Trend Micro Deep Security™

「企業を取り巻く
セキュリティの10大脅威」
その対策と解決方法は？

企業をとりまく

10大脅威

第1 位 変化を続けるウェブサイト改ざんの手口
第2 位 アップデートしていないクライアントソフト
第3 位 悪質なウイルスやボットの多目的化

第4 位 対策をしていないサーバ製品の脆弱性
第5 位 あわせて事後対応を！ 情報漏えい事件
第6 位 被害に気づけない標的型攻撃

独立行政法人 情報処理推進機構
（IPA）
の公開した
「2010 年版 10 大脅威 あ

ぶり出される組織の弱点！」
。そのなかでもウェブサイトの改ざんなど広範囲へ

の影響につながるサーバの問題を、トレンドマイクロの「Trend Micro Deep
Security」
が解決します。

第7 位 深刻なDDoS攻撃

第8 位 正規のアカウントを悪用される脅威

第9 位 クラウド・コンピューティングのセキュリティ問題

第10位 インターネットインフラを支えるプロトコルの脆弱性
出典：I PA 『2010年版 10大脅威 あぶり出される組織の弱点！』
（2010年3月31日公表、http://www.ipa.go.jp/）
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