ソリューション概要

MVISION CNAPP でクラウド ネイティブ
アプリケーションを保護する
あらゆる企業でデジタル トランスフォーメーションが推進されています。パブリック クラウ
ドではアジャイルかつ迅速にイノベーションを推進できるため、多くの企業でパブリック ク
ラウドのみ、またはプライベート データセンターとの組み合わせで活用されています。こ
れにはシンプルなアーキテクチャが欠かせません。ポイント製品の寄せ集めでは複雑にな
り、ツールや開発の費用が増大しますが、クラウド ネイティブのエコシステムを活用すれば、
こうした問題を回避できます。

McAfee® MVISION Cloud Native Application Protection Platform（MVISION CNAPP）は、
McAfee® MVISION Cloud を強化するソリューションです。データ損失防止（DLP）とマル
ウェア検知を提供し、脅威対策、ガバナンス、コンプライアンスなどの機能で、新しいク
ラウド ネイティブ アプリケーションのニーズに包括的に対応します。これにより、セキュリ
ティ機能の向上とクラウド セキュリティの総保有コスト（TCO）の削減を実現することがで
きます。

McAfee とつながる

1

MVISION CNAPP でクラウド ネイティブ アプリケーションを保護する

ソリューション概要

MVISION Cloud Native Application Protection
Platform について

包括的

MVISION CNAPP は、パブリック クラウド インフラストラク
チャ向けの Cloud Security Posture Management（CSPM）
と Cloud Workload Protection Platform（CWPP）を統合し
た業界初のプラットフォームです。アプリケーションとデータ
のコンテキストを使用して、ホストとワークロード（VM、コ
ンテナ、サーバーレス機能など）を保護します。

Gartner によると「CWPP と CSPM の統合にはシナジーが
あり、複数のベンダーがこの戦略を推進しています。この組
み合わせにより、開発中にワークロードと構成をスキャンし、
ランタイムのワークロードと構成を保護するという新たなカ
テゴリが CNAPP に生まれます 1」。
CSPM は、コンプライアンス モニタリング、DevOps 統合、
インシデントタイプ、リスク評価、リスクの可視化を可能に
するセキュリティ ツールです。Gartner によると、「クラウド
サービスに対する攻撃のほとんどはユーザーの構成ミス、管
理の不備、
ヒューマンエラーが原因で発生しています。セキュ
リティとリスク管理の責任者は、Cloud Security Posture
Management のプロセスとツールに投資し、このようなリス
クをプロアクティブに特定し、問題を修正する必要がありま
す 2」。
CWPP は、ワークロードを中心としたセキュリティ対策ソ
リューションで、通常はエージェントをベースとしています。
これらは、オンプレミス、物理マシン、仮想マシン、複数の
パブリック クラウドの IaaS（Infrastructure-as-a-Service）
環境にまたがる最新のハイブリッド データ センター アーキテ
クチャのサーバー ワークロード固有の要件を満たします。ま
た、コンテナベースのアプリケーション アーキテクチャにも
対応しています。
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MVISION CNAPP コンポーネント

MVISION CNAPP には主に 5 つの機能があります。

MVISION CNAPP: Cloud Native Application Protection Platform
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図 2. MVISION CNAPP の 5 つの要素

1. 特定 : リスクを検出して優先順位を付ける

パブリック クラウド プロバイダー、アプリケーション、データ
のリスクを包括的に検出、分類し、優先順位を設定します。
■
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Amazon S3、Azure Blob Storage、GCP Cloud Storage
などのクラウド ストレージ サービスに保存されている規制
対象データや機密データを可視化します。オンデマンド ス
キャンを実行し、不正なファイルを特定します。また、保
護対象のデータを含むファイルを自動的に隔離します。
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■

■

問題のあるセキュリティ構成を検出し、IaaS プラット
フォームや、Amazon EKS、ECS、AWS Fargate、Azure
Kubernetes Services、Google Kubernetes Engine など
のコンテナ サービスへのへの侵入を防ぎます。

開発、運用、アーキテクト チームのニーズに合わせてセキュ
リティをスケーリングできます。危険なアプリケーションを
特定し、インシデントの解決策や予期しないリスクの発生
などのフィードバックをほぼリアルタイムで提供します。
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2. 構築とデプロイ : シフトレフトと DevSecOps

構成ドリフトを防ぎ、インフラをコードとしてビルドするとき
に脆弱性を診断します。
■

■

■

セキュリティと CI/CD パイプラインを統合し、安全でない
構成、ソフトウェアの脆弱性、セキュアな構成に対する変
更をプロアクティブに検知し、問題を修正します。

自動化されたセキュリティ チェックにより、コード パイプラ
イン内をシフトレフトしてセキュリティ問題を早期かつ短時
間に解決して、ステージ間の調整を行います。

不変なインフラとゴールド イメージ パイプラインなど、業
界最先端のプラクティスを適用し、エンタープライズ規
模のスケーリングを可能にします。Linux/Windows 用の
Center for Internet Security（CIS）ベンチマークなどの
コントロールを使用して、セキュリティをワークロード イ
メージに埋め込みます。

3. ランタイム : 動作に基づくゼロトラスト

アプリケーションとサービス セグメンテーションの動作を観
測し、その結果からゼロトラスト ポリシーを構築します。
■

■
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既知の良好な構成に基づいてアプリケーション間通信を検
出し、複雑で動的なワークロードとコンテナの動作を保護
します。たとえば、制御された環境内でアプリケーション
の動作をベースライン化し、本番環境での許容範囲の測
定に使用します。
アクティブ許可リスト、ファイル監視、オペレーティング シ
ステム（OS）の堅牢化と動的適用などの機能により、ク
ラウド ネイティブのアプリケーションを保護します。これに
より、アプリケーション内での脆弱なコードの不正実行を
防ぐことができます。
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図 3. MVISION CNAPP: リスクに基づく優先順位のサマリー ビュー
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4. 運用 : クラウド脅威と SOC に MITRE ATT&CK を
拡張

クラウド ネイティブの脅威と MITRE ATT&CK フレームワーク
を関連付け、これらの脅威を検出し、攻撃を回避します。
■

■

■

クラウド ネイティブの脅威と MITRE ATT&CK フレームワー
クをマッピングし、プロアクティブな修正を行うことで、
SOC のセキュリティを強化できます。

■

■

クラウド インフラ全体で権限をきめ細かく管理できます。
ユーザーの権限、アクティブでないアカウント、不適切な
アクセス権を特定できます。危険なユーザーをブロックし
てアクセス権を取り消し、追加の認証を適用できます。

監査要件を満たし、ワークロード、データ、ストレージの
セキュリティ統制を自動化できます。

ネットワーク フロー トラフィックを可視化します。きめ細か
い可視性を提供するだけではなく、不審または不正なネッ
トワーク トラフィックを検出し、脅威インテリジェンスを使
用して誤検知を減らします。

侵害されたアカウント、内部の脅威、特権ユーザーの脅
威、マルウェアベースのユーザー脅威、事前定義ポリシー、
カスタム ルールとしきい値などを特定することで、アクティ
ブかつプロアクティブな保護が可能になります。

5. 保護 : 継続的なコンプライアンス、データと権限の
保護

コンプライアンスとビジネスの継続性を維持できます。
■
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MVISION CNAPP では、クラウド ネイティブ アプリケー
ションとプラットフォームを追跡し、PCI-DSS、HIPAA、
NIST 800-53、GDPR などに対するコンプライアンスを維
持することができます。
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図 4. MVISION CNAPP: サービス別のビュー
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まとめ

クラウド ネイティブ コンピューティングのアジリティ、スケー
ラビリティ、耐障害性、費用対効果のメリットを既存のア
プリケーションで利用するには、「リフト＆シフト」ではな
く、最新のクラウド移行戦略を使用する必要があります。
MVISION CNAPP では、MVISION Cloud と同じデータ保護
や脅威対策ポリシーを使用してセキュリティ機能を統合でき
ます。これにより、コンプライアンスを向上させながら、クラ
ウド ネイティブ アプリケーションの採用を促進できます。
詳細については https://www.mcafee.com/enterprise/ja-jp/
solutions/mvision-cnapp.html をご覧ください。
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