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脅威の増加と
感染被害の拡大

侵害に気づけない
標的型サイバー攻撃 IT環境の多様化

お客さまの課題※ 上記価格は一般企業向け新規標準価格（税別）となります。　※次年度更新価格は、新規標準価格の50％となります。　※Trend Micro Mobile SecurityTMスタンダードを単体で購入する場合は、同アドバンス版の50％の価格となります。　
※ 上記標準価格は1 年間のスタンダードサポートサービス提供を含む1ライセンスあたりの使用許諾料金であり、サポート契約期間以降もバージョンアップ、パターンファイルのダウンロード等のサポートサービス継続をご希望の場合は1 年ごとに契
約の更新が必要です。
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課題1 課題2 課題3

Client/Server Suite PremiumTM
企業向けエンドポイントセキュリティプラットフォーム

ラインナップ別 機能対応表 / Trend Micro Reliable Security LicenseTM 標準価格表

Client/Server
SuiteTM※ ウイルス対策 情報漏えい

対策
脆弱性
対策 統合管理Android

ウイルス対策
VDI環境での
最適化

情報漏えい
対策

ファイア
ウォール

脆弱性
対策 統合管理VDI環境での

最適化
Client/Server
Suite PremiumTM ウイルス対策 スパイウェア

対策
Mac OS

対策
Android

ウイルス対策
感染時の
自動復旧

Web
レピュテーション

ウイルスバスター TM

コーポレート
エディション Plus

情報漏えい
対策

ファイア
ウォール

脆弱性
対策 統合管理VDI環境での

最適化ウイルス対策 スパイウェア
対策

Mac OS
対策

Android
ウイルス対策

感染時の
自動復旧

Web
レピュテーション

※Client/Server Suiteは新規・新規優待の受注を終了しています。更新のタイミングで、Client/Server Suite Premium の“更新”としてのご注文で移行できます。

お客様のIT環境を脅かすマルウェアや悪意の
ある攻撃による脅威は増加の一途をたどり、
また昨今では短時間で感染被害が拡大する
傾向にあります。

巧妙な手段によって企業/組織への侵害を試
みる標的型サイバー攻撃。時に未知のマル
ウェアなどを用いることで、従来からのセキュ
リティ対策の目を潜り抜けます。

社外におけるモバイル端末や業務PCの利用、
クラウド環境の利用など企業内のIT環境は大き
く変化しており、組織内におけるセキュリティレ
ベルの管理がより重要になっています。

User Protection

Client/Server SuiteTM

※新規・新規優待
受注終了

AI技術と実績の高い技術※1 の融合により
高い防御力とパフォーマンスを両立する総合エンドポイントセキュリティ。
標的型サイバー攻撃や未知のマルウェア※2 に対しても効果的なセキュリティを実現。
※ 1  ウイルス対策やWebレピュテーションなど従来の対策技術
※2 全ての未知のウイルスに対応するものではありません。

BR-CORP-004

オプション対応

ウイルスバスター コーポレートエディション XGはウイルスバスター コーポレートエディションの最新バージョンであり、
無償で10.6 SP3、11.0、11.0 SP1からのアップグレードが可能です。

AI技術と実績の高い検索技術の融合により、
高い防御力とパフォーマンスを実現し、

多様化する脅威にも迅速に対応

未知の脅威に対する検知能力の向上と、
検知した脅威を的確に処理することで、
情報漏えいなどの実害を防ぐことが重要

モバイル端末や業務PCへのセキュリティ対策実装と
統合管理の強化により、セキュリティレベルの均一化と

最適なセキュリティ対策を実現

お使いのトレンドマイクロ製品
との自動連携により、

「未知の脅威」※にすばやく対応

Connected Threat Defense 新たな脅威への対応時間を短縮

従来の
対応時間

現状の課題 ソリューションのポイント トレンドマイクロ製品 フェーズ

未知の脅威※が
見つからない

脅威の特定/解析と
対処に時間がかかる

システム管理者
の手間がかかる

時間がかかり
被害が拡大

未知の脅威※を
検出

カスタムシグネチャ
を自動的に作成して
各端末に自動配信

未知の脅威※を迅速に
検知・ブロック・隔離

可視化

自動化

自動化

最小化

発見

対処

対処解析・生成発見

製品連携
による効果 大幅短縮 !

Trend Micro
Control Manager™

Deep Discovery™
Inspector

未知の脅威※

振る舞い検知

ヒューリスティックルール

パターンマッチング

※ 全ての未知の脅威に対応するものではありません。

ウイルスバスター™
コーポレートエディション XG

配信・管理

解析・生成

配信・管理

ウイルスバスターコーポレートエディショ
ン、Deep Discovery Inspector、Trend 

Micro Control Managerの連携により、
Deep Discovery Inspectorが検出した
未知の不正プログラム※や通信をエンド
ポイントでも検知・ブロック・隔離が可能
となります。またD e e p  D i s cove r y  

Analyzerも対応しております。
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ウイルスバスター TM

Corp. 管理サーバ
ウイルスバスター TM

Corp. 管理サーバ

Control ManagerTM

管理サーバ
Control ManagerTM

管理サーバ

スマートフォン
タブレット端末※2

仮想デスクトップ※3Mac端末※1Windows端末

インターネット

VPNVPN

ウイルスバスター TM

Corp. 管理サーバ

拠　点

ウイルスバスター Corp.
エッジリレーサーバ

ウイルスバスター Corp.
エッジリレーサーバ

持ち出し端末

トレンドマイクロの多様なセキュリティ対策
製品について、運用環境全体の状況把握や
パターンファイルやアップデートプログラム
の配布・バージョン管理、設定の適用、定常的
なレポートの作成を一元的に実施します。さらにポリシーの集中管理機能
により、社内のセキュリティポリシーおよびルールに則したセキュリティ設
定を抜け漏れなく適用でき、セキュリティ対策の徹底を可能とします。ま
た、社内状況だけではなく、Trend Micro  Smart  Protect ion 

複雑なセキュリティの
運用を一元管理。
ダッシュボードで直感的に把握
Trend Micro Control ManagerTM アドバンス

企業のセキュリティに必要な対策が1つになった統合セキュリティ対策製品
Client/Server Suite PremiumTMは、
脆弱性対策、仮想パッチによる統合管理機能を備えた
クライアント/サーバ向けの総合セキュリティ対策製品です。
Windows環境だけでなく、Mac端末やスマートフォン・タブレット端末、
また仮想デスクトップ環境（VDI）など多様化するデバイス/環境に対応した
セキュリティ管理を実現します。

脆弱性を悪用する
攻撃から守る
Trend Micro™ Virtual Patch for Endpoint

サーバに負荷を与えず、
仮想デスクトップ環境をしっかり防御
Trend Micro VDIオプションTM

セキュリティ製品では難しい防御力と軽快さを両立

AV-TESTは2か月に一度、エンドポイント製品の防御力、パフォーマンス、
ユーザビリティの3項目に関する性能評価テストを実施しています。
2016年上半期、ウイルスバスター™ コーポレートエディションは、前述の
3項目で高い成績をおさめました。トレンドマイクロは、AV-TESTの性能
評価テストに参加してきた過去2年半の結果から、主要ベンダと比較し
て、高い平均総合評価スコアを記録しています。

NetworkTM (以下、SPNTM) の脅威の統計情報を表示することが可能です。
SPNTMが集計した同業種や世界における脅威検出状況を表示します。自
社の状況と自社外の脅威状況を比較することで、自社内のセキュリティ対
策状況を効果的に分析できます。

日々発見されるOSやアプリケーションの脆弱性。メーカーから修正パッ
チが公開された後の検証やサーバの停止を伴う適用作業は時間がかか
り、システム管理者には大きな負担となります。Trend Micro Virtual 

Patch for Endpointは、推奨設定検索により適用すべき脆弱性を自動
的に発見し、必要な仮想パッチを自動的に適用します。パッチ検証／適用
作業においてシステム管理者の負担を軽減し、脆弱性を突いた攻撃から
デバイスを守ります。

急増する不正プログラムや不正サイトからスマートフォンを保護しま
す。常に最新のパターンファイルを各端末に適用し、新しい不正プログラ
ムから保護する必要があります。また、そのようなアプリケーションを配布
するサイトやフィッシングサイトなど不正なサイトへのアクセスを防止す
ることができます。

仮想デスクトップ環境においては、従来のセキュリティ対策とは異なる仮
想環境特有の新たな課題があります。朝、一斉に仮想デスクトップが起動
することによってネットワーク負荷が高くなる午前9時問題がその一つで
すが、Trend Micro VDI オプションTMはアップデートのタイミングを調整
する負荷分散機能やキャッシュ機能による検索の効率化を図ることがで
き、サーバ自体の負荷を大幅に削減できます。

個人情報や機密情報の
漏えいを防ぐ
Trend Micro 情報漏えい対策オプションTM

機密情報やマイナンバーを含む個人情報などの重要なデータを、どのように
漏えいの危険から守るかは企業にとって大きな課題となります。ウイルスバ
スターTM Corp. PlusにTrend Micro 情報漏えい対策オプションTM（別途有
償）を追加することで、既存のシステム環境を変えずに情報漏えい対策機能
を強化することができ、またウイルスバスターTM Corp. 管理サーバによる一
元管理をすることができます。

※ウイルスバスター Corp.は、ウイルスバスター コーポレートエディションの略　
※ 1  標準同梱のTrend Micro Security for Mac で実現
※2 標準同梱のTrend Micro Mobile Security スタンダードで実現
※3 標準同梱のTrend Micro VDIオプションで実現

オプション

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00
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AV-Testの平均総合評価スコア 2014年～2016年上半期

Protection, 
Performance, 
Usability 
各6点
＝計18点満点での
比較テスト結果

※AV-Testによる防御力テストの詳細については、https://www.av-test.org/en/test-procedures/test-modules/protection/ を参照してください。
　参照: http://www.av-test.org/
※2014年～2016年上半期までに行った以下3つの比較テストの平均スコア。
　・防御力（Protection）比較テスト　・パフォーマンス（Performance）比較テスト　・ユーザビリティ（Usability）比較テスト　各6点＝18点満点のテスト。
※記載の内容は、2016年12月時点の情報をもとに作成したものです。
※Cylanceが参加した性能評価テストは、実施された合計18回のうち1回のみとなっています。

タブレット、
Macを守る
Trend Micro Mobile Security™ スタンダード
Trend Micro Security for Mac

ファイルベースの検出技術
実行前に止めることで被害を抑止
特殊な圧縮など複雑なマルウェア
は別技術で対応

機械学習型検索
（実行前：ファイル対象）

挙動検出技術
侵入した複雑なマルウェアの検出
該当プロセスを止めることで被害
を防ぐ

機械学習型検索
（実行後：プロセス対象）

Trend Micro Smart Protection Network™にあるホワイトリスト・アプリケーションの普及度情報、
既存の高い技術との融合により誤/過検出を削減するノイズキャンセル技術

※全ての未知の脅威に対応するものではありません。

AI技術と実績の高い技術、それぞれの強みを活かし、弱みを補い合うTrend Micro クロスジェネレーション
（XGen）エンドポイントセキュリティコンセプトにより新しいランサムウェアをはじめとする未知の脅威※への
対応力を大幅に向上しました。　※全ての未知の脅威に対応するものではありません。

既知の安全なコンテンツ

凡例

既知の脅威

未知のコンテンツ

安全な
コンテンツの許可 脅威の

ブロック

ファイルレベルの機械学習型検出 （静的=ファイル）

振る舞い検知
挙動レベルの機械学習型検出（動的=挙動）

Connected Threat Defense
(カスタムサンドボックス連携による標的型攻撃対策)

Web レピュテーション
ファイルレピュテーション
エクスプロイト対策
クラウド型ホワイトリスト/Census技術
その他成熟した機能群

ノイズの除去

AI技術の活用により未知のファイルを判別※

実行前・実行後両方に対応するアプローチ

高度な機械学習型検索

先進技術と高い実績の融合

※全ての未知の脅威に対応するものではありません。

Connected Threat Defense

1

3
2

4

各レイヤーの製品による
脅威のブロック

各レイヤーの製品による
未知の脅威※の発見

サンドボックスによる解析と
カスタムシグニチャの自動生成

発見

解析 生成

対処

配信 管理
TrendMicro

Control ManagerTM

へ情報を共有し、配信

可視化と制御
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