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アプリケーションサーバー
の保護
攻撃と不正な変更をブロックし、アップタイムを維持
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Security Connected
マカフィーのSecurity Connected
フレームワークは、複数の製品、
サービス、パートナーの統合を可能
にすることで、効率的かつ効果的に
一元的なリスク軽減を実現します。
20年以上の実績を持つセキュリティ
プラクティスを基盤に構築された
Security Connectedアプローチを
通じて、規模やセグメントを問わず、
すべての地域の組織がセキュリティ
体制を改善し、セキュリティを最適化
することでコスト効率を高め、戦略的
にセキュリティとビジネスイニシアチブ
を整合させることが可能になります。
Security Connectedリファレンス
アーキテクチャーは、構想から実装
までの具体的な手法を提供します。
このアーキテクチャーを利用する
ことにより、Security Connectedの
概念をお客様独自のリスク、インフラ
ストラクチャー、ビジネス目標に適合
させることができます。マカフィーは、
常にお客様を保護する新しい方法
を見出すことに専心しています。

攻撃と不正な変更をブロックし、 アップタイムを維持
現状

ミッションクリティカルなアプリケーションサーバーがクラッシュした理由を解明す
るという、 骨の折れるプロセスをどれくらいの頻度で行っているでしょうか。 SAP、
SharePoint、 ERP などの重要なアプリケーションがダウンしたため業務を行えないと
不満をもらすユーザーコミュニティからの電話に対応しながら、 アプリケーションへの
アクセスを大急ぎで回復したことがあるのではないでしょうか。 サーバーのクラッシュの
原因は、 不正なアプリケーションがインストールされていたためでしょうか。 変更管理
プロセスを踏まなかったシステム変更が原因だったのでしょうか。 サーバーを停止させ
たのはマルウェアだったのでしょうか。
これらは、 重要なアプリケーションが利用できなくなったときに、 ダウンタイム、 生産性
の低下、および収益の低下が生じた理由を経営陣に説明するために、1 時間ごとに管理
者が答える必要がある質問です。 このような非常事態は、脅威、 脆弱性、 およびアプリ
ケーションサーバーの使用方法が進化するに従って、発生する頻度が高くなっています。
ハッカーは、 これらのビジネス資産を入手するため、 重要なアプリケーションを停止させ
たり、 アプリケーションサーバーを使用して豊富なデータベースに接続するのに労力を
惜しみません。 また、 管理者が対処に忙しく、 パッチの適用頻度がこれまで以上に多
くなっているため、 構成ミスが生じたり、 完全な統合テストが完了する前にソフトウェア
が導入される可能性が高くなっています。
課題
アプリケーションサーバーは、クレジットカード取引、規制の対象となる極秘の顧客情報、医療記録などの、
機密性の高いデータ処理アプリケーションへの経路となる可能性があります。また、アプリケーションサー
バーは、財務システム、人事アプリケーション、ホスト型のWebアプリケーション、中間層のサーバーから
フロントエンドのWebサーバーやバックエンドのデータベースに至るまで、さまざまなところで使用されて
います。
多くの組織では、これらのサーバーは、停止が許されないミッションクリティカルなアプリケーションです。
アプリケーションサーバー環境で停止やアプリケーションの不正動作が増えている場合、これらのシス
テムを脆弱性、攻撃、予期しない変更から切り離すことができるよう、厳選した保護を実装するべきです。
セキュリティの観点では、まず脅威がどこに存在するのか、脅威がどのように変化しているのか、および
脅威を軽減するために何をできるのかを把握します。以下に示すセキュリティの問題は、今日アプリケー
ションサーバーのダウンタイムを引き起こしている原因の上位となるものです。
• 脆弱性：
脆弱性 アプリケーションとサーバーOSのパッチを一貫して適用して脆弱性のリスクを軽減することが、
課題となる可能性があります。パッチはレビューしてテストする必要があるため、通常はパッチを導入で
きるようになったときに、変更管理に使用できる時間はほとんどありません。このプロセスを実行してい
る間、アプリケーションサーバーはリスクに晒されたままになります。アプリケーション内に存在する脆弱
性や、アプリケーションサーバーの下で実行されているOS内に存在する脆弱性のために、アプリケー
ションサーバーが傍受やDoS/DDoS攻撃などのネットワークベースの攻撃に晒されたままになる可能
性があります。フロントエンドまたはバックエンドのシステムに対するゲートウェイ攻撃では、コードイン
ジェクションによってSQLサーバーやWebサーバーの脆弱性が悪用されます。適切な保護を境界に配
置すれば、これらの脆弱性を軽減できますが、ファイアウォールと侵入防止デバイスの多くは時代遅れ
であったり、攻撃が多いため保護機能が役に立たなくなっています。
• マルウェア：
マルウェア マルウェアは、適切なウイルス対策テクノロジーを備えていない脆弱なシステムを攻撃しま
す。マルウェアは、サーバー上の開いているポートや脆弱なシステムサービスを通じて拡大します。アプリ
ケーションサーバーが適切に強化されていない場合、攻撃者または何らかのマルウェアが、セキュリティ
で保護されていないポートや脆弱なサービスに侵入し、機密データにアクセスする可能性があります。
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• アプリケーションサーバーの変更管理：
アプリケーションサーバーの変更管理 実装前に適切なテストを行わずにアプリケーションサーバーに
変更を加えると、サーバーに悪影響が生じる可能性があります。多くの組織には、変更を監視して未承
認の変更を防止する適切なメカニズムがありません。
• 不正なソフトウェアとプロセス：
不正なソフトウェアとプロセス 同様に、十分なテストと検証を行わずにインストールされた新しい機能や
パッチのために、以前は安定していた構成が不安定になることが多いです。悪質な実行ファイルは、この
戦術も使用します。
• 管理の複雑さとコンプライアンスのプロセス：
管理の複雑さとコンプライアンスのプロセス アプリケーションサーバーの形態はさまざまです。同じ
組織は二つとなく、アプリケーションサーバーの導入は組織によって異なります。アプリケーションサー
バーは、Windows、Linux、Solarisなどのさまざまなプラットフォーム上にホストされます。そのため、
管理者は、利用するセキュリティテクノロジーがマルチプラットフォーム対応であり、すべてのプラット
フォームでコンプライアンスを確保できる方法で、統合型の監査、施行、および管理を提供できる必要が
あるため、セキュリティがある程度複雑になる可能性があります。

解決策
最適なアプリケーションサーバーセキュリティを実現するため、まずは基本的なセキュリティを配備し、
さらに高度なセキュリティ実装へと進んで総合的なセキュリティ保護を実現する多層型のセキュリティアプ
ローチを推奨します。このアプローチによって、ITセキュリティ管理者は、アプリケーションサーバーに取る
べきセキュリティ戦略と、リスク軽減を確実に成功させる方法を明確に定義できます。
• 脆弱性と悪用からの保護：
脆弱性と悪用からの保護 OSにパッチ管理ライフサイクルを適用すると同時に、組織にギャップ部分
の保護を提供するため、悪質なコード、バッファオーバーフロー攻撃、悪用に対してプロアクティブな保護
を提供する必要があります。境界では、サーバーに達する前にトラフィックを検査し、DoS/DDoS攻撃や
介入者攻撃などの攻撃を軽減し、既知の脆弱性から保護することで、テクノロジーによってアプリケー
ションサーバーに最前線の防御を提供する必要があります。

ソリューション選定の要素
アーキテクチャーには、次のよう
な要素が影響します。
• 組 織 で は 、どの 規 制 要 件 に
対応する必要があるのか
• アプリケーションサーバーが
共通のプラットフォームで実行
されているかどうか
• システム/ポリシー管理の一元
化が、組織の要件となっている
かどうか
• 環 境 でどのよ う なタ イ プの
エ ン タ ープ ラ イズ ア プ リケ ー
シ ョ ン を 実 行 して い る の か
（SAP、SharePointなど）
• アプリケーションサーバーの
変更、アップデート、またはソフ
トウェアのインストールに変更
管理プロセスが適用されてい
るかどうか
• アプリケーションサーバーに
対して社内 / 社外のI T監査を
行っているかどうか。監査者が、
特定の詳細 な監査 デー タや
複雑な監査データを必要とし
ているかどうか

• マルウェアからの保護：
マルウェアからの保護 ウイルス対策ソリューションは、シグネチャーベースの検出とヒューリスティック
ベースの検出を利用した、プロアクティブな保護を備えている必要があります。ヒューリスティックなリアル
タイムのレピュテーション評価は、シグネチャーのみの検出では検知できないマルウェアに対応可能な、
さらなるゼロデイ保護を提供している必要があります。マルウェアからの保護は、アプリケーションサー
バーでファイアウォール、ポート、およびプロセスの基本制御を実行するアクセス保護機能を備えている
必要があります。
• 変更管理の施行：
変更管理の施行 継続的なファイル整合性監視機能などの変更管理プロセスによって、組織がPCI
などの要件に対処できる必要があります。このソリューションでは、ファイルやレジストリが変更され、また
元に戻されるような違反を識別して警告するほか、変更の正確な時間など、すべての変更の詳細情報を
記録する必要があります。
• 不正なアプリケーションとプロセスの実行防止：
不正なアプリケーションとプロセスの実行防止 アプリケーションサーバーの整合性を保護するため、
自動化されたシステムによって、不正なソフトウェアのインストールをブロックするとともに、悪質なコード
や不正なコードの実行をブロックする必要があります。この自動化されたシステムにより、各サーバーに
固有の承認済みアプリケーションとプロセスのリストに、実行を制限する必要があります。手動操作を行
わなくても、アプリケーションサーバーにインストールされたアプリケーションが製品アップデートを受け
取ることができるよう、テクノロジーによって信頼できるアップデーターを作成できる必要があります。
• 管理の複雑さとコンプライアンスのプロセス：
管理の複雑さとコンプライアンスのプロセス 複数のアプリケーションサーバープラットフォームのセキュ
リティ管理を、1つの管理インフラストラクチャーで管理する必要があります。組織では、標準化された
一連のポリシーを利用して、複数の異種のアプリケーションサーバープラットフォームの状況を把握で
きるためメリットが得られます。脆弱性、危険にさらされているサービス、および弱いパスワードがアプリ
ケーションサーバーのどこに存在するのかを把握できるため、コンプライアンスのベースラインを適切に
規定でき、アプリケーションサーバーインフラストラクチャーを業界標準にまで高める作業に注力でき
ます。管理者と監査者の両方が、コンプライアンスポリシーに従っていない箇所をすばやく確認して、
適切な措置を取ることができます。
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マカフィーのソリューションで使用されているテクノロジー
マカフィーでは、アプリケーションサーバーを保護するため、強化された境界とサーバー層を使用してい
ます。McAfee® Network Security Platformの侵入防止システム（IPS）テクノロジーは、アプリケーション
サーバーを通過するトラフィックや、アプリケーションサーバーに関連するWebサーバーやデータベース
サーバーなどのその他のリソースを通過するトラフィックに対する最前線の防御として機能します。
McAfee VirusScan® Enterpriseは、サーバー上で共通のアプリケーションサーバープラットフォームに
マルウェア対策を提供します。また、SAP NetWeaverやMicrosoft SharePointなど、特別な注意が必要
なアプリケーションもあります。マカフィーは、McAfee VirusScan for SAP NetWeaverとMcAfee
Security for Microsoft SharePointによって、これらのテクノロジーに追加のマルウェア対策モジュール
を提供します。
誤ったインストール、悪質なソフトウェアのインストール、またはシステム変更による中断を低減するため、
マカフィーは、McAfee Application Controlによって高度なメモリー保護とアプリケーションホワイト
リストを提供し、McAfee Change Controlによる包括的な変更ポリシーの施行によって保護のライフ
サイクルを完全なものにします。McAfee Policy AuditorをMcAfee ePolicy Orchestrator ®（McAfee
ePOTM）管理プラットフォームに統合することで、サーバー保護の一元管理の一環としてコンプライアンスの
評価と監視を行うことができます。
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McAfee ePO

ネットワークIPSは、各ファイルとアプリケーションサーバーに強力な保護を追加するため、
ダウンタイムとデータのセキュリティ侵害を防止するのに役立ちます。
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McAfee Network Security Platform （NSP）
フル機能を備えたエンタープライズクラスの侵入防止システムであるMc Afee Network Security
Platformは、アプリケーションサーバーの下に配置される共通のOS内に存在する数多くの脆弱性に
対して保護します。多くの組織では、アプリケーションサーバーファームを別々のvLANやサブネット上で
セグメント化することを選択しています。NSPは、最も一般的なOSの脆弱性に対するシグネチャーベースの
保護と、ゼロデイの脆弱性に対するヒューリスティック保護の両方を使用して、これらのサーバーに到達す
る前にトラフィックをフィルタリングします。そのため、管理者はOSレベルでオーバーヘッドを追加することな
く、アプリケーションサーバーの脆弱性を悪用する攻撃を防止できます。NSPは、この保護をワイヤスピード
で実現でき、アプリケーションサーバーインフラストラクチャーに遅延は発生しません。

McAfee VirusScan Enterprise
McAfee VirusScan Enterprisは、ウイルス対策、スパイウェア対策、ファイアウォール、および侵入防止
テクノロジーを組み合わせることで、アプリケーションサーバーをターゲットとする悪質なソフトウェアを阻
止して除去します。McAfee VirusScan Enterpriseには、WindowsとLinuxディストリビューション両方の
サポートが含まれています。McAfee VirusScan Enterpriseは、ヒューリスティックとシグネチャーに加え
て、疑わしいファイルを評価するため、McAfee Global Threat IntelligenceTM（GTI）のリアルタイムのファ
イルレピュテーションを使用してマルウェアを検出します。アクセス保護ルールは、指定のポート、ファイル、
共有、レジストリキー、およびレジストリ値へのアクセスを制限するとともに、VirusScan Enterpriseに対す
る不正な変更を防止することで、望ましくない変更がサーバーに加えられるのを防止します。バッファオー
バーフロー保護は、重要なサーバーに影響を及ぼす可能性があるメモリーベースの悪用から保護します。
McAfee GTIは、シグネチャーが利用できるようになる以前にマルウェアから保護します。

McAfee Security for Microsoft SharePoint
McAfee Security for Microsoft SharePoint（MSMS）は、SharePointのコンポーネントとサービスに
対して特定の保護を拡大します。データのアクセス、コピー、またはSharePointサーバーへの書き込みが
発生すると、MSMSはマルウェア、ウイルス、トロイの木馬がないかどうかそのコンテンツをプロアクティブに
スキャンし、サーバーの整合性が低下するのを防止します。
MSMSを使用すると、最新のマルウェアシグネチャーとコンテンツフィルタリングシグネチャーを使用して、
コンテンツがアクセスされたときにリアルタイムで保護を提供するとともに、全データの詳細な定期スキャン
をスケジュールできます。新しいファイルのみスキャンするように選択して、処理のオーバーヘッドを最小
限に抑えることができます。また、完全なリポジトリースキャンを定期保守期間中に行うように制限したり、
スキャンのターゲットとしてWebアプリケーション、Webサイト、フォルダー、特定のファイル形式などを選択
することもできます。

McAfee VirusScan Enterprise for SAP NetWeaver
SAP環境でユーザーがコンテンツのアップロード、変更、および削除を実行するときに、悪意のあるコン
テンツを取り込む可能性があります。組織の重要なSAP データを保護するため、マカフィーは、SAP
NetWeaver環境で特にマルウェア、ウイルス、トロイの木馬をスキャンするよう設計されたVirusScan
Enterprise for SAP NetWeaverを提供しています。これにより組織では、SAP NetWeaverプラット
フォームのデータ整合性に影響が及ぶリスクを軽減できます。
マカフィーの他のサーバー製品と同様に、McAfee VirusScan Enterprise for SAP NetWeaverは、
McAfee ePolicy Orchestratorを使用して一元的に管理および導入できます。

McAfee Application Control
McAfee Application Controlにより、IT管理者は、アプリケーションサーバーにソフトウェアが不正に
インストールされるのを防止できます。Application Controlでは、実行を許可するプロセスとアプリ
ケーション、および変更を行える信頼できるリソースを管理者が定義できる動的な信頼モデルを使用して
います。Application Controlにより、管理者は、サーバー内に指定されているこれらのアプリケーション
機能を許可するだけで、アプリケーションサーバー上にホストされているアプリケーションを厳重に保護で
きます。また、Application Controlは、Java、ActiveXコントロール、スクリプト、バッチファイル、専用コード
に対応範囲を拡張し、アプリケーションコンポーネントの管理を強化します。さらに、メモリーと脆弱性を
悪用するバッファオーバーフロー攻撃を防止します。Application Controlは、Linux、AIX、Solaris、およ
びWindowsのアプリケーションサーバーをサポートしています。
アプリケーションサーバーの保護
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McAfee Change Control
McAfee Change Controlは、サーバーに対して行われたシステムレベルの変更を継続して検出し、重要
なシステムファイル、ディレクトリー、構成に不正な変更が行われるのを防止します。Change Controlは、
アプリケーションサーバーのすべての変更を追跡および検証し、これらの承認済みの変更を追跡して管理
チケットを変更します。

McAfee Policy Auditor
McAfee Policy Auditorを使用して、管理者と監査者は、社内のポリシーと制御を事前定義されたポリシー
コンテンツまたはカスタマイズされたポリシーコンテンツにマップできます。そのため、アプリケーションサー
バーの監査が必要な場合、ベンチマークの定義と監査スキャンの設定を容易に行って、サーバーが社内ポリ
シーと規制ポリシーに準拠しているかどうかを示すレポートをすばやく取得できます。また、McAfee Policy
Auditorでは、定期監査を自動的にスケジュールできるため、アプリケーションサーバーの継続的な準拠を
確保できます。権利放棄とブラックアウトウィンドウにより、重要な期間中の監査を防ぐことができます。
ポリシーを構築するには、まずPCI DSS、GLBA、HIPAA、FISMAなどの主要な業界規制や、ISO 27001や
COBITなどのベストプラクティスフレームワークに合わせて提供されたポリシーテンプレートをすぐに使用
できます。Security Content Automation Protocol（SCAP）をサポートする規制ベンチマークをイン
ポートして、これを使って構築することもできます。ベンチマークとポリシーに変更が生じた場合、NISTなどの
規制当局のサイトから更新版をダウンロードして2、ベンチマークの詳細なセキュリティガイダンスを参照でき
ます。

McAfee ePolicy Orchestrator （McAfee ePO）
McAfee ePOでは、McAfee VirusScan Enterprise、McAfee VirusScan Enterprise for SAP
NetWeaver、McAfee Application Control、McAfee Change Controlの一元化された自動ソフト
ウェア配布機能とポリシー管理機能、およびMcAfee Network Security Platformのレポーティング
機能を利用できます。McAfee Policy AuditorをMcAfee ePOコンソールに統合すると、ポリシーの導入
と監査プロセスの管理が容易になります。
• McAfee ePO拡張機能は、マカフィーのエンドポイント製品とサーバー製品に、構成、スケジューリング、
およびセキュリティレポーティング機能のインターフェイスを提供します。
• アプリケーションサーバー上のMcAfee ePOエージェントは、サーバー上のポリシーとアップデートを
管理し、McAfee ePOコンソールおよびデータベースと通信を行います。
• McAfee ePO自体では、物理システムと仮想システム、および保護階層全体で監視機能とレポーティ
ング機能を提供する1つの画面を使って、企業のセキュリティを管理できます。

導入効果
脅威に対して回復力に優れ、中断を最小限に抑えながらセキュリティを維持できる保護を利用して、アプリ
ケーションサーバーのセキュリティを最新の標準にまで高めることを推奨します。このような強力な制御に
より、事後対応型のセキュリティを取らざるを得ない状況にしていた従来のアラーム、アラート、問い合わせ
の電話、および経営陣への説明を減らすことができます。
アプリケーションサーバーの攻撃対象領域を減らすことで、マルウェアやハッカーがアプリケーションサーバー
インフラストラクチャーを停止させる可能性を最小限に抑えることができます。McAfee IPSの境界線保護は、
高度なヒューリスティックとMcAfee Global Threat Intelligenceを使用して、既知の脅威と最新の脅威の両
方を回避します。アプリケーションサーバー、SAP NetWeaverシステム、およびSharePointサーバーに対応し
たサーバーベースの保護では、各サーバー自体の周囲に追加のマルウェア保護を階層化します。
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ソフトウェアのインストール、パッチ、悪質な実行ファイルなど、未承認の変更や未テストの変更が承認済みの
構成に適用されるのを防止するため、マカフィーは、動的なアプリケーションホワイトリストと変更ポリシー施行
システムを提供しています。
マカフィーは複数のサーバー保護に対して単一のポリシー管理環境を提供し、McAfee IPSと統合して統合
型のレポーティング機能を実現することで、生産性を低下させる複雑な管理手法とコンプライアンス手法も対
象としています。監視機能に使用されるグラフィカルなコンソールに監査機能を統合できるため、コンプライア
ンスプロセスの手動部分が少なくなり、精度が向上します。内部制御と外部制御の両方で、継続的なコンプラ
イアンスを達成および実証するこが可能です。

Q&A
McAfee Policy Auditor で、 独自のカスタムベンチマークを作成できますか。
はい。Policy Auditorは、監査用にベンチマークをカスタマイズして独自のベンチマークを作成するため
のフル機能を備えています。監査対象のシステムがサポートしている任意のスクリプト原語を使用して、
ポリシーエージェントのチェック機能を拡張するルールを作成することもできます。たとえば、VBScript、
バッチファイル、Perl、Pythonなどの言語を使用できます。
McAfee Application Control でホワイトリストに含めることができる実行ファイルの形式を教えてください。
McAfee Application Controlでは、Windows用の.exe、.dllsなどのさまざまな実行ファイルと、.js、
.vbs、.batなどのさまざまなスクリプトをホワイトリストに含めることができます。
McAfee Application Control と McAfee Change Control が改ざんされる可能性はありませんか。
マカフィーでは、両方の製品にユーザーがMcAfee Application ControlまたはMcAfee Change
Controlのいずれかを無効にするのを防ぐ制御を組み込みました。これには、サーバーの管理者権限を
持っているユーザーも含まれます。
特定の IT 管理者がアプリケーションサーバーを変更するためのアクセス権が必要な場合、 そのアクセス
権が McAfee Application Control でロックダウンされていると、 どうなりますか。
Application Controlのポリシーで、Active Directoryのドメインに基づいて信頼できるユーザーを定義
できます。これらのユーザーは、アプリケーションサーバーを変更することが許可されています。McAfee
Change Controlと組み合わせて使用することで、その管理者が実行する操作を引き続き監視して、管理
者がアプリケーションサーバーに悪影響を及ぼす可能性があるシステムレベルの変更を行っていないこと
を確認できます。
McAfee VirusScan Enterprise で GTI はどのように機能しますか。
GTIは、疑わしいファイルのファイルハッシュについてDNSクエリを実行します。そのファイルハッシュがクラ
ウド内のGTIチェックと一致した場合、ポリシー設定に応じて、ファイルを許可またはブロックするよう適切な
アクションが実行されます。
McAfee Network Security Platform は、 ネットワーク上にインラインで導入する必要がありますか。
McAfee NSPは、さまざまな方法で導入できます。監視のみ行って、NSPで検出されたイベントをブロックし
ない場合は、SPAN構成またはTAP構成で導入するだけです。ただし、完全なブロック機能と軽減機能を
適用する場合は、デバイスをインラインで導入する必要があります。すべてのNSPアプライアンスが、完全な
フェールオープンキットのサポートと高可用性構成を備えています。

アプリケーションサーバーの保護
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追加情報
www.mcafee.com/japan/products/virusscan_enterprise.asp
www.mcafee.com/japan/products/network_security_platform.asp
www.mcafee.com/japan/products/application_control.asp
www.mcafee.com/japan/products/change_control.asp
www.mcafee.com/japan/products/policy_auditor.asp
＊本書は 2012 年 10 月時点での情報です。 仕様等の変更が生じる場合や、 一部、 日本未発売の製品も含まれています。
詳細はお問い合わせください。

リスクとコンプライアンスの概要デモ （英語）
www.mcafee.com/us/resources/demos/grc-demo.html
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