OEM 向けセキュリティサービス
パートナーシップをシンプルに実現
ソフォスは IT セキュリティとデータ保護分野において豊富な実績を持
ち、1985年の創業以来、マルウェア対策および暗号化製品のグローバル市場で
リーディングカンパニーとして確固たる地位を築いています。OEM 製品を含め
たソフォスのマルウェア対策 / 暗号化 (DLP) ソリューションは、1億ユーザー
以上のお客様に採用されており、OEM セキュリティのグローバル市場ではマー
ケットリーダーとして位置づけられています。
法人向けセキュリティに特化しているソフォスは、ビジネスの生産性と堅牢なセ
キュリティを両立させた製品開発のノウハウを持っています。セキュリティの阻
害要因になり得る複雑さを排除し、ビジネスニーズに合わせたシンプルなセキュ
リティ対策を追求するというビジョンの下で確かな品質の製品を提供し、セキュ
リティ市場で着実に成長を続けながら高い顧客満足度を保っています。ソフォス
は、Gartner 社をはじめとする業界アナリストによって、マルウェア保護とデー
タ保護の両分野におけるリーダー企業として認定されています。
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ソフォスがOEMパートナーに選ばれる 5つの理由
優れた製品：
OEM セキュリティのリーディングカンパニー
ソフォスのテクノロジーは数々の大手 IT 企業で採用され
ています。また、ソフォスのテクノロジーを採用している
OEM、マネージド サービス プロバイダ、技術パートナー、
提携パートナーの数は 90社以上にのぼります。こうした傾向
は、ソフォスが OEM のニーズを的確に捉えたソリューショ
ンを提供していることの表れともいえます。

優れた柔軟性

ライセンスや支払いオプションは、ビジネスモデルに合わ
せて柔軟に変更することができます。また、さまざまな乗
り換えプランをご用意しております。

きめ細やかな販売サポート

ソフォスの営業、マーケティング、テクニカルサポートが
パートナー様の販売活動をあらゆる側面から支援します。
選任のテクニカル アカウント マネージャが統合開発を丁寧
にサポート。専用の販売支援ツールをご利用いただけるほ
か、共同マーケティング・販売から PR まで、さまざまな
活動を通じてパートナー様の成功を支援します。さらには
テクニカル / セールストレーニングの開催、RSS を利用し
た最新ニュース、ウイルスアラート、製品勧告などの情報
配信も行っております。またテクニカルサポートはソフォ
スのスタッフにより日本語で提供されます。お問い合わせ
はメール、電話にて 24時間 365日受け付けています (日本
語によるサポートは 平日 9:00 - 17:30 / 緊急時は 24時
間 365日)。オンラインのサポート技術情報もご利用いただ
けます。

組み込みが簡単

ソフォスのテクノロジーは、ソフォスが提供する SDK (ソ
フトウェア開発キット) を用いてパートナー様が独自に開発
したソリューションに組み込むことができます。また、ご
検討中のパートナー様にサンプルコードや評価版のほか、
全製品に対してわかりやすいドキュメントを用意しており
ます。

高度なテクノロジーにもとづいた
プロアクティブな防御

グローバルに展開するソフォスの脅威解析センター、
SophosLabs は専門知識、テクノロジー、各拠点から収集
する豊富なデータなど、さまざまな要素を組み合わせ、24
時間 365日体制で世界中の脅威に迅速に対応しています。
SophosLabs は、24時間 365日体制で脅威対策を提供で
きるようグローバルに配置されており、シドニー (オース
トラリア) → アーメダバード (インド) → ブダペスト (ハ
ンガリー) → オックスフォード (英国) → バンクーバー (
カナダ) → シドニー、といった具合に、時間の経過ととも
にその運営が引き継がれます。いずれのラボでも、ウイル
ス、スパイウェア、不要アプリケーション、悪質 Web サ
イトなどあらゆる脅威の検知・解析を行っており、どのラ
ボからでもセキュリティ対策を提供することができます。
業界最速のスピードで提供される保護機能により、アップ
タイムや顧客満足度の向上、サポートコール数の低減が実
現します。
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ソフォスの OEM テクノロジー
Sophos Anti-Virus Interface (SAVI)： 外部アプリケー
ションからソフォス製品の検索エンジンにアクセスするため
の API。自社で開発したファイアウォールや、メール / Web
フィルタリング製品、スパイウェア対策製品などのセキュリ
ティ製品に、マルウェアや不要アプリケーションの高速検索
機能を組み込むことができます。詳細はこちら。
Sophos Anti-Malware SDK for Android： ソフォスの
Android 向けマルウェア対策製品のエンジン部分を、アプリ
ケーション デベロッパ、MDM ベンダー、IT セキュリティベ
ンダー、電気通信事業者が開発するモバイルアプリやソリュー
ションに組み込むためのソフトウェア開発キット。業界トッ
プレベルの Android 向けセキュリティ対策機能を自社製品に
統合し、悪意のあるアプリケーションやその他のモバイル脅
威からお客様を保護することができます。詳細はこちら。
Sophos Anti-Virus Dynamic Interface (SAVDI)： ソ
フォス製品のマルウェア検索エンジンを利用するための汎
用インターフェース。さまざまなシステム環境、プログラ
ミング言語で開発されたアプリケーションに組み込み、ロ
ーカルやネットワーク上のファイル / データをマルウェア
検索できます。詳細はこちら。
Sophos Live Protection Anti-Malware： クラウドベース
の高パフォーマンスなマルウェア対策を提供する製品。ゼロ
デイ脅威を含むマルウェアをホスト、配信、あるいは実行し
ている URL をリアルタイムに検出できます。またファイルの
チェックサムを使用して URL フィルタリングではブロックで
きない静的マルウェアや Android マルウェアを検出します。
Sophos PureMessage： 包括的なメール セキュリティ
ソリューション。高度なメールセキュリティ管理機能を必要
とする MSP、ISP などのサービスプロバイダのお客様に最
適です。マルウェア対策、スパム対策、送受信メールに対す
るポリシーの強制適用機能を提供します。詳細はこちら。
Sophos Anti-Spam Interface (SASI)： 数々の受賞歴
を誇るソフォスのスパム対策機能を組み込むための API。
自社で開発した業界標準ソフトウェアやアプライアンス、
サービスに組み込めば、スパムやフィッシング詐欺を防止
できます。メールセキュリティソリューションやメール管
理ソリューションはもちろんのこと、Web / IM フィルタ
リングやファイアウォールなど、さまざまなゲートウェイ
ソリューションにも簡単に組み込めます。
Sophos DLP： 単一エージェントで機密データと脅威の検出を
同時に行い、データ漏えいを防止。あらかじめ設定済みのデー
タ定義や独自に設定したデータ定義を用いて、ゲートウェイや
エンドポイントにおけるファイル転送を自動的にブロックしま
す。Sophos DLP はマルウェア検出エンジンの一部として稼動す
るため、複数のエンジンによるスキャン干渉を減らし、パフォー
マンスを向上させます。パフォーマンスに影響を与えない脅威保
護とデータ流出防止を求める Web Security Gateway ベンダー
や UTM ベンダーの皆様が採用しています。詳細はこちら。

SafeGuard Encryption： モジュール型のデータセキュ
リティ ソリューション。PC、リムーバブルメディア、モ
バイルデバイスなどに、集中管理されたポリシーベース
の暗号化を強制的に適用し、データ流出防止 (DLP) 対策
ができます。ユーザーが意識することなく透過的に行わ
れる、高度な鍵管理機能で安全なデータ共有を実現しま
す。Common Criteria EAL3+ および FIPS 140-2 認定を
取得しています。詳細はこちら。
Sophos UTM： さまざまなネットワークセキュリティ機
能が 1台に集約されたプラットフォーム。ファイアウォー
ルだけでは対応できない高度な攻撃、Web 脅威、スパム、
マルウェアから保護します。利用場所を問わずユーザーを
保護し、導入や管理も簡単です。Sophos UTM は、ハード
ウェア、仮想アプライアンス、ソフトウェアなどさまざま
な形態で導入できます。
保護の対象領域
ÌÌ コンピュータ、モバイルデバイス、サーバーを保護
ÌÌ 安全なリモート接続で、支店・支社の従業員を保護
ÌÌ メールサーバー、Web サーバー、無線 LAN ユーザーの保護
詳細はこちら。
Sophos Mobile Control： モバイル端末向けデータ保
護、ポリシーコンプライアンス、デバイス制御機能を提供。
携帯電話事業者やサービスプロバイダなどのお客様がアドオ
ンサービスとしてモバイルデバイスのセキュリティ対策を提
供できるようになります。使いやすいロールベースの Web
管理コンソールからネットワーク上のモバイルデバイスを監
視・制御して安全に保つことができます。ユーザー向けのセ
ルフサービスポータルでは、ユーザー自身が端末の登録や保
護機能のインストールといった管理を行えるため、管理者の
負担が軽減します。詳細はこちら。
Endpoint Antivirus： Windows、Mac、Linux、仮想化
プラットフォームで実行されるノート PC、デスクトップ
PC を保護。必要な機能すべてを、高パフォーマンスの単一
のエージェントで提供。業務を妨げることなく、セキュリ
ティを簡単に確保できます。
ÌÌ 実績の高い保護機能 - 脅威を自動的に識
別してブロック / クリーンアップ
ÌÌ ビルトインのホスト侵入防止システム (HIPS) - 自
動調整により効果的にマルウェアを阻止
ÌÌ Sophos Live Protection - SophosLabs が提
供する最新の脅威解析データベースに照会
詳細はこちら。
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Sophos Data Feeds
Sophos Data Feeds は、世界各地で実際に感染が確認され
ている悪質なアクティビティ (「In-the-Wild」) の最新情
報を提供します。コスト効果が高く、自社開発のセキュリ
ティ製品に簡単に組み込むことができます。
Sophos Secure Surfing Service (S4)： 既知の悪意の
ある URL を含むデータフィードです。マルウェア、スパ
ム、フィッシングサイトの検出に利用できます。主な利用
目的は以下のとおりです。
ÌÌ 感染しているドメインとの通信のブロック
ÌÌ スパムやマルウェアのブロック
ÌÌ データ漏えいやデータ窃取の防止
ÌÌ Web / IP アドレスのレピュテーションや割り当て国
データを提供し、悪意のある C ＆ C システムを検出
する間の保護対策を強化

Sophos Spam IP Reputation： 複数の手法を同時に利
用してスパム送信ドメインをホストしていると判別された
IP アドレスのリストです。絶え間なく変化を続けるスパム
キャンペーンに対して、シンプルでありながら優れた効果
を発揮します。
Sophos Malicious File Feed： ファイルのチェックサム
を使用して静的マルウェアや Android マルウェアを検出す
るデータフィードです。関連するマルウェア検出名も提供
されます。

お問い合わせ

ソフォスの OEM 製品や Sophos Deta Feeds を利用した
セキュリティ対策に関するお問い合わせは、弊社 Web
サイト、www.sophos.com/oem、またはメールにて
sales@sophos.co.jp までご連絡ください。

詳細はこちら
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