
ソリューション概要
インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ 
ファミリーとMcAfeeの保護ソリューション

クライアントからクラウドを攻撃する最新の脅威
今日のコンピューティング環境では、これまで以上に危険が増大して
います。最新の脅威は、個人情報や企業データ、デバイス、アプリ
ケーションとユーザー間のやり取りの爆発的な増大とともに増え続け
るさまざまな攻撃手法を利用します。現在のマルウェアの多くは、悪
意のあるコードを隠蔽するステルス型の手法を使用して、実際に被
害を与えるまで検出されることなく潜伏します。

• 悪意のあるWebサイトを知らずにクリックし、ステルス型マルウェア 
をダウンロードしてしまう。

• 高度なウイルスが電子メールで送信され、発症するまでシステム
上に潜伏する。

• 未知の攻撃がゼロデイ脆弱性を悪用し、感染を拡大する。

• IDの窃取や偽造により、セッションとトランザクションが乗っ取られる。

• OSが起動する前に、不正なコードが侵入し、セキュリティー・ソフト 
ウェアが無力化され、環境が危険にさらされる。

Beyond the OS: さまざまな階層への 
包括的な対策で、ビジネス・クライアントに 
新世代のセキュリティーを提供

インテルとMcAfeeが提供する 
ハードウェア支援型セキュリティー・テクノロジー



McAfeeの調査によると、あらゆる脅威は4つの
攻撃フェーズをたどって進行します（図1）。不正
侵入した悪意のあるコードを検出、隔離、除去
するには、各フェーズで独自のテクノロジーが必
要です。

ルートキットは、サイバー犯罪者がマルウェアを
隠蔽するためによく使用するステルス型手法で
す。McAfeeでは、新しいルートキットを1日当た
り平均1,200件も検出しています。多くのルート
キットは、セキュリティー・ソフトウェアがアクセス
できない、OSより深い階層に侵入します。

これらのマルウェアはOS（およびセキュリティー・ソ
フトウェア）によって検出できないため、多様なビ
ジネス・クライアントを悪意のある攻撃から保護す
るには、現在の高度なウイルス検出ソフトウェア
よりもさらに強力な手法が必要です。McAfeeと
インテルのセキュリティー技術およびソリューショ
ンは、OSの範囲を超えて、ビジネス・クライアン
トの最も深いレベルで動作し、企業の資産を確
実に保護します。

McAfeeとインテルの共同作業による 
セキュリティーの実現
McAfeeとインテルは、生産的で魅力的なコン
ピューティング体験をすべてのユーザーに保証す
るために、力を合わせてマルウェアへの対処に取
り組んできました。この目的のために、McAfee
とインテルは、情報漏えいやマルウェアの侵入か
らビジネス・クライアントを保護する、多くの効果
的な手法を開発してきました。

セキュリティー技術のリーダーであるMcAfeeとプ
ロセッサー・テクノロジーのリーダーであるインテル
は、McAfee* Security Connected Frameworkと
呼ばれる高度なセキュリティー・ソリューションを

提供します。McAfeeとインテルが共同開発したソ
リューションは、OSの階層を超えて、より深いレ
ベルでセキュリティーを実現します。

• 両社が蓄積してきたソフトウェアとハードウェア
の専門知識の融合により、ホームPCとビジネ
スPCをより深いレベルで保護できます。

• 両社の世界水準のラボを活用した革新的な研
究開発活動により、新たに共同開発したソリュー
ションを継続的に提供できます。

McAfeeとインテルのセキュリティー・ソリューショ
ンは、未来のコンピューターとインターネットのセ
キュリティーを一新する技術革新をもたらします。

高度な検出および駆除機能
攻撃の各フェーズで巧妙なマルウェアを検出して駆
除するには、ビジネス・クライアントのハードウェア・
レベルで機能する、OSの階層を超えたマルチレイ
ヤー・アプローチが企業全体で必要です（図2）。

• 第3世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・
ファミリーを搭載し、インテル® vPro™ テクノロ
ジーに対応したビジネス・クライアントのハード
ウェアに内蔵された保護機能1

• McAfee DeepSAFE* テクノロジーおよび
McAfee* Deep Defenderによる、OSの階層を
超えたハードウェア支援型セキュリティー

• すべてのデータのやり取りを保護する、McAfee
の総合的なエンドポイント・セキュリティー・ソ
リューション

• McAfee ePO* Deep CommandおよびMcAfee 
Global Threat Intelligence*など、クライアント
を継続的に保護するためのエンドポイント・セ
キュリティー管理ソリューション

図1. マルウェアによる攻撃の4つのフェーズ
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まず何より私たちが認識しなければならないこ
とは、現在の脅威は従来よりはるかに複雑化
しており、あたかも精密な機械を使っている
かのように複数の、連続的な手法を使って攻
撃を仕掛けて来るということです。McAfeeの
調査チームは、脅威の継続的な分析により、
攻撃メカニズムの面から脅威を捉えています。
脅威は以下の4つの局面で進行します。

最初の接触：第1に、マルウェアは無防備な
ユーザーと接触する機会を狙っています。

ローカル実行：第2に、マルウェアはさまざま
な方法を使ってシステム内に侵入し、ディスク
へのファイルの書き込みやシステムファイルの
改ざんを開始します。

潜伏：第3に、マルウェアは各種の手段を使っ
て検出を免れ、個人情報を盗み出したり、不
要なセキュリティー・ソフトウェアを購入するよう
に脅すなどの不正な活動を始める機会を待ち
ます。

悪意のある活動：第4の局面で初めて、マル
ウェアは不正な活動を実際に開始します。
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インテルの内蔵されたセキュリティー技術
第3世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファ
ミリーを搭載し、インテル® vPro™ テクノロジーに
対応したビジネス・クライアントは、以下のセキュ
リティー技術をチップに内蔵しています。2

• インテル® OSガード3：アプリケーション・メモリー
空間から実行される権限昇格攻撃からシステム
を保護する、次世代のインテル® エグゼキュート・
ディスエーブル・ビット。

• インテル® トラステッド・エグゼキューション・
テクノロジー4（インテル® TXT）：ホスト上に
ハードウェア・ベースの「信頼のルート（root of 
trust）」を確立し、既知の正常なホスティング
環境を提供します。これにより、VM（仮想マシン）
は常に安全な環境で起動します。起動されると、
インテル® TXTは他のメモリーからVMを隔離し、
VMのシャットダウン時にメモリーを消去すること
で、VMのデータがマルウェアやその他のアプリ
ケーション、環境に流出するのを防ぎます。

• インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー5

（インテル® VT）：実行中のプロセスに適切なセ
キュリティー保護を提供し（インテル® VT）、仮
想デバイスのメモリー空間を他のメモリーから
隔離します（ダイレクトI/O向けインテル® VT）。
また、インテル® VTは仮想化環境の堅牢性と
パフォーマンスを向上させます。

• インテル® アイデンティティー・プロテクション・
テクノロジー6（インテル® IPT）：IDキーをソフト
ウェアに格納するのではなく、マルウェアがアク
セスできないファームウェアに格納することで、
ハードウェア・ベースの ID保護を提供します。さ
らに、インテル® IPTのメカニズムにより、OSか
ら独立したレイヤーでソフトウェア・キーボードに
よるパスコード入力が可能となり、マルウェア

がユーザー本人になりすまして認証データを入
力することを防止します。

• インテル® AES New Instructions7（インテル® 
AES-NI）：McAfee* Endpoint Encryption内で
の暗号化 /復号処理を最大4倍高速化します。
これにより、全面的な暗号化による生産性と性
能の低下を回避し、企業全体のビジネス・クラ
イアントの全面的な暗号化を可能にします。

• インテル® セキュアキー 8：真の乱数をハードウェ
ア内で生成し、暗号化のソリューションの安全
性を強化します。

• インテル® アンチセフト・テクノロジー9（インテル® 
AT）：チップセットに組み込まれたテクノロジー
を使用して、盗難や紛失に遭ったノートブック
PC上のデータとPC本体を保護します。盗難や
紛失に遭ったクライアントPCに現在の位置を報
告させることも可能です。

McAfeeのビジネス保護ソリューション
McAfeeの次世代エンドポイント・セキュリティー・
プラットフォームは、業界で最も広範なデバイス/
データ/アプリケーション保護のほか、市場で唯
一の一元化管理システムを提供します。McAfee
のソリューションは、チップからクラウドまで企業
全体を保護します。

• McAfeeのエンタープライズ・リスク管理 /セキュ
リティー・コンプライアンス・ソリューションは、リ
スクの低減、コンプライアンスの自動化、セキュ
リティーの最適化を実現

• 複数のビジネスデバイス/サービスを対象とした
ソリューションにより、サーバー、デスクトップ
PC、ノートブックPC、モバイル機器、仮想化環
境など、チップからOS、データベース、クラウ
ドに至るまでを保護

• 集中型ポリシー管理に対応した次世代コンテキ
スト認識エンドポイント・セキュリティーによって、
エンドポイントのセキュリティーを確保し、中央
セキュリティー・ポリシーの遵守を徹底

McAfeeの包括的なエンドポイント保護
McAfeeのエンドポイント保護ソリューションは、
業界をリードするエンドポイント・セキュリティー /
データ保護と集中型管理を組み合わせたもの
です。インテルの内蔵テクノロジーを活用した
McAfeeのセキュリティー製品は、より深いレベル
でビジネス・クライアントを保護できます。以下で
は、McAfeeのビジネス・クライアント保護製品の
主な例をいくつか紹介します。

McAfee DeepSAFE* テクノロジー：従来のセキュ
リティー対策を根本的に覆します。インテルと共
同開発されたMcAfee DeepSAFE* は、OSより下
のレベルに常駐し、システムメモリーに対する無
制限の監視とシステムイベントに対する信頼性の
高い監視を提供するので、全く新たな観点からビ
ジネス・クライアント・コンピューティング活動を確
認できます。

McAfeeはこのテクノロジーに基づいて、「より深
い」レベルのセキュリティーに対応したハードウェ
ア支援型セキュリティー製品を新たに開発して
います。例えば、多くのAdvanced Persistent 
Threat（APT）攻撃は、ルートキットなどのステル
ス技術を利用してOSよりも深いレベルに潜伏し、
現行のセキュリティー・ソリューションから逃れてい
ます。McAfee DeepSAFE* テクノロジー採用の新
たなセキュリティー製品は、ステルス技術を利用
するAPT攻撃やマルウェアを事前に検出し防止で
きます。

McAfee DeepSAFE* テクノロジーと第 3世代
インテル® Core™ vPro™ プロセッサーを組み合わ
せて、ソフトウェアの柔軟性とハードウェアのパ
ワーを兼ね備えた新たなセキュリティー基盤を実
現しました。

McAfee* Deep Defender：McAfee* DeepSAFE
テクノロジーが実現した業界初のハードウェア支
援型セキュリティーを利用して、高度なステルス
攻撃を防止します。OS上で動作する従来のセキュ
リティー・ソリューションと異なり、Deep Defender
はOSの範囲を超えたレベルで動作します。その
ため、より深いレベルのカーネル動作をリアルタ
イムで監視し、高度な潜伏型攻撃を発見して除
去できます。

McAfee* Deep Defenderは、ルートキットがマル
ウェア隠蔽の機会を得る前の段階からビジネス・
クライアントを保護します。しかも、未知のルー
トキットであっても、その存在を検出できます。
Deep Defenderは、悪意のあるステルス攻撃が
実行を試みようとした時点で検出できるので、真
のゼロデイ保護が実現します。インテル® シリコン McAfee® ソリューション ハードウェア ソフトウェア

McAfee* Deep Defender

エンドポイント・セキュリティー・ソフトウェア

OS

McAfee DeepSAFE* テクノロジー

I/O メモリー ディスク ネットワーク ディスプレイ

セキュリティー技術を内蔵した第3世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリー

インテル® vPro™ テクノロジー・マネジメント・エンジン

図2. 新しいインテル ® プロセッサー・ベースの内蔵型テクノロジーによって強化された、McAfeeの新しいソフトウェア・
ソリューションにおけるマルチレイヤー・アプローチに基づくセキュリティー技術
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 McAfee* Endpoint Encryption：ビジネス・クラ
イアント向けのこのソリューションは、透過的な暗
号化と強力なアクセス制御によってデータを保護
し、コンプライアンス問題を最小限に抑えます。
インテル ® AES-NIの利用によって、生産性やパ
フォーマンスを犠牲にせずに、ファイル、フォル
ダー、ディスク全体を迅速に暗号化 /復号化でき
ます。

McAfee* Security Managementソリューショ
ン：包括的なハードウェア支援管理ツールを利用
して、セキュリティーとIT管理のコストを削減でき
ます。

McAfee ePolicy Orchestrator*（McAfee ePO）：
McAfee Security Management Platformの基盤で
あり、エンドポイント、ネットワーク、データの管
理を一元化した上で、リスク/コンプライアンス管
理、ポリシーの設定と適用、セキュリティー・イベ
ントの監視と修復を行います。

McAfee ePO* Deep Command：インテル® vPro™ 
テクノロジーを利用してOSの範囲を超えたエンド
ポイント・セキュリティー管理を提供し、セキュリ
ティー運用コストの削減と組織のセキュリティー体
制強化を実現します。ITセキュリティー管理者は
McAfee ePO* Deep Commandの利用により、電
源がオフのビジネス・クライアントやサーバーの制
御、セキュリティー・タスク（更新、導入、構成変
更など）の実行、OSが無効になったコンピューター
のリモート修復が可能です。

McAfee Global Threat Intelligence*（McAfee 
GTI）：セキュリティー市場で最も包括的な脅威
インテリジェンス情報を提供します。McAfeeは
McAfee GTIの利用により、ファイル、Web、メッセー
ジ、ネットワークなどすべての脅威要素にわたる
可視性のほか、IT業界における最新の脆弱性
についての全体像を手に入れています。McAfee 
GTIは、世界中に配置された数百万個のセンサー
から実際のデータを収集し、相互に関連付けま
す。その結果、McAfeeのセキュリティー製品を

通じてリアルタイムの（多くの場合は予測的な）
保護をビジネス・クライアント、サーバー、仮想
化環境などに提供できます。

まとめ
今日の企業には、高度なビジネス・クライアント向
けセキュリティー・ソリューションが必要です。OS
の階層を超えてプロセッサー・ハードウェア内で動
作するMcAfeeとインテルのテクノロジーは、悪意
のあるコードが侵入しようとすると、これらの攻撃
を素早く検出し、駆除します。McAfeeとインテル
は、業界をリードするテクノロジーと研究開発活
動を通じて、こうした高度なソリューションを提供
できる独自の技術を確立しています。認証、暗
号化から信頼度の検査に至るまで、ステルス型
マルウェアに対する最も効果的な保護は、ハード
ウェア支援型テクノロジーを基盤とし、高度なエ
ンドポイント保護および管理ソフトウェアと連携す
る、McAfeeとインテルのシリコン内蔵型ソリュー
ションにお任せください。

インテル® vPro™ テクノロジーの詳細についてはhttp://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/
processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.htmlを参照

McAfee ePO* Deep Commandの詳細についてはhttp://www.mcafee.com/japan/deepcommand/を参照

McAfee* Deep Defenderの詳細についてはhttp://www.mcafee.com/japan/deepdefender/を参照

1 すべての条件下で絶対的なセキュリティーを提供できるコンピューター・システムはありません。内蔵されたセキュリティー機能は、一部のインテル ® Core™ プロセッサーで利用できます。別途ソフトウェア、ハードウェア、サービスや
インターネットへの接続が必要となる場合があります。結果はシステム構成によって異なります。詳細については、各PCメーカーにお問い合わせください。

2 インテル® vPro™ テクノロジーは高度な機能であり、利用するにはセットアップと有効化を行う必要があります。利用できる機能と得られる結果は、ハードウェア、ソフトウェア、IT環境のセットアップと構成によって異なります。詳細
については、http://www.intel.com/technology/vpro/（英語）を参照してください。

3 絶対的なセキュリティーを提供できるシステムはありません。インテル® OSガードを利用するには、インテル® OSガードに対応した第3世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサーを搭載したシステム、および同テクノロジーに対応した
OSが必要です。詳細については、各システムメーカーにお問い合わせください。

4 すべての条件下で絶対的なセキュリティーを提供できるコンピューター・システムはありません。インテル® トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー（インテル® TXT）を利用するには、インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー、
インテル® TXTに対応したプロセッサー、チップセット、BIOS、Authenticated Codeモジュール、インテル® TXTに対応したMeasured Launched Environment (MLE) を搭載するコンピューター・システムが必要です。さらに、インテル®  
TXTを利用するには、システムがTPM v1.sを搭載している必要があります。詳細については、http://www.intel.co.jp/jp/technology/security/を参照してください。

5 インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーに対応したインテル® プロセッサー、BIOS、および仮想マシンモニター（VMM）を搭載したコンピューター・システムが必要です。機能性、性能もしくは
その他の特長は、ご使用のハードウェアやソフトウェアの構成によって異なります。ご利用になるOSによっては、ソフトウェア・アプリケーションとの互換性がない場合があります。各システムメーカーにお問い合わせください。詳細
については、http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/virtualization/virtualization-technology/hardware-assist-virtualization-technology.htmlを参照してください。

6 すべての条件下で絶対的なセキュリティーを提供できるシステムはありません。インテル® アイデンティティー・プロテクション・テクノロジー（インテル® IPT）を利用するには、インテル® IPT に対応した第2世代または第3世代インテル®  
Core™ プロセッサーを搭載したシステム、および同テクノロジーに対応したチップセット、ファームウェア、ソフトウェア、インテル® IPTに対応したWebサイトが必要です。各システムメーカーにお問い合わせください。データやシステ
ムの紛失や盗難など、サービス利用の結果生じたいかなる損害に対してもインテルは責任を負いません。詳細については、http://ipt.intel.com/welcome.aspx（英語）を参照してください。

7 インテル® AES New Instructions（インテル® AES-NI）を利用するには、インテル® AES-NIに対応したプロセッサーを搭載したコンピューター・システム、および命令を正しい手順で実行する他社製ソフトウェアが必要です。インテル® 
AES-NIは、一部のインテル® Core™ プロセッサーで利用できます。提供状況については、各PCメーカーなどにお問い合わせください。詳細については、http://software.intel.com/en-us/articles/intel-advanced-encryption-
standard-instructions-aes-ni/（英語）を参照してください。

8 絶対的なセキュリティーを提供できるシステムはありません。インテル® セキュアキーを利用するには、インテル® セキュアキーに対応した第3世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサーを搭載したシステム、およびインテル® セキュアキー
のサポートに最適化されたソフトウェアが必要です。詳細については、各システムメーカーにお問い合わせください。

9 すべての条件下で絶対的なセキュリティーを提供できるシステムはありません。インテル® アンチセフト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーに対応したチップセット、BIOS、ファームウェア、ソフトウェアを搭載したシステムと、
同テクノロジーに対応したサービス・プロバイダーのサービスへの加入が必要です。対応状況と機能については、各システムメーカーとサービス・プロバイダーにお問い合わせください。データやシステムの紛失や盗難など、サービ
ス利用の結果生じたいかなる損害に対してもインテルは責任を負いません。詳細については、http://www.intel.com/go/anti-theft/（英語）を参照してください。
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