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最新の脆弱性管理  
変化の激しい今日の IT 環境に対応して、脆弱性管理も変えていく必要があります。今

日の IT 環境は、従来のアセットとダイナミックアセットの両方で溢れています。物理サーバ

ーの代替または追加として、組織は、必要に応じてすぐに展開できる仮想アセットやクラウ

ドアセットを採用しています。これらのアセットに加えて、今ではどこからでもアクセスできるモ

バイルデバイスが一瞬のうちにネットワークを往来しています。従来の四半期ごとや月 1 回

のスキャンはもとより、週 1 回のスキャンでさえ、必要な可視性を提供するには十分ではあ

りません。 

組織に必要なものは、今日のダイナミックアセットの脆弱性を特定する手段を複数搭載し、

脆弱性に優先順位を付けて対処する方法について明確な手段を提供して、様々な組

織の多様なニーズを満たす柔軟性を備えた最新ソリューションです。 

Tenable.io™脆弱性管理アプリケーションは、今日最も厄介とされる脆弱性管理の課題

解決のための斬新なアプローチをもたらします。Tenable.io 脆弱性管理は、高度なアセッ

ト識別アルゴリズムを使用して、変わり続ける環境のダイナミックアセットと脆弱性について

最も正確な情報を提供します。その簡素化されたインターフェイス、直感的なテンプレート

とガイダンス、シームレスな統合を活用して、セキュリティチームは効率性を最大化できます。

可視性とインサイトが最重要となる状況で、Tenable.io 脆弱性管理は、セキュリティチー

ムが常に的を射た作業に集中できるように支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要なメリット 
• カスタマーフレンドリーで柔軟性のあるアセットライセンシン

グで、ROI（投資利益率）を向上：Tenable.io 脆弱性管

理は、アセットに複数の IP アドレスがある場合でも、各ア

セットが購入するライセンスユニットは 1 つだけという市場初

のアセットベースのライセンシングモデルを提供しています 

• 最も包括的な評価オプションにより死角を排除：

Tenable.io 脆弱性管理には、アクティブスキャナー、エージ

ェント、パッシブリスニングセンサーを組み合わせた Nessus 

Sensors が付属しており、スキャン範囲を最大化して脆弱

性の死角を減らします 

• 精度が向上したアセットベースの脆弱性追跡：Tenable.io

脆弱性管理では、以前のどのソリューションよりも正確にア

セットと脆弱性を追跡できます 

• 補完的ソリューションを活用する構築済みの統合：

Tenable.io 脆弱性管理では、多数の補完的ソリューショ

ンとの統合があらかじめ構築されているため、脆弱性対策

を迅速かつ容易に強化し、ビジネスを脅威から守ります 

Tenable.io 脆弱性管理では、いつでも環境の脆弱性の状態を把

握できます。 



 

詳細について：tenable.comにアクセスしてください 
お問い合わせ：sales@tenable.comまでメールにてお問い合わせいただくか、tenable.com/contactにアクセスしてください 
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主な機能 
カスタマーフレンドリーで柔軟性のあるアセットライセンシング 
Tenable.io 脆弱性管理は、アセットに複数の IP アドレスがある場合でも、

各アセットが購入するライセンスユニットは 1 つだけという市場初のアセットベ

ースのライセンシングモデルを提供しています。ソリューションのモデルでは、ラ

イセンス総数が一時的に超過した場合でも引き続きスキャンが許可され、

頻繁にスキャンしないアセットや一回限りの急増に対しても自動的にライセ

ンスが復元されます。 

包括的な評価オプション 
Tenable.io 脆弱性管理には、アクティブスキャナー、エージェント、パッシブリ

スニングセンサーを組み合わせた Nessus Sensors を利用して、スキャン範

囲を最大化して脆弱性の死角を減らします。データセンサーをこのように組

み合わせると、エージェントが分析した一時的な接続デバイスなど、脆弱

性管理でスキャンが困難なアセットや、パッシブトラフィックリスニングで監視

可能な医療デバイスや産業制御システムのような高感度なシステムもスキ

ャンに含めることができます。 

アセットベースの正確な脆弱性追跡 
Tenable.io 脆弱性管理では、以前のどのソリューションよりも正確にアセッ

トと脆弱性を追跡できます。高度なアセット識別アルゴリズムが、Tenable 

ID、NetBIOS 名、MAC アドレスや、その他多数の属性を使用して、移動

方法や持続時間にかかわらず、アセットの変化を正確に追跡します。 

構築済みの統合 
Tenable.io 脆弱性管理には、脆弱性管理だけではなく、一般的なパッチ

管理、認証情報管理、モバイルデバイス管理、その他のソリューションに対

応した構築済みの統合が付属しているため、脆弱性対策を迅速かつ容

易に強化して、ビジネスを脅威から守ります。 

 
 

 

 

 

使いやすいユーザーインターフェイス 
Tenable.io 脆弱性管理には、最新式のインターフェイスとアプリケーション

内の案内メッセージが備わっているので、セキュリティ評価などの一般的な

作業をこれまで以上に簡単に実行できます。Center for Internet 

Security（CIS）や米国国防情報システム局（DISA）のセキュリティ技術の

実装ガイド（STIG）などのベストプラクティスのフレームワークに従った定義済

みテンプレートや構成監査チェックにより、必要最低限の労力で組織を保

護できます。 

文書化された API と統合 SDK（ソフトウェア開発キット） 
Tenable.io の機能や脆弱性データの共有を簡単に自動化するなど、詳細

に文書化された API セットと SDK を利用して Tenable.io プラットフォームを

活用できます。これらのツールは追加料金なしで利用可能で、脆弱性デー

タの価値を最大化できます。 

稼働時間保証付きの SLA（サービスレベル契約） 
Tenable は、Tenable.io の堅固な SLA を通して、脆弱性管理で業界初

の試みである稼働時間の保証を提供しています。Amazon Web Services

などの大手クラウド ベンダーと同様に、SLA が守られなかった場合には、サ

ービスクレジットを差し上げています。 

PCI 認証の承認済みスキャンベンダー 
Tenable.io は、PCI によって承認された認定スキャンベンダー（ASV）ソリュ

ーションです。そのため、加盟店やサービスプロバイダーは、PCI データセキュ

リティ基準（PCI DSS）の外部ネットワーク脆弱性スキャン要件に従って、イ

ンターネットに接続するシステムが安全であることを証明できます。 

トレーニング 
Tenable では、製品を最大活用するための知識やスキルを習得したい

Tenable.io の初心者向けと、高度なトピックを追求する上級者向けに、ト

レーニングを提供しています。 

コースは、Tenable のウェブサイトからオンデマンドでご利用いただけます。 

 

Exploitable by Malware ダッシュボードをはじめ、複数の構築済みダッシュボードやレポートを装備した Tenable.io 脆弱性管理があ

れば、セキュリティチームは脆弱性に優先順位を付けて効果的に対処できます。 
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Web Application Scanning

最新のウェブアプリケーションのセキュリティ保護は引き続き組織にとって
の課題となっています。それは、開発者が構築するビジネスアプリケーショ
ンがますます複雑になり、その結果としてセキュリティの盲点が生じてしま
うためです。未知の脆弱性は、攻撃者に開かれた扉として残ります。アプ
リケーション開発が急増すると、多くの組織は状況を把握するのに悪戦苦
闘するようになり、機密性の高いデータを漏洩の危険にさらしてしまうア
プリケーションが生まれるおそれがあります。しかしながら、別のスタン
ドアロンのセキュリティ製品を用意しても解決策にはなりません。セキュリ
ティ担当者は、包括的な脆弱性管理ソリューションの一部として自社のウェ
ブアプリケーションのセキュリティを可視化し、セキュリティとコンプライ
アンスのエクスポージャーの全容を把握する必要があります。

Tenable.io ™の Web Application Scanning は、包括的な脆 弱性管 理
ソリューションの一部として、そのような可視性を実現します。この製品
は、オンラインシステム全体を網羅する、安全な自動の脆弱性スキャンを
提供しているため、セキュリティ担当者は面倒な手作業を行うことなく自
社のウェブアプリケーションを迅速に評価できます。Tenable.io の Web 
Application Scanning は、誤検出を最小限に抑えて高い検知率を発揮す
るため、ウェブアプリケーションの真のリスクを確実に把握することがで
きます。

動的アプリケーションのセキュリティテストに対する最新
のアプローチ

ウェブアプリケーションの把握

Tenable.io の Web Application Scanning は、自社のウェブアプリケー
ションのサイトマップとレイアウトを理解するのに役立ちます。スキャナー
が検知するウェブアプリケーションの各部分でクロールを実行して確認し、
所有しているウェブアプリケーションについてさらに詳細な情報を得るこ
とができます。

ウェブアプリケーションの安全なスキャン

パフォーマンスの遅延や中断を防ぐには、重要なウェブアプリケーション
の中で、安全にスキャンできる部分とスキャンしてはならない他の部分を
定義することが大切です。Tenable.io の Web Application Scanning で
は、スキャンから除外する URL またはファイル拡張子を指定することによ
りウェブアプリケーションの一部をスキャンから除外し、スキャナーによ
るパフォーマンスの侵害が起きないようにできます。

主な機能

主な特長
•  非常に正確なスキャンによる信頼性の向上 :Tenable.io の Web 

Application Scanning は誤検出や検出漏れを最小限に抑えて
極めて高い正確性を発揮するため、信頼性の高い正確なレポー
トを生成できます。

•  スキャンの自動化による手作業の労力の削減 : 自動のスキャン
によりセキュリティリスクを把握でき、これまで必須とされてき
た手作業の労力や時間が不要になります。

•  包括的な VMソリューションの一環として製品のスプロール化
を削減 :Tenable.io プラットフォームを構成する Tenable.io の
Web Application Scanning で脆弱性を可視化すると、あらゆ
る種類の資産にわたって真のリスクを把握でき、複雑化や製品
のスプロール化を防げます。

•  侵入型のスキャンに起因する中断や遅延のリスクを解消 : ウェ
ブアプリケーションスキャンを開始するには、必ず事前に、スキャ
ンが原因で重要なウェブアプリケーションに中断やパフォー
マンスの遅 延 が発 生しないことを確認する必要があります。
Tenable.io の Web Application Scanning を使うと、ウェブア
プリケーションの中の、スキャンしても安全な部分を定義でき 
ます。



ウェブアプリケーションスキャンの自動化

セキュリティに関する専門家の不足（そして高い人件費）に対応するためには、
自動化を提供するソリューションを見つけることが大切です。Tenable.io の
Web Application Scanning を使えば、高度に自動化されたソリューション
により、すべてのウェブアプリケーションをシンプルかつ高速に評価でき、手
作業の労力が省けます。

ウェブアプリのスキャンと幅広い VM ソリューションの統合

Tenable.io プラットフォームを構 成 する Tenable.io の Web Application 
Scanning は、貴社のオンラインシステム全体を網羅する脆弱性スキャンを提供
します。包括的で正確なウェブアプリケーションスキャンを Tenable.io プラッ
トフォームに統合することにより、セキュリティとコンプライアンスのエクスポー
ジャーの全容を把握することができます。これはサイロ化を解消し、製品のスプ
ロール化という負担を最小化することに役立つため、セキュリティ上のリスクの把
握と組織の保護を 1 つのソリューションで達成できることになります。

HTML5 や AJAX のウェブアプリケーションの網羅  

従来のウェブアプリケーションスキャナーでは、昨今の開発で急増している
最新のアプリケーションの状況をすべて把握することは困難です。Tenable.io
の Web Application Scanning は、従来の HTML ウェブアプリケーションを
スキャンできるだけでなく、HTML5 や AJAX のフレームワークを使って構築さ
れた最新のウェブアプリケーションもスキャンに含めることができます。

Tenable.io の Web Application Scanning では、セキュリティチームが特定され
た脆弱性を表示して可視性を確保し、修正の優先順位を定めることができます

詳細情報 :tenable.com のサイトをご覧ください
お問い合わせ :sales@tenable.com 宛てにメールを送信するか、tenable.com/contact のサイトをご覧ください
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脅威がますます数を増し、IT環境が絶えず変化しているため、
現在のセキュリティチームにとって、脆弱性や脅威を特定し、
さらに重要なこととしてそれらの脆弱性を修正するためのペー
スについて行くことは非常に難しくなっています。さらに、多く
の組織がパブリッククラウド、モバイル、DevOpsを利用するよ
うになり、資産というものの基本的な概念が変化し、それがセ
キュリティチームの仕事の仕方にも根本的な影響を与えていま
す。定期的にスキャンを実行するという従来の方法では、今日
の動的な資産に必要な可視性と知見を得ることができないの
です。

資産とその脆弱性に対する組織の取り組み方が大きく変化して
いるため、あらゆる場所のすべての脆弱性データを1か所で確
認できることが、かつてなく重要になっています。独自のデー
タを受け付けて管理するだけのソリューションでは、ユーザー
に危害を与えることになります。資産と脆弱性への組織の取り
組み方に根本的な変化が生じていることから、クラウドやDev-
Opsのような新しいテクノロジーを利用しているお客様に不利
益を及ぼすことなく基本的な脆弱性管理の課題を解決するた
めの新しい現代的な方法が必要になっています。

現代の動的な資産のために構築された脆弱性管理

Tenable™の先進的なNessus®テクノロジーを基盤として構築
されたTenable.io™を利用すると、リソースと脆弱性を正確に
追跡すると同時に、クラウドやコンテナなどの動的な資産にも
対応した最新の資産ベースのアプローチにより、セキュリティ
とコンプライアンスに対する自社の状態を明確に把握すること
ができます。Tenable.ioは、最大限の可視性と知見を得るため
に、お客様の環境とシームレスに一体化して効率的に脆弱性の
優先順位付けを行います。

Tenable.io – 最新の脆弱性管理プラット 
フォーム

主な特長

•  盲点の排除 :Tenable. ioは、従来の資産と最新の資産（クラウ
ド、モバイルデバイス、コンテナ、ウェブアプリケーションなど）
を業界トップレベルの包括的な方法で可視化します。

•  脆弱性の状態の追跡による取り組むべき焦点の明確化 : 
Tenable.ioは懸念される脆弱性（新しい脆弱性、アクティブな
脆弱性、再浮上した脆弱性）を中心に据えるので、本当に重要
な事柄に労力を集中できます。

•  能率的なユーザーエクスペリエンスによる生産性の改善 : 
Tenable.ioでは、最新式の直感的なユーザーインターフェイス
とアプリケーション内メッセージングにより、一般的な作業と複
雑な作業のどちらも効率的に実行できます。

•  簡単な統合による価値の最大化 :Tenable. ioには、パスワード
ボールト、パッチ管理、モバイルデバイス管理（MDM）ソリュー
ションなどの補完的なシステムとの統合があらかじめ構築され
た状態で組み込まれています。

•  エラスティック資産ライセンスモデルによるR O Iの向上 : 
Tenable. ioでは、市場初となる資産に基づくライセンスモデル
を用意しています。このモデルでは、1つの資産に対してライセン
スユニットが1つだけ使用されます。

アプリケー
ション

プラット
フォーム

統合

センサー

Vulnerability 
Management

Web Application 
Scanning

Container 
Security

APIおよびSDK

スキャナー エージェント ネットワーク
モニター

VM
プロバイダー

アプリケーション
セキュリティ
プロバイダー

CMDB
プロバイダー

その他の
サード
パーティ

Nessusセンサー サードパーティのソース

Tenable.ioの各アプリケーションはセキュリティ上の特定の課題を解決します。 
これらのアプリケーションは同じプラットフォームを共有しているため、 

必要に応じて新しい機能を容易に追加できます。



このプラットフォームには、アクティブなエージェントベースのス
キャンとパッシブなトラフィック監視のためのNessusデータセン
サーが組み込まれているほか、Tenable . ioの機能と脆弱性デー
タの共有を自動化したり、Tenable.ioプラットフォーム上にシステ
ムを構築したりするためのAPIとSDKも含まれています。現代のセ
キュリティ上の難題を解決するアプリケーション（脆弱性管理、コ
ンテナセキュリティ、ウェブアプリケーションスキャンなど）が増
えている中、Tenable.ioプラットフォーム上にシステムを構築する
と、1つのアプリケーションで開始し、要件が増したら他の複数の
アプリケーションにアップグレードすることができるようになりま
す。アプリケーション、データセンサー、自動化を組み合わせるこ
とにより、資産と脆弱性が最大限に網羅され、継続的に可視化さ
れるので、確かな情報に基づいて最重要なものを保護することが
できます。

最も包括的で手頃な価格のスキャンオプション

Tenable.ioに組み込まれたNessusセンサーを使うと、スキャンの
範囲を最大化し、脆弱性の盲点を減らすことができます。このセン
サーは、パッシブなトラフィック監視だけでなく、アクティブスキャ
ンやエージェントスキャンにも対応しています。追加料金なしです
べての機能をご利用いただけます。好評な弊社のNessusテクノロ
ジーを基盤としたアクティブスキャンにより、非常に幅広い資産と
脆弱性に対応できます。エージェントベースのスキャンとパッシブ
なトラフィック監視を使用すると、一時的なデバイスやリモートデ
バイスなどの取り扱いが難しい資産や医療機器や工業制御機器な
どの精密なホストにも対応できます。
極めて正確な資産追跡

Tenable.ioは資産とその脆弱性を極めて正確に追跡できるため、
セキュリティチームは非常に忠実に表された環境の状態を確認で
きます。この製品は、高度な資産識別アルゴリズムを使用し、環
境内の各リソースの真の状態を特定します。それにはノート型PC、
仮想マシン、クラウドインスタンスのような動的な資産も含まれま
す。このアルゴリズムは、多数の属性（Tenable ID、NetBIOS名、
MACアドレス、その他多数）を使用することにより、移動場所や存
続期間にかかわらず資産の変化を正確に追跡します。
十分に文書化されたAPIと統合されたSDK

十分に文書化されたA P IセットとS D Kを使用することにより、
Te n a b l e . i o の機 能と脆 弱 性データの共 有を自動 化したり、
Tenable.ioプラットフォーム上に簡単にシステムを構築できます。
追加料金なしでこれらのツールを利用し、脆弱性データを最大限
活用できます。
アップタイム保証付きのSLA

Tenableは、Tenable.io用の堅固なサービスレベルアグリーメント
（SLA）により、脆弱性管理の業界では初となるアップタイム保証
を提供しています。Amazon Web Servicesなどの業界をリードす
るクラウドベンダーのように、SLAを満たさない場合にはサービス
クレジットが支給されます。

詳細情報 :tenable.comのサイトをご覧ください
お問い合わせ :sales@tenable.com 宛てにメールを送信するか、tenable.com/contactのサイトをご覧ください
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最新式の直感的なインターフェイスとあらかじめ構築されたいくつか
のダッシュボードやレポートを備えたTenable.ioを利用すると、 
一般的な作業も複雑な作業も容易かつ効率的に実行できます。

アプリケーションの統合

Tenable. ioプラットフォームには、脆弱性管理、コンテナセキュリティ、
ウェブアプリケーションスキャンなどのアプリケーションが数多く用意され
ているので、明確なセキュリティ上の課題を解決できます。これらのアプリ
ケーションは、共通のプラットフォーム上に構築されているので単一のイ
ンターフェイスを介してNessusセンサーやAPIやSDKにアクセスし、新しい
アプリケーションを簡単に有効化して生産性を即時に向上させることがで
きます。

統合されたコンテナセキュリティ

Tenable.ioは、統合されたコンテナセキュリティ機能を提供する市場で唯
一の脆弱性管理ソリューションで、コンテナのビルドプロセスに事前にセ
キュリティを組み込みます。これにより、組織はコンテナイメージに存在す
る隠れたセキュリティリスクを可視化して、実稼働環境に入り込む前にリス
クを解決できるようになるため、革新サイクルに遅延が発生することはあ
りません。

Tenableでは、Tenable.ioを初めて使用するユーザーにこの製
品を最大限活用するための知識とスキルを提供するトレーニン
グや、熟練したユーザー向けの高度なトピックのトレーニングを
実施しています。

各コースは、Tenable社のウェブサイトからオンデマンドで履修
できます。

トレーニング
主な機能

情報通信システムソリューション部
〒103-8284　東京都中央区八重洲1-1-6
TEL.03-3245-1250（直通）   FAX.03-3246-0645   E-Mail : ict_contact@toyo.co.jp

http://www.toyo.co.jp/ict/

 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1（新大阪ブリックビル） TEL.06-6399-9771 FAX.06-6399-9781
 〒465-0095 愛知県名古屋市名東区高社1-263（一社中央ビル） TEL.052-772-2971 FAX.052-776-2559
 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷2-4-3（宇都宮大塚ビル） TEL.028-678-9117 FAX.028-638-5380
 〒103-8284 東京都中央区八重洲1-1-6 TEL.03-3279-0771 FAX.03-3246-0645
テクノロジーインターフェースセンター　〒103-0021　東京都中央区日本橋本石町1-1-2 TEL.03-3279-0771 FAX.03-3246-0645

大 　 阪 　 支 　 店
名 古 屋 営 業 所
宇 都 宮 営 業 所
電子技術センター



Container Security

競争において差別化を図り、収入を拡大し、顧客ロイヤルティを高めるた
め、組織がソフトウェアに依存する傾向が高まっています。そのため、安
全で迅速かつ効率的なソフトウェア配信に関する企業の要件はかつてな
く大きくなっています。DevOpsチームはソフトウェア配信プロセスを効
率化することによって、ビジネスのスピードと俊敏性の要件に応えます。新
しいサービスやアプリケーションを迅速にビルドして立ち上げるために、
Dockerコンテナが利用されることが多くなっています。しかし、コンテナに
は大きなセキュリティリスクがあります。コンテナはIPアドレス指定ができ
ず、存続時間が短いという性質があるうえ、ボリュームが大きく種類も多様
であるため、コンテナのセキュリティ管理は引き続き難しい課題となってい
ます。Tenable.io™のContainer Securityは、Tenable.ioプラットフォー
ムを構成するモジュールの1つであり、コンテナセキュリティのテスト機能と
監査機能を提供します。

問題の概要

ウェブアプリケーションの把握

Tenable.ioのContainer Securityは、アプリケーションの開発プロセスに
遅れをきたすことなくコンテナセキュリティの盲点をなくすことができる、
最新の脆弱性評価ソリューションです。Tenable.ioのContainer Security
は、Dockerコンテナのイメージを全面的に可視化し、脆弱性の評価、マル
ウェア検出、ポリシー実施を展開前に実行することができます。Tenable.
ioのContainer Securityは既に使用されているDevOpsツールチェーンと
互換性があり、業界をリードするビルドシステムや継続的統合システムとの
統合のための機能が組み込まれています。また、カスタム統合およびダッ
シュボード用のRESTful APIも組み込まれています。

実稼働前にコンテナを可視化できれば、盲点とリスクを減らせます。ITセ
キュリティチームは、コンテナ化したアプリケーションの展開前に潜在的な
リスクを見つけることができます。開発者とDevOpsチームは、コンテナ化
したイメージ内の脆弱性やマルウェアを開発プロセスのできるだけ早い段
階で修正するために必要な情報を入手できます。それにより、展開前にリス
クを減らし、迅速に開発を進めることができるようになります。

Tenable.ioのContainer Securityは現代の目まぐるしい開発サイクルを
シームレスにサポートすることにより、コンテナのセキュリティ上の課題を
DevOpsのスピードで解決するためのプロアクティブな可視化とセキュリ
ティを実現します。

製品の概要

機能の概要
•  コンテナイメージの脆弱性の自動テスト

•  プライベートコンテナレジストリ（既存のレジストリと統合する
か、またはプライベートレジストリとして製品を使用）

•  DevOpsツールチェーンの統合（ビルドシステム、テストシステム
など）

•  コンテナマルウェアの検知

•  レイヤー階層インテリジェンス

•  レイヤー固有の脆弱性情報と修正ガイダンス

•  30秒以内でコンテナを評価

•  セキュリティチームに焦点を合わせてあらかじめ構築されたレ
ポートとダッシュボード

•  DevOpsチーム向けのカスタマイズ可能なダッシュボード

•  カスタムダッシュボードやその他の統合のためにデータを引き出
すオープンAPI

•  新規コードやカタログにないコードのバイナリインスペクション

•  保管されたコンテナイメージに対する新しい脆弱性を継続的に
監視

•  継続的に更新される脆弱性データベース

ダッシュボードを使うと、すべてのリポジトリおよびイメージの  
セキュリティリスクを「一目で」確認できます



セキュリティチーム向け
Tenable. ioのContainer Securit yは、実稼働環境に展開されるDockerコ
ンテナが安全で企業ポリシーに準拠していることを確認するために役立ちま
す。増大するDevOpsの業務をサポートするセキュリティチームは、コンテナの
リスクをシームレスに特定し、DevOpsチームが開発ライフサイクル内でそれ
らのリスクを容易に解決できるようにすることにより、未知のリスクや許容で
きないリスクを排除し、イノベーションを実現できます。

「一目で」確認できる可視性を備えたダッシュボード

Tenable.ioのContainer Securityのダッシュボードをご利用いただくと、IT
セキュリティマネージャーはコンテナイメージのインベントリとセキュリティの
両方を「一目で」確認することができます。セキュリティチームは、すべてのコ
ンテナイメージの脆弱性やマルウェアなどのセキュリティデータだけでなく、
すべてのイメージにおける脆弱性の分布をCVSSスコアやリスクレベルごとに
確認できます。また、各イメージのOS、OSバージョン、アーキテクチャを見る
こともできます。

継続的な評価による新しい脅威の識別

進化するテクノロジー環境において、新しい脆弱性は毎日検出されています。
Tenable.ioのContainer Securityは、脆弱性データベースで新しい脆弱性
を継続的に監視することにより、セキュリティチームが新しいリスクに迅速に
対応できるようにします。Tenable.ioのContainer Securityは、新しい脆弱
性が見つかると、格納されているすべてのコンテナイメージを自動的に再検査
し、その新しい脆弱性が含まれていないかどうかを確認します。その後は、作
成される新しいコンテナイメージで自動的にその脆弱性が検査されるように
なり、継続的な保護を提供します。

コンテナに対するマルウェア保護

Tenable.ioのContainer Securityは、コンテナイメージのソースコードにあ
るマルウェアを検知する唯一のコンテナセキュリティソリューションです。この
ソリューションでは、カスタム開発されたマルウェア検出エンジンを利用して
コンテナイメージのソースコードを分析し、イメージにマルウェアが含まれて
いないことを確認できます。

企業ポリシーの実施

企業ポリシーへのコンプライアンスを実施するため、必要に応じて、全体的な
リスクスコアやマルウェアの存在などの要因についてコンテナイメージを監視
できます。組織のリスクしきい値を超えるようなイメージが作成されるとすぐ
に開発者に通知して、早急な修正に役立つレイヤー固有の情報を知らせます。
ポリシー違反があったときは、アラートをトリガーしたり、必要に応じて特定
のイメージの展開を阻止できます。ポリシーは、全体に適用することも、特定
のリポジトリ内のイメージにのみ適用することも可能です。

サードパーティのレジストリのイメージの同期

シンプルなワンステップで既存のレジストリのイメージをTe n a b l e . i oの
Cont ainer Secur i t yと同期すれば、コンテナのセキュリティリスクに関す
る分析情報を直ちに確認することができます。この製品と統合できるのは、
Docker Registry、Docker Trusted Registry、JFrog Ar tifactory、および
Amazon EC2 Container Registryです。

コンテナセキュリティと脆弱性管理の統合

コンテナセキュリティはスタンドアロンの要件ではなく、脆弱性管理プロ
グラムの重要な部分です。Tenableは、Tenable. ioのContainer Securi t y
（Tenable.ioプラットフォームのモジュールとして構成する要素）という形で
統合されたコンテナセキュリティを提供している、唯一の脆弱性管理プロバイ
ダーです。

DevOpsチーム向け
セキュリティリスクをピンポイントで特定して具体的な修正アドバイスを提供
することによりDevOpsを推進する  

Tenable.ioのContainer Securityは、Dockerコンテナイメージのセキュリ
ティについて、これまでにない分析情報を開発チームと運用チームに提供しま
す。イメージをリポジトリごとに表示するとともに、Tenable.ioのContainer 
Securit yにイメージがプッシュされた際に各コンテナイメージの脆弱性を詳
細に評価します。コンテナコンポーネントのインベントリを作成して、展開す
る前にイメージの評価も行います。その際には、アプリケーション、依存関係、
ライブラリ、バイナリを含むすべてのレイヤーとコンポーネントの一覧が作成
されます。高速で包括的な脆弱性の表示とレイヤー階層インテリジェンスと
の組み合わせにより、コンテナイメージのリスクをリポジトリごとに詳細に評
価できるため、開発者は脆弱性の検索や高位のレイヤーで緩和される問題の
修正に時間を浪費せずに済みます。結果として、開発者はコンテナの潜在的
なリスクをすばやく修正し、安全なコードをより早くプッシュすることができま
す。

DevOpsツールチェーンにセキュリティを埋め込み、チーム全体の効率を上 
げる

DevOps環境では、Tenable.ioのContainer Securityにより、必要に応じて
（またシームレスに）ソフトウェア開発ツールにセキュリティテストを組み込む
ことができます。既存のソフトウェア開発プロセスやワークフローを邪魔した
り混乱させたりする心配はありません。この製品では、Jenkins、Bamboo、
Shippable、Travis CIなどの一般的なビルドシステムとの統合をすぐに利用
することができ、ソフトウェア開発者が使うその他の継続的統合/継続的展開
ツールとも統合できます。

また、Tenable.ioのContainer Securityには、十分に文書化されている堅固
なRESTful APIも組み込まれているため、追加のDevOpsツールとのカスタム
統合やセキュリティチームが使うレポートツールへのデータのエクスポートも
可能です。

詳細な情報による奥深い分析

各DevOpsチームはそれぞれのチーム用に調整されたダッシュボードを利用
できます。このダッシュボードには、チームの特定のイメージやリポジトリにつ
いての脆弱性メトリックが表示されるので、それらのイメージのいずれかで修
正の必要が生じたり、組織のコンテナセキュリティリスクしきい値を超えたり
した場合、直ちに知ることができます。

詳細情報 :tenable.comのサイトをご覧ください
お問い合わせ :sales@tenable.com 宛てにメールを送信するか、tenable.com/contactのサイトをご覧ください
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主な機能

mailto:sales%40tenable.com?subject=

	Tenable.io 脆弱性管理
	重要なメリット
	主な機能
	トレーニング

	Tenable.io Webアプリケーションスキャン
	Tenable.io プラットフォーム
	Tenable.io コンテナセキュリティ

