Microsoft Azure 向け
Prisma Cloud

Prisma Cloud を使用してお客様の Azure 環境ですべてのリソースを保護
Azure 向け Prisma Cloud の利点

• Azure 環境全体の接続されている
す べ て の リソ ー ス を 可 視 化し
ます。
• Azure 環境で継続的なコンプライ
アンスを維持し、レポートを容易
に生成します。
• 危険な設定、重要なユーザー アク
ティビティ、ネットワークへの侵
入、およびホストの脆弱性などの
脅威をリアルタイムで監視できる
ガードレールを設定することによ
り、DevOps を保護します。
• 異常検出機能を使用してアカウン
トの侵害や内部関係者による脅威
を一掃します。
• 現在の脅威や過去のインシデント
を調査し、根本的な原因をすばや
く特定します。
• コンテキスト アラートを取得し、
チームによる問題の優先順位付け
とより迅 速 な 対 処をサ ポ ートし
ます。
• Azure Security Center などのネイ
ティブ Azure サービスとシームレ
スに統合します。

Prisma Cloud が Microsoft Azure のクラウド脅威防御を簡素化

パブリック クラウド コンピューティングの採用はサイバーセキュリティの防御のペースを上
回っています。インターネットに対する物理的なネットワーク境界の欠如、経験不足のユー
ザーによる意図せぬ公開のリスク、分散された可視化、およびクラウドの動的な性質によ
り、攻撃の対象領域が桁違いに増えています。ポイント セキュリティ製品では個々の課題に
対処することはできますが、Microsoft Azure® などのリソースが常に変化し続ける環境に対
して全体的な保護を提供することは不可能です。
Prisma™ Cloud (旧名 RedLock) は、クラウド リソースの変化を動的に検出し、ユーザー ア
クティビティ、リソース設定、ネットワーク トラフィック、脅威インテリジェンス、および脆
弱性フィードなどの生のサイロ化されたデータ ソースを常に関連付けて、パブリック クラウ
ドのリスクの全体像を示す、セキュリティとコンプライアンスのサービスです。Prisma は、
革新的な、機械学習によるアプローチを通じて、組織が責任共有モデルにおいて迅速にリ
スクに優先順位を付け、俊敏な開発を維持し、効果的に義務を履行できるようにします。
Azure を保護するための主な機能と利点
卓越した可視化機能

お客様の Azure 環境全体を、すべてのコンポーネントに至るまで可視化します。Prisma
Cloud は、設定、ユーザー アクティビティ、およびネットワーク トラフィック データを常に
関連付けることにより、クラウドのリソースやアプリケーションを動的に検出します。こうし
て Azure 環境について包括的に把握し、脅威インテリジェンス フィードや脆弱性スキャナー
などの外部ソースのデータを活用することにより、Prisma は各リスクに対する完全なコンテ
キストを提供することができます。
簡素化されたクラウド コンプライアンス

Prisma Cloud には、CIS、GDPR、NIST、SOC 2、および PCI によって提示されたような、
業界標準のベスト プラクティスに準拠したポリシーがあらかじめ組み込まれています。ま
た、組織固有のニーズに基づいてカスタム ポリシーを作成することもできます。Prisma は、
接続されているすべてのリソースについてポリシーの侵害を継続的に監視し、ワンクリック
レポートをサポートすることで Azure 環境の監査を簡素化します。
ポリシー ガードレール

Prisma Cloud を使用すると、DevOps のガードレールを設定し、セキュリティを侵害するこ
となく、俊敏な開発を維持できます。これにより、危険な設定、重要なユーザー アクティビ
ティ、ネットワークへの侵入、およびホストの脆弱性などの脅威を検出できるようになりま
す。Prisma は、ビジネス リスク、違反、および異常の重大度に基づいてあらゆるリソース
のリスク スコアを自動的にランク付けし、その結果に応じて SecOps 担当者が極めてリスク
の高いリソースをすばやく識別して、修復作業の優先順位を付けられるようにします。
脅威の検出

Prisma Cloud は、Azure 環境全体でユーザーやその他の動作における異常を自動的に検
出し、動作のベースラインを確立して、そこから逸脱しているものにフラグを付けます。た
とえば、1 人のユーザーが同じような時間に 2 つの場所でアクセス キーを使用しており、そ
れが地理的にも不可能なことであると判断された場合には、潜在的なアクセス キー侵害の
フラグが付けられます。
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インシデントの調査

Prisma Cloud は、Azure 環境について詳しく把握することで、調査の時間を大幅に短縮します。問題をすばやくピンポイントで特定し、
アップストリームおよびダウンストリームの影響を分析して、リソースの変更履歴を確認することで、インシデントの根本原因をより的確
に把握することができます。たとえば、クエリを実行して、先月インターネット上で直接通信していたすべてのデータベースを検出するこ
とができます。その結果得られるマップでは、そのようなインスタンスがすべて検出され、侵害されている可能性があるリソースが強調
表示されます。
コンテキスト アラートとアダプティブ レスポンス

Prisma Cloud を使用すると、チームはコンテキスト アラートに基づいて問題に迅速に対処できます。これらのアラートは、特許出願中
のリスク スコアリング手法に基づいてトリガーされ、リソースに関連するすべてのリスク要因のコンテキストを提供し、極めて重要な問
題の優先順位付けを簡素化します。アラートの送信、ポリシーのオーケストレーション、または自動修復の実行が可能です。Slack®、
Splunk®、および弊社独自の Demisto® などのツールにアラートをルーティングし、問題を修復することもできます。危険なデータベー
スの場合、Prisma はリスク要因に関する情報を含むコンテキスト アラートを生成して、自動的に対処できるようにします。
Azure Security Center との統合

Prisma Cloud は Azure Security Center と統合され、Azure 環境全体のセキュリティとコンプライアンスのリスクを一元的に可視化しま
す。これにより、セキュリティ チームは、ビジネスに損害や損失が発生する前に、すばやくデータを収集し、脅威を特定して、対処する
ことができます。
Microsoft Azure 向けクラウド脅威防御のロードマップの作成

Prisma Cloud を使用すると、以下の機能を備えた、初期から成熟期までの Azure 環境全体にわたるクラウド脅威防御プログラムを作成
できます。
• コンプライアンスの保証 : クラウド リソースの設定を CIS、GDPR、PCI DSS、および HIPAA などのコンプライアンス フレームワークに
マッピングするには、非常に時間がかかる可能性があります。Prisma では、あらかじめパッケージ化されたポリシーを使用した、継
続的な監視、自動修復、およびワンクリック レポートにより、コンプライアンスを維持するためのプロセスを簡素化しています。
• セキュリティ ガバナンス : 動的なパブリック クラウド コンピューティング環境が完全に可視化されておらず、そうした環境の変化が正確
に制御されていないと、セキュリティ ガバナンスが困難になる可能性があります。Prisma では、リソースの設定、ネットワーク アー
キテクチャ、およびユーザー アクティビティにおけるリスクを検出してそれらのリスクを自動修復するためのポリシー ガードレールを
確立することで、アーキテクチャを検証することができます。Prisma により、セキュリティを侵害することなくDevOps の俊敏性をサ
ポートできるようになりました。
• SOC の有効化 : セキュリティ運用チームでは、問題に関するコンテキストがほとんど提供されないアラートが溢れているため、問題を
適時に優先順位付けするのが難しくなっています。Prisma では、Azure 環境全体にわたる脆弱性の特定、脅威の検出、現在または
過去のインシデントの調査、およびそれらの問題の修復を数分で行えます。
ステージ 1: 採用

ステージ 2: 展開

ステージ 3: スケーリング
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• インシデントの調査

+ ステージ 1 の目的

図1: クラウド脅威防御成熟モデル
Prisma Cloud Security Suite

Prisma Cloud は、Amazon Web Services、Microsoft Azure、および Google Cloud Platform などのパブリック クラウド環境全体にわた
る包括的な可視化、脅威検出、および迅速な対処を可能にします。継続的な監視、コンプライアンスの保証、およびセキュリティの分
析を独自に組み合わせることにより、セキュリティ チームは、今までのように手動で調査を実施するのではなく、レポート、脅威の優先
順位付け、および修復を自動化して、極めて重大な脅威により迅速に対処できるようになります。Prisma は、API ベースのアプローチ
を通じて、優れたクラウドネイティブなセキュリティを提供します。
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