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McAfee Web Protection

クラウド、
オンプレミス、ハイブリッド環境に対応したWebセキュリティ

主な特長

究極の柔軟性
■ McAfee Web Gateway
（オ
ンプレミス アプライアン
スまたは仮想マシン）のす
べての機能とMcAfee Web
Gateway Cloud Serviceを
1つの契約で使用可能
■

■

現在のニーズだけでなく、将
来の変化にも対応
配備方法に関係なく、ユー
ザー数をベースにした購入
価格

高度なセキュリティ
■ 最高のマルウェア対策ソ
リューションであるMcAfee
Web Protectionが特許申
請中の技術を含む McAfee
Gateway Anti-Malware
Engineで動作分析を実行
■

McAfee® ePolicy
Orchestrator®（McAfee
ePO™）、McAfee GTIとの統
合

McAfee® Web Protectionでは、Webフィルタリングやマルウェア スキャンだけ
でなく、詳細なコンテンツ検査を行い、
クラウド アプリケーションの使用方法
をきめ細かく制御できます。
また、組織の要件に合わせて柔軟に配備できま
す。オンプレミス ソリューションの管理を必要としている方も、柔軟性に優れ
た低コストのクラウド サービスを探している方、あるいは、
この2つの組み合
わせたハイブリッド環境を検討としている方も、McAfee Web Protectionによ
り、現状だけでなく将来的な変更にも対応できるWebセキュリティを配備でき
ます。
Webの成長と進化に合わせて、Webを攻撃するマ
ルウェアも高度化し、エンドポイントや重要データ
の脅威は増加しています。McAfee Labsでは、毎日
数十万の新しいマルウェアを確認しています。
リ
スクが増加している現在、
このような変化に対応
できる最高のWebセキュリティが求められていま
す。現在のクラウド環境のWebを保護するにはプ
ロアクティブで包括的なソリューションが必要で
すが、Intel Securityの一部であるMcAfeeは、
この
点をよく理解しています。

オンプレミス、
クラウド、ハイブリッド

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1つのソリューションMcAfee Web
Protectionとして提供しています。オンプレミスに
は、拡張性に優れたハードウェアで配備します。
ク
ラウド環境には仮想アプライアンスとして配備し
ます。
この2つを組み合わせたハイブリッド環境
では、エンタープライズクラスの柔軟性と可用性
を実現できます。たとえば、本社と地域の拠点施
設の従業員はハードウェア アプライアンスで保
護し、
リモート環境または移動中の従業員はクラ
ウド サービスで保護できます。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。ポ
リシーの同期を管理することで、すべてのプラット
フォームで一貫したルール ベースのポリシーを
施行できます。

高度なセキュリティ

McAfee Web Protectionは、様々な脅威検出技
術を多層的に使用した保護対策により、ゼロデ
イ脅威や不正な攻撃を阻止します。McAfee Web
Protection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。詳細なコンテンツ検査により、ZIPファイルや
PDF、
グラフィックをスキャンし、潜伏するマルウェ
アを検出します。McAfeeのWebセキュリティ ソ
リューションは独立系調査機関のテストで99%以
上の精度でマルウェアを検出・ブロックし、最高の
結果を残しています。
この高度な多層型セキュリ
ティでは次の機能を提供します。
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主な特長（続き）

■

インバウンドとアウトバウンド
の両方向の保護対策
■ 包括的なWebフィルタリン
グ データベースを使用して
組織のインターネット利用
ポリシーを施行
■

■

■

マルウェアなど、潜伏する脅
威を迅速かつ効率的に検出
する多層型のセキュリティ
リモート ユーザーのモバイ
ル フィルタリング
1,600を超えるクラウド アプ
リケーションを管理

包括的なシグネチャ ベースのウイルス
対策によるリアルタイム検出: 最先端の
ウイルス対策とMcAfee Global Threat
Intelligence（McAfee GTI）
ファイル レピュ
テーションにより、
リアルタイムの検出を
実現します。
ウイルス検出からシステム保
護までの時間が大幅に短縮されます。

McAfee GTIのWebレピュテーションと
Web カテゴライゼーション: McAfee Web
Protectionは、
レピュテーションとカテゴ
リによる強力なフィルタリング機能によ
り、高度なWebフィルタリングと保護を
行います。McAfee GTIは、McAfee Web
ProtectionのWebフィルタリング技術を
強化します。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
止対象に柔軟なルールを設定し、継続的
な監視を行うことができます。
コンテンツ
の動的分類により、以前に確認したWeb
サイトのコンテンツに不適切なカテゴリ
（ギャンブル、ポルノ、ゲームなど）が追
加されていないかどうか分析します。

■

■

WGシリーズの
アプライアンス

プロアクティブな動作分析で、
コンテンツ
の詳細検査をリアルタイムで実行: 最高
のマルウェア対策ソリューションである
McAfee Web Protectionが特許申請中
のアプローチで動作分析を行います。
McAfee Web Protectionは、Webページ
のアクティブ コンテンツをスキャンして、
エミュレーションで動作の意図を予測し、
ゼロデイ攻撃や標的型攻撃からエンドポ
イントを保護します。

クラウド アプリケーション セキュリティ

クラウド アプリケーションへの移行が進み、
シャ
ドウITが増加しています。未承認のクラウド アプ
リケーションを追跡できないとデータ漏えいが
発生し、金銭的な被害を受けるリスクが高まりま
す。McAfee Web Protectionは、すべてのWebトラ
フィックの完全な可視性を実現し、1,600以上の
Webアプリケーションを制御できます。
アプリケー
ション リスクやユーザー プロファイルなどのビジ
ネス条件を使用してアクセスを管理し、制限でき
ます。

クラウド

海外支社
クラウド

本社

モバイル ワーカー

WGシリーズの
仮想アプライアンス

国外拠点

図 1. McAfee Web Protectionは非常に柔軟な配備オプションを用意しています。オンプレミス、仮想環境、
クラウド、ハイブリッド環境
にアプライアンスを配備し、高可用性を実現できます。
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進化する脅威状況

Webの脅威は巧妙化し、
スパ
ム、
フィッシング メール、
アド
ウェア、
ソーシャル メディアな
ど、複数の方法で攻撃を仕掛
けてきます。従業員が日頃使
用しているファイルが使用さ
れ、本物と見分けがつかない
場合もあります。McAfee Web
Protectionは様々な角度から
組織を保護します。
■

■

■

ページ、
ファイルなど、不審
なものをすべて検査
世界で発生しているWeb脅
威の29%〜41%はスパム
URL
McAfee Labsが一日に検出
している新しいマルウェアは
平均で400,000個以上。
(出典: McAfee Labs)

モバイル保護

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。McAfee Web Protectionに含まれるMcAfee
Client Proxyを使用すると、モバイル ユーザーの
Webアクセスを保護し、制御できます。
このゲー
トウェアの統合ソリューションは、Webトラフィッ
クをオンプレミスまたはクラウドのMcAfee Web
Protectionに自動的にルーティングし、ポリシーを
完全に施行します。

統合レポート

McAfee Web Protectionは、定評のあるセキュリ
ティ管理プラットフォームであるMcAfee ePOに
対応しています。McAfee ePOでは、様々な情報を
統合して利用できるので、問題を迅速に識別し、
コンプライアンス対応を改善することができま
す。McAfee ePOでは、McAfee Content Security
Reporter拡張ファイルにより詳細なWebレポート
を作成できます。

McAfee Content Security Reporterの統合レポー
ト インフラを使用すると、異なるWeb保護対策
からデータを収集できます。
この情報とツールに
より、組織のWeb利用状況を迅速に把握し、
コン
プライアンス対応や脅威の検出、問題の隔離を
行うことができます。
また、不適切なWebアクティ
ビティを報告し、
フィルタリングの設定を調整して
Web使用ポリシーを施行できます。
ダッシュボー
ドとドリルダウン機能により、Webトラフィックを
オフラインで分析し、必要な機能を簡単に利用で
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。
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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