使用し、HTTP、HTTPS、FTPなど、主
要なすべてのWebトラフィックのコンテンツをス
キャンします。
また、重要な情報や機密情報、規制
対象の情報も保護します。
ソーシャル ネットワー
ク サイト、
ブログ、Wikis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
の漏えいもを防ぎます。McAfee Web Gatewayは、
ボットに感染したコンピューターによる不正な
データ送信を阻止します。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。
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業界最高のセキュリティを提供する
McAfee Web Gateway

マルウェア対策を含むWebセキュリティで業界
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することで、
ゼロデイ マルウェアによる攻撃からエンドポイン
トを保護します。
これにより、
システムのクリーン
アップや修復にかかるコストが劇的に削減されま
す。
このような分析機能とMcAfee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します。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 アプローチを実現します。
McAfee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。

■

■

McAfee Web Gateway

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、許可または禁止
対象に対して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実現
しています。

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を行うことがで
きます。
高度脅威分析の統合
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利用するこ
とができます。McAfee Web GatewayのGateway
Anti-Malware Engineが提供するインライン ス
キャン機能とMcAfee 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。
クラウドベースのサンドボックスであるMcAfee
Cloud Threat Detectionと他の脅威分析層を統合
すると、
コストを削減し、高度脅威分析を簡単に行
うことができます。
脅威情報の共有
現在、多くのセキュリティ ツールが存在します
が、それぞれが個別に機能し、脅威情報を共有
できる状態ではありません。
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、脅威対策とデータ侵害の識別を強化でき
ます。感染したシステムを効率的に修復できる
ので、インシデント対応を改善することができま
す。McAfee Web GatewayなどのMcAfeeソリュー
ションは、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、
このような問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。
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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で阻止することができま
す。
暗号化されたトラフィックの分析と保護
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、HTTP/2）を悪用
しています。皮肉なことに、セキュリティを強化す
るために開発されたプロトコルが攻撃に利用さ
れるようになっています。McAfee Web Gateway
には、マルウェア検出、SSLインスペクション、証明
書検証が統合されているので、暗号化されたトラ
フィックに総合的な分析を行うことができます。
SSLスキャン用にハードウェアを追加する必要は
ありません。McAfee Web Gatewayは、1つのハー
ドウェアまたは仮想アプライアンス アーキテク
チャですべての機能を実行します。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。
SSLトラフィックの詳細分析を優先したい場合に
は、McAfee Web GatewayのSSLタップを使用しま
す。
これにより、暗号化されていないトラフィック
のストリームを全体または個別にオフロードでき
ます。
ソフトウェアで有効にできる機能を使用する
ことで、復号したSSLトラフィックの全体または一
部を侵入防止システム（IPS）やネットワークベー
スのデータ損失防止（DLP）などの別のセキュリ
ティ ソリューションに送信できます。
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
（McAfee 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。
組み込みのファイル暗号化機能により、
クラウ
ド ベースのストレージを利用する組織は、
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。
McAfee Web Gateway経由でなければ、データを
取得して表示することはできません。

McAfee Web Gateway

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。モ
バイルデバイス管理プロバイダーのAirWatch、
MobileIronとMcAfee Web Gateway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
リシーでApple iOSデバイスやGoogle Androidデ
バイスを保護できます。

McAfee Web Gatewayによる柔軟な管理

McAfee Web Gatewayは、強力なルール ベース
の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。ポリシーを簡単
に作成できるように、McAfee Web Gatewayでは
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。
この機能はクラウド アプリケーションに
も利用できます。
このプラットフォームは、数千以
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。
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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（NT LAN
Manager）、RADIUS（Remote Authentication
Dial in User Service)、Active Directory（AD）/
LDAP（Lightweight Directory Access Protocol)、
eDirectory、Cookie認証、Kerberos、ローカル
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、柔軟なルールを実装できます。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したりします。
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（Power-on Self-test）
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-aService）
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。
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します。
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、仮想化もサポートします。
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を抱える環境に
も対応できます。

McAfee Web Gateway

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にリダイレクトすること
で、MPLS（Multiprotocol Label Switching）回線ま
たはVPN（Virtual Private Network）経由でのバッ
クホール トラフィックのコストを劇的に削減でき
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ます、ネットワーク アー
キテクチャに合わせて実装することができます。
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。
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、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埋
め、使用可能なすべてのセキュリティ機能とイン
フラをトラフィックに適用します。

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（Secure Sockets Layer）
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。
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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、
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
に負荷をかけ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。

McAfee Cloud Visibility̶Community Editionは、
McAfee Cloud Data Protectionにも無料サービス
として含まれています。

ライセンス

McAfee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という1つのス
イート製品として提供しています。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、McAfee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。

また、McAfee Web Gatewayは、McAfee Cloud
Visibility̶Community Editionに統合されます。
これは、McAfee Data Loss Prevention、McAfeeの
暗号化/Web保護製品をご利用のお客様に向け
の無料サービスで、
クラウド アプリケーションの
可視化とリスク評価を行います。従業員が使用す
るクラウド アプリケーションの一部しか認識でき
ないのは危険です。簡単なダッシュボードでクラ
イアント アプリケーションへのアクセス、
リスク レ
ベル、データ分類を確認できれば、セキュリティ
担当者はクラウドへのアクセスを的確に制御し、
データを保護することができ、組織に対するリス
クを軽減できます。

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。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%。
「McAfee Web Gateway Security Appliance Test」
（McAfee Web Gatewayセキュリティ アプライアンスのテスト）、
AV-TEST GmbH.
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