Imperva SecureSphere
for AWS

データシート

メリット
•

リアルタイムでデータベース・アク
ティビティを監視し、オプションで、
許可されていないアクティビティを
ブ ロ ッ ク す る こ と に よ り、AWS で
データを直接保護します。

•

細分化されたアクティビティ・ログ
と詳細なレポートで、コンプライアンス
要件を効率的に満たします。

•

顧客をブロックすることなく、攻撃を
正確に特定してブロックすることで、
AWS の Web アプリケーションを保
護します。

•

Web サイトの脆弱性に仮想パッチを
適用し、コストと時間を要する緊急
のコード修正プロセスを排除します。

•

アプリケーションに合わせて自動的
にセキュリティが拡張されるため、
AWS Cloud のメリットをフルに活用
できます。

•

AWS CloudFormation テ ン プ レ ー
トを使用して、導入を促進できます。

AWS Cloud 内のデータを保護し、
コンプライアンスを満たす
世界中の組織は IT インフラストラクチャをクラウドに移行しようとしています。その
理由は簡単です。クラウド・コンピューティングを活用すれば、組織はオンプレミス
のデータセンタを構築するのに必要な時間と費用を回避できます。また、新しいアプ
リケーションをより速く導入し、アプリケーションの導入を需要に合わせて拡張し、
運用コストを削減できます。
組織がアプリケーションをクラウドに移行する場合、アプリケーションおよびデータ
防御のコンプライアンス・ソリューションも一緒に移行する必要があります。そうし
ないと、組織は Web 攻撃やデータ盗難の危険にさらされ、監査に失敗します。さらに、
クラウド・コンピューティングによって実現しようとしているコスト削減ができず、
漏えいによる多大な調査費用、ダウンタイム、および訴訟といった問題が発生する可
能性が高くなります。
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SecureSphere for Amazon Web Services (AWS) は AWS Cloud
内のアプリケーションとデータを保護
SecureSphere Web Application Firewall (WAF) for AWS は、 業 界 最 新 の
WAF 技術によって Web アプリケーションを保護します。複数の防衛機能を
統合して、顧客をブロックすることなく、攻撃を正確に特定し阻止します。
Imperva のダイナミック・プロファイリング技術は、許容可能なユーザ動作
の「ホワイトリスト」を自動的に構築します。Imperva Correlated Attack
Validation ( 相関関係による攻撃の検証 ) を使用してダイナミック・プロファ
イリングの違反事項と他の疑わしい活動を関連付けることにより、正確に攻
撃 を ブ ロ ッ ク し ま す。ICSA Labs 認 定 を 取 得 し て い る SecureSphere は、
PCI 6.6 コンプライアンス基準に適合し、OWASP Top Ten に対する強固な防
衛を提供します。
SecureSphere Data Activity Monitoring および Database Firewall は、AWS
でネイティブに実行される、エンタープライズ級の保護、監査分析、自動化
されたプロセス、およびカスタマイズ可能なレポート機能を提供します。
SecureSphere のデータ保護ソリューションは、組織が共通のインフラストラ
クチャを活用できるようにすることで、データベースを攻撃から保護し、
リスクを軽減し、コンプライアンスを効率化します。
SecureSphere for AWS は、AWS CloudFormation などのネイティブの AWS
インフラストラクチャを活用して、より優れたセキュリティ機能、AWS の導
入 実 現 性 お よ び 管 理 性 を 提 供 で き る よ う 特 別 に 設 計 さ れ て い ま す。
SecureSphere for AWS の Amazon Machine Image (AMI) は、AWS
Marketplace 上 で 公 開 さ れ て い ま す。SecureSphere AWS は BYOL (bring
your own license model) で提供しており、オンデマンドで使った時間分だけ
支払うタイプの SecureSphere WAF for AWS も利用可能です。これにより、
さまざまに変化するアプリケーション・トラフィックに応じて SecureSphere
WAF インスタンスの利用を調整し、コストを管理できます。

可用性ゾーン1

Imperva SecureSphere と
AWS を 使 用 す れ ば、 組 織
は複数の可用性ゾーンで
ホストされるアプリケー
シ ョ ン を 保 護 し、 稼 働 時
間を最大化して、世界中の
顧客のユーザ体験をより良
いものにできます。

Amazon ELB

Webサーバ

Amazon ELB

Webサーバ

Amazon
ELB

拡張グループ

可用性ゾーン2
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クラウド内のWebアプリケーションを業界標準のセキュリティで保護
SecureSphere WAF for AWS は実用的でセキュリティが非常に高いソリューションを
提供し、顧客をブロックすることなく Web 攻撃を回避します。SecureSphere には、
Web セキュリティの正確性を高め、管理を自動化する特許取得済みの技術が組み込ま
れています。業界をリードする Web アプリケーション・ファイアウォールとして、
多くの企業が、大切な Web アプリケーションの保護のために、SecureSphere を活用
しています。

Automate Disaster Recovery

データを保護し、コンプライアンス要件を満たす

SecureSphere DAM, DBF for AWS は、すべてのデータベース操作をリアルタイムで
You can ensure business continuity, even in the event o
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アラート、一時隔離、および ( 適切な場合は ) 許可されない活動をブロックすることに
よって、ユーザのアカウントを無効にせずにデータを保護でき、重要なビジネス・
プロセスにおける中断の可能性を回避します。
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SecureSphere
のサイバー・
セキュリティ

ディザスタ・リカバリの自動化

Imperva SecureSphere は、
SecureSphere Web、Database
and File Security を含む、包括的で
統合されたセキュリティ・プラット
フォームです。大企業のデータセン
タのセキュリティ要求にも応えられ
るよう拡張でき、ますます高まる脅
威に対して製品の最先端の防衛を
行っているワールドクラスのセキュ
リ テ ィ 研 究 機 関 で あ る Imperva
アプリケーション・ディフェンス・
センタによって支援されています。

AWS を使用すれば、自然災害やサイトの停電の際にもビジネス継続性を確保できます。
世界中にあるクラウド・データセンタを利用して、
AWS は顧客がサーバ・インスタンスを
新しい物理サイトに簡単にフェイルオーバーできるよう支援します。SecureSphere
WAF は主要な AWS 技術と統合し、トラフィックを別の可用性ゾーンにルート変更し、
ディザスタ・リカバリ計画をサポートします。

政府機関向けのクラウド・セキュリティ
AWS GovCloud 用 の SecureSphere Web Application Firewall を ご 用 意 し て い ま す。
これにより、政府機関は機密のアプリやアプリケーションをクラウドにすばやく簡単
に移行できます。

SecureSphere for AWSモデル
パフォーマンス

AV2500

AV1000

AVM150

SecureSphere対応製品

Web Application Firewall1
Database Activity Monitor2
Database Firewall2

Web Application Firewall1

MX Management Server

スループット

最高 500 Mbps

最高 100 Mbps

適用外

M3 Large

M3 Extra Large

SECURESPHERE FOR AWSインスタンス当たりの最低要件

必要 AWS インスタンス・タイプ

M3 Extra Large

SECURESPHERE FOR AWSの技術詳細

AWS サービス統合

EC2、CloudFormation、CloudWatch、VPC、AutoScale (WAFのみ)

SecureSphere オペレーティング・
システム

CentOS バージョン 6.3

提供方法

64 ビット Amazon Machine Image (AMI)

1.SecureSphere WAF for AWS は SecureSphere OS 10.5 以降に対応
2.SecureSphere DAM ／ DBF for AWS は SecureSphere OS 11.5 以降に対応
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