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更新履歴

改訂履歴／免責事項

版 更新日 更新履歴

2016年7月 2016/07/26 初版発行

2016年8月 2016/07/29 3.8を追加

2016年9月 2016/09/02 BOM 3.6の製品名を訂正

2016年10月 2016/09/28 3.4および3.6の内容を一部、改訂しました。

2016年11月 2016/11/01 3.4の内容を改訂しました。

2016年11月 2016/11/08 P.24およびP.28の一部後誤表記を訂正しました。

2017年5月 2017/05/19 全面刷新しました。

■免責事項
本資料には本資料更新日時点で確認された内容を記載しております。しかしながら、予告なしに、情報を変更す
ることがあります。本資料に含まれる情報もしくは内容をご利用されたことで直接・間接的に生じた損失に関し、
シスコシステムズ合同会社は一切責任を負うものではありません。
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第1章
シスコのセキュリティ戦略

• Security Everywhere
• Cisco Talos
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第１章 シスコのセキュリティ戦略

1.1 シスコのセキュリティ戦略とラインナップ

Security Everywhere戦略

シスコでは、システム／ネットワーク上のあらゆるポイント（場所）にセキュリティ機能を埋め込み、脅威の全
体像を可視化してコントロール可能にするというSecurity Everywhere戦略を提唱しています。

いま企業は、新たな収益機会の確保や、組織の複雑さを軽減する新たな取り組みとして、ビジネスのデジタ
ル化を推進しています。これらデータ利用の普及に伴い、スレット アクター（脅威を与える“役者”）による攻
撃がまん延してきており、資産保護のために企業が緊急避難的に対策をとるというケースも少なくありませ
ん。企業は、相互運用が不可能な一連のポイント ソリューションの複雑な環境に直面しており、セキュリティ
チームが社内ネットワークにおける潜在的な脅威や漏洩について十分に把握できていないのが現状です。

シスコはセキュリティを「攻撃前（Before）」「攻撃中
（During）」「攻撃後（After）」の3つのカテゴリに分け
てシンプルに考えます。特に「After」の部分で、二
次被害を防ぐための可視化に注力しています。可
視化は、これまでのトラフィックやマルウェアの可視
化に加えて、現在は、アイデンティティ管理のプロセ
スや、アプリケーションの可視化も必要になってい
ます。

これに対し、シスコのアーキテク
チャには、ルータ、スイッチ、データ
センターを含む広範なネットワーク
を横断的に網羅するセキュリティ
の組み込みに重点を置くことで、
攻撃を逃さず検知し、その検出と
修復にかかる時間を大幅に短縮
するという利点があります。

もうひとつのシスコの特長は、M&Aによって30社のセキュリティ専門会社がグループ会社として存在している
ため、セキュリティ対策ニーズの端から端まで、ほぼすべてのエリアを網羅できる豊富な製品群を持つこと
です。
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第１章 シスコのセキュリティ戦略

1.2 Cisco Talos セキュリティ インテリジェンス＆リサーチグ
ループ

既知ならびに新たな脅威からお客様を守る

今日の IT 組織が必要としているのは、広範なネットワークを効率よく保護するための、先進的な脅威インテ
リジェンスに基づいたセキュリティ製品です。この先進的な脅威インテリジェンスを構築する専門家集団が、
Cisco Talos セキュリティ インテリジェンス＆リサーチ グループ（Talos：「タロス」と読みます。）です。

Talos は優秀な脅威研究スタッフで構成されており、そこでは脅威研究のための優れたシステムが利用され
ています。Talos の研究スタッフが作成した脅威インテリジェンスは、シスコ製品に使用され、既知ならびに
新たな脅威からお客様を守っています。

世界最大規模の セキュリティに特化したビッグデータ 分析

Talos の基盤は、高度なインフラストラクチャおよびシステムです。ここでは、他の追随を許さない情報量の

テレメトリ データの収集および分析による、並外れた可視性を実現しています。ここで使用されているデータ

の一例を以下に挙げます。（2016年1月現在）

 1 日あたり、約 150 万のマルウェア サンプルを収集（日々増加）
 1 日あたり、42 億 Web サイトをブロック
 1 日あたり、10 億レピュテーション クエリ（SenderBase）を登録
 1 日あたり、6,000 億通のメールを解析
 1 日あたり、インストールした AMP から約 1 万のマルウェアを発見
 1 日あたり、発見した約 30 万のマルウェア情報を AMP へ送信
 1 日あたり、スパーク プログラムから 10 万イベントを検出
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1.3 Cisco Talosの活動
Talos では、日々セキュリティの脆弱性や脅威情報を研究して、我々のセキュリティ製品に反映しています。
その結果は、Blog や 年次セキュリティ レポートで公開しております。

シスコ年次セキュリティ レポート

シスコ セキュリティ レポートは、Talosのセキュリティエキスパートによって収集された最新の脅威インテリ
ジェンスに基づいて業界インサイトやトレンドを提供し、変化を続ける世界において、最新のセキュリティ
ニーズに応えるためのベストな戦略について考察します。

第２章 シスコのセキュリティ戦略

http://b2me.cisco.com/ja-jp-annual-cybersecurity-report-2017

Talos Japan ブログ

Talosの最新の解析結果や日本チーム独自のコンテンツをブログ形式で配信しております。

http://cs.co/talosjapan

http://b2me.cisco.com/ja-jp-annual-cybersecurity-report-2017
http://cs.co/talosjapan
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第２章
ソリューション別提案方法

● 第２章の見方

第２章の構成は以下のようになっています。

お客さまの関心事

お客様のよくある悩み

セールス トーク、ヒアリング
トーク

本項のトピックに関して、お
客さまが主に関心を持って
いるポイント。

シスコの営業がよく聞くお客様
の悩み。

このような会話をすればお客
さまが興味を示す、セールス
トーク、ヒアリング トーク例。

セールス ポイント

Why Cisco？

セールス トークに関連して、
必ず押さえておきたい売り込
みのポイント。複数ある場合
はポイントごとに順に掲載して
います。

セールス トークに関連して、
必ず押さえておきたい売り込
みのポイント。
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第２章 ソリューション別提案方法

2.1 次世代ファイアウォールの更新時期が近づいている

• 次世代ファイウォールの更新時期が近づいている。現在の機器を導入した時と比べると、各メー
カーの次世代ファイアウォールの性能もかなり向上してきているように見受けられる

お客様の関心事

お客様のよくある悩み

セールス トーク / ヒアリング トーク

次世代ファイアウォールの更新時期が近づいてきましたね。営業

承知いたしました。価格に関しては、年間の保守費まで見て頂くと、意外なメー
カーのものに価格優位性があったりします。また脅威対策に重点をおくのか、Web
アプリケーションの可視化、つまり、どちらかというとコンプライアンス的な要素を重
視するのかによっても、お勧めする機種が異なってきます。

営業

• 巧妙化する標的型攻撃への対応を考えなければならない
• 今までのセキュリティ対策では対策が緩いと考える

お客様

はい、そうです。現在の機種を導入したときと比べると、次世代ファイアウォール
も各社充実してきたので、継続ありきではなく、他の機種も検討してみたいと
思っています。

営業
承知いたしました。機種選定に当たってのご要件、ご要望はございますか？

ご提案商材：Firepower 2100/4100シリーズ

• シスコの統合型次世代ファイアウォール。シスコのステートフルなファイアウォールテクノロジーと脅威
サービスを単一ソリューションに統合。脅威サービスには、次世代侵入防止システム（IPS）、高度なマル
ウェア保護（AMP）、レピュテーションベースのURLフィルタリングが含まれます。

• 新型ハードウェアの採用によりスループットの低下を防止。IPSを有効にするとスループットは50％以上
低下するのが一般的だが、それを生じさせないことに成功した費用対効果の高いアプライアンスです。

• 設置環境、利用シーンに柔軟に対応できる豊富なラインナップをご用意しました。

お客様 はい、当たり前ですが費用対効果ですね。2020年に向けて日本を対象にしたサイ
バー攻撃が増えるといわれていますので、脅威対策としての効果は勿論ですが、
価格も気になります。また、運用できるかどうかも、重要な点です。

お客様 なるほど。2020年に向けて脅威対策が気になるので、脅威対策に重点をおいた
ものも提案していただけないでしょうか？その際、コストもぜひ考慮してください。
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第２章 ソリューション別提案方法

CC

Firepowerシリーズは、アプリケーションのきめ細かい制御、マ
ルウェアからの保護、脅威および脆弱性の分析と制御、検出
から修復までの期間の短縮、単一の管理インターフェイスによ
る複雑性の緩和が可能です。

セールスポイント１：本当に必要な脅威機能を搭載

 本当に必要な脅威対策とは、IPSやマルウェア対策が正しく働き、かつ管理ができること、と、いかに早
くマルウェアや攻撃検知ができるかも大事な要素。そのFirepowerは、この大事な要求を実現する製品
です。

 FirepowerとASAを合わせた一体型セキュリティソフトウェアであるFirepower Threat Defenseにより、
ベーシックなFirewallとNGIPS,NGFW,AMPをFirepower Management Centerから一元管理が可能

Why Cisco?

CC

セールスポイント３：第三者機関からの高い評価

IPS

http://www.cisco.com/c/r/internet-of-everything-ioe/ja-
jp/security/results.html

次世代ファイアウォール

Firepowerシリーズに搭載されている各機能は競合他社との
比較表にてご確認いただけます。

http://www.cisco.com/c/m/ja_jp/products/security/firewall
s/competitive-comparison.html

http://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/products/collateral
/security/next-gen-firewall.pdf

CC

セールスポイント２：ニーズに適した管理方法をご選択いただけます
a. 高度な可視化・解析機能を提供するFirepower NGFWの

中枢部として機能し、他社のセキュリティやネットワーク
ソリューションとのインテリジェンスの共有、コンテキスト
認識の共有、一貫的なポリシー適用を実現「Firepower
Management Center」

b. OnBox の FTD 専 用 ロ ー カ ル 管 理 ツ ー ル 「 Firepower
Device Manager 」

c. クラウドベースのセキュリティ ポリシー管理ツール
「Cisco Defense Orchestrator」

a
b

c

次世代F/Wとして高い評価を得ています。

http://www.cisco.com/c/r/internet-of-everything-ioe/ja-jp/security/results.html
http://www.cisco.com/c/m/ja_jp/products/security/firewalls/competitive-comparison.html
http://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/products/collateral/security/next-gen-firewall.pdf
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第２章 ソリューション別提案方法

2.2 ネットワーク更新時の新しい価値の提案：内部セキュリティ強化
-フローを利用したネットワークトラフィック監視・分析・振舞い検知

• 各種対応コストの削減
• ネットワークの利用状況の把握

お客様の関心事

• ネットワークに対してセキュリティ対策を仕掛けたい
• セキュリティを担保しようにも誰が何をしているのか把握できていない

お客様のよくある悩み

セールス トーク / ヒアリング トーク

情報漏洩や標的型攻撃が話題になっていますが、御社では何か検討されてい
ますか？

営業

SIEM (Security Information and Event Management)の導入を検討しています
お客様

なるほど、最近検討されているお客様が多いですね。新しい製品の追加も一つの方法で
すが、今ある製品を活かす方法もありますよ。営業

ほぉ、どんなものですか？お客様

既設のスイッチやルータを流れるトラフィックの情報（フロー情報）をコレクターで収集、解
析することにより、ネットワーク内部の通信を可視化するだけでなく、さらに、怪しげな振る
舞いをしている端末を可視化し、アラートをリアルタイムで上げるソリューションです。

営業

営業

へぇ、そのようなものがあるのですね。お客様

営業

シスコのネットワーク機器のNetFlowをONに設定し、ネットワーク機器から出るフロー情報を
専用のフローコレクター製品で収集、解析します。それにより、セキュリティインシデントの予
兆を発見する予防的な効果とログ解析による事故発生後の調査、そして、内部統制の強化
により注目を集めるコンプライアンス管理などを行うことができるようになります。

まさに今、ご検討されているSIEMの、その、ネットワークに特化したSIEMといえるよう
なソリューションです。

さまざまなネットワーク機器やサーバーから、多様かつ膨大なログを収集して一元管理し、
それらを基に不正を検知するというのが一般的なSIEMですが、これを、ネットワーク機器に
特化したのがCiscoのStealthwatchの特長です。

はい、Stealthwatchというフローコレクター製品をネットワークに設置して頂くことに実
装できるソリューションです。営業

営業

ご提案商材：Cisco Stealthwatch

• Cisco Catalyst シリーズスイッチと Cisco IOS Flexible NetFlow で生成された詳細なトラフィック情報
とCisco Stealthwatch が提供するリアルタイム監視やアラートなどを組み合わせたセキュリティ分析
により、ネットワーク内部の脅威を見える化します。

• Cisco StealthwatchはNetFlow データを使用してネットワーク全体で セキュリティの最適化とネット
ワーク運用のための詳細な情報を提供します。
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第２章 ソリューション別提案方法

ご提案商材：Cisco Stealthwatch

ルータ、スイッチで構成されたネットワーク基盤上を流れるトラフィックのパターンを「フロー」として識別し、フ
ローごとに流量を測定する NetFlow という技術があります。以前はハイエンド機種での実装が中心でしたが、
近年では、Cisco 800 シリーズのようなローエンド ルータや、Cisco Catalyst 3850/3650 シリーズあるいは
Catalyst 2960-X シリーズ（一部機能制限あり）といった固定構成型の LAN スイッチでも、活用できるようになっ
てきています。

NetFlow は、あらかじめ装置内部でフローキャッシュを作成し、余分な情報は取り除かれた状態でバイナリ
で出力されるため、パケットキャプチャ技術と比較すると解析もしやすく非常に軽量という特長があります。
その一方で、全パケットを対象にキャッシュ化されることから、sFlow などのパケットサンプリング技術と比較
すると抜けがないという強みもあります。（sFlow では、4000 分の 1、1000 分の 1 といったサンプリング レー
トを利用するのが一般的ですが、NetFlow では 1 分の 1 がデフォルトです。）この「ノンサンプリング」という
特性のため、傾向を把握するというよりも、セキュリティ用途やログのトレーサビリティという観点から、最近
になって改めて注目されている技術です。

ソリューション Tips１：NetFlowによるネットワークトラフィック監視

Cisco Japan Blog （http://gblogs.cisco.com/jp/2016/07/flowcollector-for-anomaly-detection/） より

• 境界防御（IPS, ファイアウォール)
• アンチウイルス ソフト

セールス ポイント１： 脅威の見える化
殆どの企業で導入済みの「今のシステム」
（ですが、情報漏洩が絶えません！）

ネットワーク セキュリティの「これからのスタンダード」

エンタープライズ
ネットワーク

攻撃者 C2 サーバ

管理者ノード

マルウェアに感染した端末

脅威と判断した
端末を遮断！

侵入防御
ファイア ウォール、

IPS/IDS（従来システム）

侵入後の監視
ネットワーク センサー

（シスコ スイッチ）

ネットワーク内部でのトラッフィクの動きを

『スイッチ＆ルータ』がセンサー
となり監視し、脅威の存在を検知！

ネットワーク機器が脅威を見つけるセンサーに！

• ネットワーク センサー

企業ネットワーク内を流れるトラフィック情報をもとに、ふるまい分析によって検知を行うため、シグネ
チャベースの対策では防ぎきれずに侵入してしまった未知の脅威や内部犯行にも対応可能。

専用管理製品

Stealthwatch ISE

攻撃者やマルウェアが送受するトラフィック

 ご提案先
• ネットワーク アノマリ検知／フォレンジックの価値が顕在化している業界（例：防衛、官公庁、金融、重要

インフラ各社など）
• ネットワーク アノマリ検知／フォレンジックに価値を感じられる部門LAN（例：HR、重要サーバ周り、工

場）
• ネットワークの全面刷新（DC、建屋、部門等）を行うお客様

http://gblogs.cisco.com/jp/2016/07/flowcollector-for-anomaly-detection/
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第２章 ソリューション別提案方法

• 従来型セキュリティ対策で防ぎきれない「標的型サイバー攻撃」「内部犯行」を「トラフィックの振る舞い検
知」で見える化！

• シスコの既存のネットワーク製品を有効活用できます。
• ネットワーク センサーは脅威の自動分類に加えて防御まで対応できるのはシスコだけ。

Why Cisco?

Stealthwatchは、脅威の疑いのある11種類のふるまいを検知します。攻撃前の偵察行為、ホストからの
マルウエアの拡散、内部犯行など、Stealthwatch特有のふるまい検知機能を備えている上、日々のユー
ザーのふるまいを自動学習し、その変化にも反応します。例えば、ある日を境に、アクセスしたことのない
サーバーやファイルに頻繁にアクセスするようになったり、大量のファイルをダウンロードするようになっ
たりといったことまですぐにわかります。

セールス ポイント２：脅威の疑いのあるふるまいを自動で検知

ネットワークの可視化を行うソリューションは他にもあります、その多くはトラフィックの一部をサンプリング
して分析しているに過ぎません。理由はネットワーク機器の性能が対応しきれないからです。全トラフィッ
クを可視化しようとすると急激に負荷が高まり、ネットワークの遅延などを招いてしまうのです。

それに対し、シスコはASICなどのハードウエアやOSレベルで機器の性能を高めるための開発を続け、全
トラフィックの可視化を可能にしました。

最新の対応ネットワーク機器であれば、ネットワークの利便性を損なうことなくセキュリティを強化できるの
です。もちろん、すべてを一斉にリプレースせずとも、更改のタイミングに合わせて段階的にリプレースし、
全トラフィック可視化の範囲を徐々に拡張していくことも可能です。

セールス ポイント３： シスコのネットワーク機器との親和性の高さ

Stealthwatchでインシデントの原因を探り出し、管理者自身が対応することもできますが、脅威を検知した
際の初動対応をワンクリックで対応する、という体制にすることもできます。それを実行するのが「Network
as an Enforcer」というソリューションです。

セールス ポイント４： 脅威の封じ込めにもワンクリックで対応

Stealthwatchでインシデントの原因を探り出し、管理者自身が対応することもできますが、脅威を検知し
た際の初動対応をワンクリックで対応する、という体制にすることもできます。それを実行するのが
Network as a Sensorと対をなすソリューション「Network as an Enforcer」です。ネットワーク認証をベース
にしたネットワークコントローラである「Cisco Identity Services Engine（ISE）」で構成された本ソリュー
ションは、脅威と判断したトラフィックに対し、VLAN、ネットワーク機器のポート、さらにはアプリケーション
単位で通信を遮断したり、端末をネットワークから隔離することで脅威の封じ込め、被害の拡大を未然防
止するのに貢献します。
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2.3 ネットワークに新しい価値の提案：サイバー攻撃自動防御ソ
リューション

• サイバー攻撃に対する検知と初動対応の迅速化
• 内部拡散の局所化

お客様の関心事

お客様のよくある悩み

セールス トーク / ヒアリング トーク

次世代ファイアウォールやIPS、アンチウィルスを導入してきました。脅威の未然の
侵入防止対策としては一定の成果をあげています。しかし、万が一侵入された場
合、ネットワーク側での対処が必要となりますが、ここで今悩んでまして。。。

お客様

営業

次世代ファイアウォールやアンチウィルスがすり抜けたマルウェアの感染を検知し
ても、その端末がどこにあるのかといった、初動対応に必要となる情報が簡単に把
握できず、対処に時間がかかってしまっています。
せっかくすり抜けたマルウェア対策のソリューションを導入しても、対応までに数日
かかる場合もあり、正直困っています。

お客様

初動対応にかかる時間を削減するには、今、人が動いているところを、ネットワー
クにまかせる「自動化」が必要ですね。そのためには、ネットワークを制御するため
のコントローラを導入し、それらが、各種セキュリティセンサーとネットワーク機器の
連携のまさにネットワークのハブのように機能させれば、実現できますよ。

営業

• 初動対応に時間がかかる
• すばやい初動対応ができないため、被害が拡大するリスクを抱えている
• セキュリティ対策ソリューションを色々と導入しているが、これらが活かしきれていない

SDNの世界ですね。頭では理解できるのですが、実際に、そのソリューションを導
入しようと思った場合、ネットワーク機器の刷新が要求されたり、何かとハードルが
あがりそうで。。。また、自動化は実際の運用では、実勢は回らないと思っていま
す。

お客様

営業

どのようなお悩みでしょうか？

なるほど、了解いたしました。どうしてもネットワークにコントローラの導入は必要に
なりますが、あとはネットワーク機器を刷新しなくても実現できることはございます。
また、対応を完全自動化するのではなく、目視した上での手動対応といった導入も
できますよ。

お客様
つまり段階的な実装も可能ということですね。まずはそもそも何が必要なのでしょう
か、教えてください。
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ご提案商材：Cisco ISE（Identity Services Engine）

• Cisco Identity Services Engine（ISE）は、ネットワークに接続しているクライアントが有線 LAN、無線
LAN、リモート アクセスのいずれかに関係なく、アクセス ポリシー管理の一元化によって、一貫した安
全なアクセスをエンド ユーザに提供します。

ご提案ソリューション①：感染端末の隔離（手動編）
Cisco ISEとCatalystに搭載されているCoA機能の活用したソリューションです。

ご提案ソリューション②：感染端末の隔離（自動編）
Cisco ISEとCatalystに搭載されているCoA機能およびpxGridを活用したソリューションです。
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Cisco ISEをご存知の方の中には、Cisco ISE = Radiusというイ
メージをもたれている方もいらっしゃるかと思います。Cisco ISE
は認証機能をベースに、ネットワークをセキュアに便利にお使い
いただくための機能をネットワークに提供するためのシスコの中
核製品となります。

ソリューション Tips1：Cisco ISEはRadiusサーバではないの？

最新バージョンのRelease 2.1（2016年5月リリース）では、有線ネットワークで802.1X認証を実施したいが、
端末にサンプリカントを入れるのが大変で断念しているというお悩みに対して、ADサーバとの連携により
サプリカント無しで有線ネットワークでの認証を実現する「Easy Connect」機能を新たに搭載しました。

▼Easy Connectのご紹介
https://communities.cisco.com/docs/DOC-68080 ※英文となります。

https://youtu.be/AqViZnJwVd8 ※使用言語は英語となります。

ご提案ソリューション③：AMP for Endpointsと連携により脆
弱性を持つPCに対する一歩先行く対応を実現

Cisco ISEの「Threat Centric NAC」機能を活用することにより、マルウェア感染での隔離のみならず、感染
の原因となっている脆弱性を持つ PC を事前に検知し、プロアクティブに防御します。

端末の物理的な箇所や、既存の VLAN 設定などのネットワーク機器設定に影響されない、柔軟で効
率的なアクセス制御を実現します。

セールス ポイント１：最適なアクセス制御の自動化

Cisco ISEがネットワークに対するセキュリティ ポリシー
コントローラとして機能することにより、
• さまざまなデバイスとユーザを紐づけて、各々に適し

たセキュリティ レベルの適用、動的なアクセス制御が
可能

• 認証と連携した動的なセグメンテーションとアクセス
制御により、ネットワーク設定変更の作業負荷を削減

• 認証情報や端末属性情報などを API で提供
• ユーザや端末ごとのポリシー（セキュリティ グループ）

をAPI から設定可能
が可能となります。

https://communities.cisco.com/docs/DOC-68080
https://youtu.be/AqViZnJwVd8
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CC

従来のアクセス コントロール メソッドでは、VLAN とアクセス コントロール リスト（ACL）を使ってアセット
の分割と保護を行います。 Cisco TrustSec では、その代わりにセキュリティグループ ポリシーを用い
ます。これらをプレーンな言語マトリクス（図 1）に書き込み、IP アドレスと VLAN から分離します。 同じ
ロール分類に属するユーザとアセットがひとつのセキュリティ グループに割り当てられます。

セールスポイント２：わかりやすいポリシー設定

ネットワークの中央にまさに位置するCisco ISEで作成
された Cisco TrustSec ポリシーは自動的に有線、ワ
イヤレスおよび VPN ネットワークに分散されるため、
ユーザやアセットは、仮想ネットワークやモバイル ネッ
トワークに移動しながらでも、一貫したアクセスや保護
を手に入れることができます。 これにより、ネットワー
ク エンジニアリング作業やコンプライアンス検証にか
ける時間を短縮することが可能となります。

https://www.cisco.com/web/JP/solution/security/literature/pdf/at-a-glance-c45-653057.pdf

 Cisco ISEは既存のシスコのネットワーク機器を有効活用し、さらに、そのネットワーク環境に次世代の
機能を搭載することができる鍵となるソリューションです。

 Cisco ISEを活用したネットワーク向け付加価値提案ソリューションは、全て、シスコ一社の製品で実装
できます。そのため、
１）シスコで検証済みデザイン“Cisco Validated Designs”が豊富に用意されています。

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/validated-design-program/networking_solutions_products_genericcontent0900aecd80601e22.html

２）CsicoTACで全てお問合せを承れます。（パートナー様での切り分けは不要です。）

Why Cisco?

https://www.cisco.com/web/JP/solution/security/literature/pdf/at-a-glance-c45-653057.pdf

TrustSecとはシスコが独自開発したIPアドレスに依存しないアクセス管理を実現する認証・アクセス管理
の方法です。（アプライアンスではありません。）Cisco TrustSecの機能はシスコのCatalyst等ネットワー
ク機器およびセキュリティ製品でご利用いただけます。

 Cisco TrustSec がもたらす利点

ソリューション Tips２：Cisco TrustSec

https://www.cisco.com/web/JP/solution/security/literature/pdf/at-a-glance-c45-653057.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/validated-design-program/networking_solutions_products_genericcontent0900aecd80601e22.html
https://www.cisco.com/web/JP/solution/security/literature/pdf/at-a-glance-c45-653057.pdf
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2.4 ランサムウェア・マルウェア対策

• 日本国内でランサムウェアの被害が急増しており、何らかの効果的な対策を実施したい

お客様の関心事

• ランサムに感染しないように何か対策を実施したいのだが、何が必要なのかわからない

お客様のよくある悩み

セールス トーク / ヒアリング トーク

ランサムウェアの被害が急増しているとニュースになっていますが、御社ではラ
ンサムウェア対策への関心はいかがでしょうか。

営業

まだランサムウェアに感染したという事象は発生していないのですが、いつか
被害にあうのではないかと危惧しています。

お客様

御社ではすでに次世代ファイアウォールを導入されておりますよね。つまり、今
の時代にあったセキュリティ対策は実施されていますよね。

営業

はい。当社だけでなく、皆さん、セキュリティ対策は実施されているとおもうのですが、
それでもこれだけの被害が出るということは、今の対策だけでは、今のランサムウェ
アに対応できないのかな、ともおもっています。

お客様

営業

失礼しました。ランサムウェアは主にメールからの感染とウェブサイトからの感
染があるとIPA※でも警告しています。メールやウェブへのセキュリティ対策を強
化することも対策方法としてご検討していただくのはいかがでしょうか。

ご提案商材：Cisco ESA

スパムメールの受信状況はいかがですか？

スパムメールですか？？ それなりの数は受信していますよ。でも、こればか
りはしょうがないでしょう。スパムメール対策ではなくランサムウェア対策の話
をしたいのですが・・・。

お客様

営業

お客様 メールセキュリティですか・・・。メールセキュリティは同じ製品を続けています
ね。改善の余地があるかもしれません。

• Cisco ESAはメールセキュリティ対策に必要な全ての機能を、1台で包括的に実現します。
• 全ての機能が同一の筐体にて設定可能で、また、一度設定すればその後のメンテナンスがほとんど

必要ありません。

※独立行政法人情報処理推進機構「2016年1月の呼びかけ」
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多くの企業が次世代ファイアウォール、UTMを導入するなどインターネットエッジでのセキュリティ対策を実
施されています。ただ、それだけではどうしてもすり抜けてしまう脅威に対して、メール、ウェブサイトそれぞ
れに特化したセキュリティ対策を実施することがポイントです。

セキュリティ Tips 1： 攻撃の93％はメールまたはWeb※

※「2016年 シスコ年次セキュリティレポート」

▼ランサムウェア感染のイメージ （出典元：Itmedia 「ランサムウェア動向の2016年上半期おさらい、「Locky」再来も」）

セキュリティ Tips ２： ランサムウェアとは？

ランサムウェアとは、さまざまな方法を通じてユーザ データへのアクセスを不能にすることを目的とするマ
ルウェア群に付けられた名称です。最新の亜種は強力な暗号化アルゴリズム（AES、RSA など）を使用し
て単純にユーザ ファイルを暗号化します。

Cisco Talos Blog （http://gblogs.cisco.com/jp/2016/05/ransomware-html/） より

ランサムウェアは特にユーザ ファイルを標的にしますが、システム ファイルには影
響を及ぼしません。そうすることで、ファイルに何が起きているかをユーザに通知す
るとともに、ファイルを取り返すために身代金を支払う有効な手段をユーザに提供
するわけです。ファイルが暗号化されると、ランサムウェアは通常自らを削除し、あ
る種の文書を残します。この文書を通じて、支払方法とファイルへのアクセス権を
回復する方法を被害者に指示します。一部の亜種は、被害者にカウントダウン タイ
マーを表示し、タイマーがゼロになる前に身代金を支払わなければ鍵/復号ツール
を削除する、あるいは身代金を増額すると脅します。

http://gblogs.cisco.com/jp/2016/05/ransomware-html/
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 Cisco ESAは全ての機能が同一の筐体にて設定可能で、また、一度設定すればその後のメンテナンス
がほとんど必要ありません。

 管理画面は日本語表示対応。
 ESAなら運用いらず、手間いらずで、安心なメールセキュリティが実現できます。

Why Cisco?

セールス ポイント１：ランサムウェアを送り込むメールをESA
が自動でブロック

Cisco ESAはメールセキュリティに特化した防御機能を多層に搭載。ランサムウェアを送り込むような怪し
げなメールを自動でブロック。

▼ ランサムウェアにESAが効く！ポイント

セールス ポイント２：機能の豊富さだけじゃない！高い検知力！！

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/email
-security-appliance/opusone-antispamreport.pdf

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-
2IPMJ3R&ct=150630&st=sb

アンチスパム性能（スパムキャッチ率、誤検知率）
評価試験結果

Cisco ESAは相対的な評価も高く、特に、スパムメール検知率の圧倒的な高さに定評があります。

Magic Quadrant for Secure Email Gateways

Cisco ESAによってシスコ社内では350万通/日のスパムがブロックされています。（P.23をご覧ください。）

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/email-security-appliance/opusone-antispamreport.pdf
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2IPMJ3R&ct=150630&st=sb


2121

第２章 ソリューション別提案方法

2.5 端末向け標的型攻撃対策

• アンチウィルスの更新時期が近づいているが、このまま更新でよいのだろうか、と考えている
• 端末のリプレイスを予定している。この機会に端末向けに標的型攻撃対策の強化を図りたい

お客様の関心事

お客様のよくある悩み

セールス トーク / ヒアリング トーク

エンドポイントへの対策ということは、アンチウィルスですか？当社ではアンチ
ウィルスは導入していますが。。。

標的型攻撃の被害のニュースがつきませんね。2020年に向けて、これから日本を
標的にした攻撃がますます増加するだろうとも言われています。

営業

お客様

アンチウィルスの置き換えにもなりますか？詳細を教えてください。
お客様

• 標的型攻撃対策ソリューションがコストが高く導入を断念したことがある
• アンチウィルスだけでは心もとない

お客様 そうですね、今までは大手だけが対象と思っていましたが、ここまでニュースに
なると当社としても今の対策だけでは大丈夫と言い切れず、ちょっと不安になっ
ています。でも、何をしたら良いのかわからず、困っています。

営業 ここ最近、「標的型攻撃の脅威から情報資産を守りたい」とご相談が多く、そこで、
端末やサーバといったエンドポイントへの標的型攻撃対策のご相談が多いですね。

ご提案商材：Cisco AMP for Endpoints

• クラウドに集約されたセキュリティ インテリジェンスと連動して端末への既知・未知のマルウェアの侵入
を防ぐエンドポイント向けソリューションです。

• 既知のマルウェアの侵入はもちろん遮断します。
• 未知のマルウェアはいったん通過させ、その後も継続的に監視、解析を実施します。
• 侵入させた未知のマルウェアが「マルウェア」と判定された場合には、そのファイルを隔離し、そのマル

ウェアによる通信を遮断します。（隔離せず管理者に警告を上げるという設定も可能です。）

営業

アンチウィルスで検知できるマルウェアは6割ぐらいといわれています。そのようなこ
ともありアンチウィルスとは別のソリューションの導入に関心を持たれるお客様が増
えています。

アンチウィルスでは対応しきれない、高度なマルウェア対策として威力を発揮するの
が、ここ数年開発されたエンドポイント向け標的型攻撃対策ソリューションの特長です。
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「マルウェアはウイルスと違うものなの？」という質問を耳にすることがあります。こ
れは「ウイルス対策製品のリプレイスは、マルウェア対策製品で可能なのか？」とい
う疑問から出てくる質問なのだと思います。この疑問に答えるなら、マルウェアはウ
イルス等の不正プログラム全てを指す言葉ですから、「マルウェア対策製品はウイ
ルス対策製品（アンチウイルス製品）の代替となる」ということになります。

セキュリティ Tips１：マルウェアとウイルスは違うの？
Cisco Talos Blog （http://gblogs.cisco.com/jp/2014/11/terminology-of-malware//） より

セキュリティ Tips２：ニュースになった標的型攻撃（例）

2015年6月 「日本年金機構、標的型攻撃で年金情報流出、125万件の年金情報が流出」
2015年6月 「早稲田大学から3308人分の個人情報が流出」
2016年6月 「ＪＴＢのオンラインサービスから７９３万件の個人情報が流出したおそれ」

セキュリティ Tips３：情報漏えいが経営に与えるインパクト

情報漏えい事件はいまに始まったものではなく、内部いるスタッフが情報を盗む、外部にいるサイバー攻
撃者が盗む、という違いだけで、情報漏えい事件の根本は昔から変わっていません。まずは外部に漏れ
たら困る情報（＝情報資産）がどれかを把握することが重要です。

情報漏えいによる悪影響（例）
• 株価の低下
• ブランドイメージの低下
• 賠償金の支払い
• 謝罪広告
• 顧客離れ
• 売上げ減少

そして、万が一、外部に漏れてはいけない情報が漏えいした場合、どのような作業が必要なのか、そして、
そのコストはどのぐらいなのか、という点に関しては、各団体がガイドや被害額算出のためのモデルを公
開しています。

 情報セキュリティ被害と対策に関する委員会 報告 - IPA（独立行政法人情報処理推進機構）
https://www.ipa.go.jp/files/000027865.pdf

 情報セキュリティ報告書モデル - 経済産業省
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/docs/secgov/2005_JohoSecurityReportModel.pdf

http://gblogs.cisco.com/jp/2016/05/ransomware-html/
https://www.ipa.go.jp/files/000027865.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/docs/secgov/2005_JohoSecurityReportModel.pdf
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 “AMP“テクノロジーの持つ発見した害を及ぼすマルウェアの行動を、時間を瞬時にさかのぼって（＝レト
ロスペクティブに）GUI上で可視化機能はCisco Onlyなテクノロジーです。

Why Cisco?

Cisco AMP for Endpointsは、クラウドにある既知、未知
のマルウェアに対応した多彩な検知機能を駆使し解析
します。その数は14種類（2017年5月現在）。解析エンジ
ンの中にはサンドボックスもございます。

インターネットに接続できない場合にも有効なアンチウィ
ルスのエンジンも搭載しています。

セールス ポイント２： 多彩なマルウェア検知・エンジン/機能

第三者機関である NSS Labs によって 2 年連続で、今日の市場で最も効
果の高いセキュリティ製品として評価されました。 他の 7 社製品とともに
テストを受けた Cisco Advanced Malware Protection（AMP）は、99.2 % の
セキュリティ効果のスコアを達成しました。これは、2015 年の NSS Labs
の違反検出システムに関するセキュリティ価値マップ（SVM）において、全
ベンダー中、最高のスコアです。

NSS Labs テストで Cisco AMP が最高評価を獲得
www.cisco.com/c/m/ja_jp/offers/sc07/amp-analyst-report/

Cisco AMP for EndpointsはSHA256ハッシュにより全
てのファイルを識別します。ハッシュ値をシスコのクラ
ウド上のマルウェアDBにリアルタイムで問い合わせし、
マルウェアをいち早く検知します。

セールス ポイント１： ハッシュを使ってマルウェアを追跡

かることもあり、実際にハッシュ値の属性が変化してマルウェア判定になった場合、自動的に該当ファイルを
暗号化された領域へ隔離することができので、フルスキャンは必要ありません。

AMP の TTD（ファイルの最初の観測から脅威検出
までの時間） は41 ～ 50 時間と、ほぼ 2 日以内と
なっています。 （参考：業界の標準的な検出時間が
100 ～ 200 日と一般にいわれています）。

Cisco AMP for Endpointsのご利用にあたっては、エージェントを端
末にインストールするだけで、サーバやアプライアンスは不要です。
「すぐ検証したい」、「すぐに使いたい」というお客様のお声にスムー
ズに対応できます。

※検証用ライセンスのご提供に関してはシスコの担当営業までお問い合わせください。

セールス ポイント３：クラウド型ソリューション

セールス ポイント４：第三者機関でも高い評価を獲得

一度チェックしたハッシュ値をクラウド上で記憶するの
で、一度、パスしたファイルでも後からマルウェアと分

http://www.cisco.com/c/m/ja_jp/offers/sc07/amp-analyst-report/
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2.6 リモートワーク・クラウドサービス活用時代に向けたセキュリ
ティ対策

• 自宅や出張先、ブランチオフィスからのダイレクトなインターネットアクセス、クラウドアプリの利用が増
える中、ユーザーの居場所に関わらず、セキュアなインターネットアクセスを確保するセキュリティ対
策を考えないといけない

お客様の関心事

• クラウドサービスの利用開始にともない、クラウドサービスを利用する上で必要なセキュリティ対策はあ
るのか？

• 拠点から直接インターネットに接続させることを検討したい。でも、拠点にはIT人材が配置されていない
• リモートアクセスVPNをユーザに使わってもらうことが難しくなってきている

お客様のよくある悩み

セールス トーク / ヒアリング トーク

御社でもクラウドサービスの利用を開始されましたよね。いかがですか。営業

はい、そうですね。メールやスケジュールの管理だけでなく、ファイル共有サー
ビスや営業支援ツールもクラウドサービスを使っています。ただ、使い始めて
課題もいくつか見えてきました。

お客様

まずはインターネットへの接続の需要が増えた、という点です。拠点から直接イン
ターネットに接続させることも本格的に考える必要があると思っています。ただ、そう
なると、また、色々と課題があって、たとえば、拠点でセキュリティ対策をどうするの
か。それに付随して、特に、コスト面、それを管理する人が拠点にいない、といった
点が悩みどころです。

お客様

営業 どのようなものでしょうか？

お客様

営業

なるほど。クラウド導入がWAN見直しの契機になる、というのは各種市場調査
でも明らかになっていますが、その流れが、いよいよ本格的になってきたな、と
私も感じております。

お客様 あとは、モバイル端末の利用の本格化ですね。自社のオンプレミス環境でメール
サーバ等を持っていたときは社員にリモートアクセスVPNを使わせることを強制さ
せることができましたが、クラウドサービスはVPN無しでも使えるので、となると、
VPNに代わるセキュリティ対策が必要になると考えています。

これからは、従業員の方々がインターネットに直接、アクセスする機会が増えてい
きますよね。

米Gartnerの予測によれば、2018年までに企業のデータトラフィックの25％が従
来の境界型セキュリティ（つまり、従業員の皆様に、リモートアクセスVPNを張っ
ていただき、ファイアウォールやIPSなど企業が設けたインターネットとの境界線
セキュリティを経由してインターネットに接続する）を回避する、使わなくなる、と
のことです。

営業

営業

まさに、それは、当社がこれから直面する課題です。
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ご提案商材：Cisco Umbrella

• DNSの名前解決を利用したセキュリティ対策機能を提供するソリューション。
• 「ユーザーがアクセスしようとしているのがマルウエア配布サイトだったら、名前解決を拒否する」といっ

たアクセス制御が可能。
• プロトコル、デバイス、場所に依存せず、ユーザが行うインターネット通信（中から外への通信）を安全な

ものにするソリューション。

• 通信したい相手をドメイン名で特定したホストはこのドメイン名をIPアドレスに変換する必要があります。
そのためには宛先のドメイン名を知るネームサーバにIPアドレスを問い合わせなければなりませｎ。こ
の「ドメイン名からIPアドレスを得る」行動を「名前解決」と呼びます。

• リカーシブDNSとは端末がDNS問い合わせを行う際に代理で名前解決（ドメイン名→IPアドレス）を行う
ことです。

• UmbrellaのDNSサーバを使うことにより、名前解決時に悪意のある問い合わせ先の場合はそのアクセ
スを遮断するということが実行でき、危険な通信の発生を防ぎます。

悪質なマルウェアとして識別されたマルウェアのほぼ92%が、DNSの機能を主に使用していたことが明らか
になっています。セキュリティ担当者とDNSの専門家は通常、社内で異なるITグループに所属しており、相
互の連携が頻繁に行われないことから、こうしたセキュリティの「盲点」がしばしば生じる結果になっていま
す。

セキュリティ Tips２：DNSの盲点、DNS を使う攻撃
シスコ年次セキュリティ レポート（2016 年）より

しかし、DNS の監視に必要なのはセキュリティ チームと DNSチームの協力だけではありません。相関分析
のための適切なテクノロジーと専門知識をとりそろえる必要があります。

セキュリティ Tips１：リカーシブDNSとは？

▼Umbrellaの仕組み • Umbrellaはクラウド型ソリューション。
よって、ユーザがどこにいても、インター
ネット上の脅威を最前線で防御する、
まったく新しいセキュリティソリューション
で す 。 ま た 、 管 理 者 も 画 面 ひ と つ で
Umbrellaの対応状況等を確認することが
できます。

http://www.cisco.com/jp/go/asr2016
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（以下SIG）という商品カテゴリーを切り拓くことで、こうしたクラウド
型保護への移行を推進します。SIGはユーザーがどこにいても、た
とえVPNを使用していない場合にもインターネットへの安全なアク
セスを提供します。SIGはインターネットへの安全な入り口として、
最前線での可視性を提供してユーザーの場所や接続先にかかわ
らず安全を確保します。 そのSIGを実際に提供するための製品が
「Umbrella」なのです。

セールス ポイント１：これから必要とされる新しいセキュリティ

セールス ポイント２：ポートやプロトコルに左右されないセキュリ
ティ対策

ファイアウォールやWebセキュリティ、Eメールセキュリティ等々、それぞれのセキュリティソリューションには
それぞれ対応するプロトコルに制限があります。しかしUmbrellaはDNSレイヤーでのソリューションなのでプ
ロトコルに関係なくセキュリティサービスを提供することができます。

 Umbrellaはリモートワーカーやクラウドサービスの利用の拡大に際して、企業や組織が新たに直面するセ
キュリティ課題を解決する、シスコだけが提供できる、まったく新しいセキュリティ対策ソリューションです。

 膨大なセキュリティ情報（1日当たり300万件以上登録されているというドメイン情報を把握し、6万の悪意
ある通信先を特定し、700万件のアクセスをブロックしている）を活用してファーストレイヤーで攻撃に立ち
向かけるのはUmbrellaだけです。

Why Cisco?

また残念ながらすり抜けてしまったマルウェアがインターネット上にあるC&Cサーバ(コマンド＆コントロー
ルサーバーとは、サイバー攻撃などにおいて、マルウェアに感染したコンピューター群(ボットネット)を制御
したり、命令を出したりする役割を担うサーバーのこと。）と通信する際にも、必ずDNSルックアップは発生
します。

Cisco Umbrellaソリューションはこのようなひそかに潜
伏しているマルウェアの通信も、DNSルックアップ時
にその接続先ドメインが安全かどうかを判断し、その
接続先がいわゆるC&Cサーバであると判断された場
合には、その通信をブロックすることにより情報漏え
いを水際で防ぎます。

中から外に向かって行われる通信が良いものか、悪いものなのかはUmbrellaが自動で判断します。そのた
めにはUmbrellaのサーバを、ネットワーク機器または端末が参照できるように設定するだけです。

セールス ポイント３：簡単な導入方法・豊富な導入パターン

また、クラウド型サービスのため、お客様
先での検証（シスコではPOV[Proof of
Value]といいます）を行うハードルも低い
です。

Meraki製品でも、勿論、ご利用いただけ
ます。
https://meraki.cisco.com/lib/pdf/opend
ns_with_meraki_solution_guide.pdf

クラウド利活用時代にむけて、VPNに代わる新しいソリューションが必要とされてきます。シスコは、この新た
な枠組みにおいてセキュリティを提供する新しいテクノロジーとして、セキュア インターネット ゲートウェイ

https://meraki.cisco.com/lib/pdf/opendns_with_meraki_solution_guide.pdf
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2.7 クラウドを活用するときに必要となるセキュリティ：クラウド
の利点を生かしながらリスクを排除する

• 会社/組織としてクラウドの利用を推進していくことが決定したので、経営トップに対して経営トップに対
してセキュリティを含めた説明しなければならない。社内に置くリスクとクラウドに置くリスク、そして利
便性と生産性などを天秤にかけて、判断できる材料を理解したい。

お客様の関心事

• クラウドサービスのシャドーIT問題。（各部門がクラウドサービスを使って情報共有したり、現場の担当
者が勝手に個人向けのクラウドサービスでデータのやり取りをしてしまう。情報システム部が把握して
いないので適切なセキュリティ対策も取られていないし、情報漏えいのリスクを考慮しない使い方をし
てしまっている。）

お客様のよくある悩み

セールス トーク / ヒアリング トーク

御社でもクラウドサービスの利用が増えていますよね？営業

はい、そうですね。メールやスケジュールの管理だけでなく、ファイル共有サー
ビスや営業支援ツールもクラウドサービス型のモノの導入を検討しています。

お客様

キャスビーですね。最近、よく耳にしますね。これは何ですか？お客様

CASBはクラウドサービスと企業ユーザーの間に位置し、クラウドへのアクセスのセ
キュリティを確保するためのさまざまな機能を果たすセキュリティソリューションの総
称です。 たとえば…

営業
そうなんですね。では、「CASB（キャスビー）」はご存知ですか？これはCloud 
Access Security Brokerの頭文字を取ったもので、まさに御社が導入を検討され
ている各種クラウドサービスを安心、安全に利用するためのソリューションです。

営業

お客様
へぇー、そのようなソリューションがあるのですね。クラウドサービスの導入とあ
わせてCASBの導入も考えたほうが良いですね。

クラウドサービスにファイルが一度アップロードされてしまうと、もう、企業の管理ご
担当者様からはどのようなファイルがアップロードされ、そのファイルは誰と共有さ
れているのか、ということまで把握することはできません。いわゆる「シャドーデー
タ」と呼ばれる状況になります。それに対してCASBを利用することにより、クラウド上
のデータを保護し、情報漏えいのリスクを低減させることができます。CASB利用して

いるクラウドサービスを監視し、よりセキュアにクラウド上のデータを扱うことができ
るのです。

営業

ご提案商材：CloudLock

• CloudlockはシスコのCASBソリューションです。
• API Access （クラウド to クラウド）なCASBソリューションです。
• API 型のためインストールが手軽で（およそ１分程度で完了）、導入前からクラウドに存在するデータも

検査対象になります。
• API で各種クラウドサービスと連携するため、クラウドサービス側へのアクセス遅延などが一切発生しま

せん。
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ガートナーの定義によれば、企業が利用する複数のクラウドサービスに対して、認証／シングルサインオ
ンやアクセス制御、データ暗号化、ログ取得、マルウェア対策といった、一貫したセキュリティポリシーを適
用（enforcement）するクラウドサービス（またはオンプレミス製品）のことをさします。

セキュリティ Tips１：CASBとは

CC

CloudLockの特長はプロキシサーバやエー
ジェントの導入が必要な他の製品とは異なり、
クラウドサービス上でAPIを介してクラウド
サービスと接続する点です。これにより、
Office 365やbox、Google Apps、AWSといった
主要なクラウドサービスはもちろん、顧客が独
自に構築したクラウドアプリケーションにも
（APIを準備すれば）CASBの機能を適用でき
ます。

セールスポイント１：API Access （クラウド to クラウド）なCASB

 Eメール、ファイル共有、業務機能、営業ツール、CRMなど、企業がさまざまなクラウドアプリケーション
を利用するようになった中で、企業ファイアウォールの「外側」におけるセキュリティとガバナンスが課題
となっています。

 従来型の境界セキュリティだけでは、クラウド側で何が起きているのかを企業が把握することができな
い。たとえば機密データへのアクセスコントロール、誰がアクセスしたかの証跡（記録）、そうしたものを
一元的に把握する責任が利用する企業にはある。そこでCASBが必要になっているのです。

セキュリティ Tips２：なぜCASB？

CloudLockはプロキシサーバを経由せず、クラウドサービス上でAPIを介してクラウドサービスと接続します。
そのため企業のゲートウェイだけではカバーできない自宅やスマートフォンからのアクセスにも対応できま
す。パフォーマンスに影響を与えないため、ほとんどのエンドユーザーはCASBがインストールされたこと
にも気付きません。

CC

セールスポイント２：社外からのクラウドーサービスへのアクセス
にも対応

ご提案商材：CloudLock

• アプリケーション検知と制御：クラウド サービスを把握し、シャドー IT のリスクを
排除。未知のクラウドサービスの検知、それらのリスク度も数値で表示。

• 脅威保護：ユーザの不正なふるまいを識別し、脅威から組織を保護。

• クラウドDLP：クラウドをまたがったお客様のデータをコントロール。API 型のため
導入前からクラウドに存在するデータも検査対象に。

• リスクとコンプライアンス管理：PCI DSS、HIPAA、J-SOX 等の規制、個人情報保
護（ガイドライン）等に対応（マイナンバー対応済み）。

• 監査とフォレンジック：ユーザの活動とインシデントを、クラウドをまたがって把握
可能。

 CloudLockは数あるCASB製品のなかでも「100% クラウド ネイティブ 」を売りにしたCASB製品です。
 イスラエル国防軍出身者が開発した強力且つ迅速な対応を支援する充実した機能を実装。
 今後はシスコの持つTalosのインテリジェンスとの連携、他のシスコのソリューションとの連携も予定さ

れています。

Why Cisco?

 CloudLockの主な機能
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2.8 クラウドメールサービスへの迷惑メール対策

• クラウドメールサービスを導入したので、これに対応・連携するメールセキュリティを探している

お客様の関心事

• クラウドメールサービスに切り替えたところ、迷惑メールの受信量が増えた

お客様のよくある悩み

セールス トーク / ヒアリング トーク

クラウドメールサービスに切り替えたところ、迷惑メールの受信量が増えて困っ
ています。せっかくクラウド型のメールサービスを導入したので、セキュリティ対
策もクラウド型のものを探しているのですが。

お客様

そのようなお声はよく聞きますね。シスコのCES（Cloud Email Security）という
クラウド型Eメールセキュリティがございますよ。

営業

営業

ご提案商材：Cisco CES （Cloud Email Security）

使い勝手、搭載機能はCisco ESAと同じです。さらにクラウドサービスならでは
の特長として、クラウドメールサービスとCESを一度連携させてしまえば、その
後、クラウドメールサービス側でIPアドレスの変更があった場合、CES側で自
動で対応します。

• Emailセキュリティに特化した専用ホスティングサービス（Cisco ESA（P.14～で解説）の機能をクラウドサー
ビスとして提供）です。

• 今日の E メールに影響する、絶え間なく急速に変化する脅威に対して、可用性の高い保護を提供します。
• Cisco クラウド E メール セキュリティでは 99.999 % のアップタイムが保証されます。

 クラウドメールサービスとCESの連携イメージ

CES(Cloud Email Security)は、メールの送信者認証、アンチスパム、アンチマルウェア、サンドボックス、不
正URL検知、情報漏えい対策、暗号メール等の多様なセキュリティ機能をクラウドで全て提供します。

CESを経由してメール受信する事で、メールを無害化してクラウドメールサービス（例：O365、GoogleApps）
のメールサーバに安全なメールを届けます。

オンプレミスのメールサーバとの連
携も可能です。



30

第２章 ソリューション別提案方法

• 事実、数多くのメールセキュリティ製品の中からCiscoのメールセキュリティが選ばれています。
• そのESAの機能をクラウド上で提供しているのがCisco CESです。

Why Cisco?

セールス ポイント１：迷惑メールをCESが自動でブロック
Cisco CESは、Cisco ESA（P.14～で解説）と同じ機能を搭載しています。よって、Cisco ESAで、できることは
CESで全て対応可能です。ESAと同じくランサムウェア、マルウェアを送り込むような怪しげなメールを自動
でESSがブロックします。

セールス ポイント２：Office 365との連携ソリューション

Office365とCESの連携ソリューションをwww.cisco.comで公開しています。

http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/security/cloud-email-security/prodlit/white_paper_c11-727691.html

セールス ポイント３：EOPとはそのセキュリティ効果が違います

EOP CES

Exchange Online に付属するセキュリティサービス Emailセキュリティに特化した専用ホスティングサービス

IPレピュテー
ションフィルタ

アンチスパム アンチウィルス
ゼロディ攻撃

対策
不正URL対策 ログ転送

× ○ ○ × ○ ○

◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎
Cisco CES

Essentialバンドル

EOP

 解説：アンチスパムの効果

• Cisco CES（ESA）はフィッシング攻撃や標的型攻撃などの電子メールの脅威からの業界最高水準の保
護。検出率 99 %、誤検知率 100 万分の 1 未満という極めて高い検出率を誇ります。

• 実際に、シスコシステムズの社内ITでもCisco ESAを採用しています。社内では毎日350万通ものスパ
ムをブロックしています。

Ciscoあてに送られるメールのうち… Eメール/日 割合

全流量 560万通

ブロックされたもの 350万通 63%

配送されたもの 170万通 30%

“Marketing”とタグ付けして配送 40万通 7%

http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/security/cloud-email-security/prodlit/white_paper_c11-727691.html
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第３章
付録：BOM

1. 本章に記載されている情報は、Product Number、Part Number等の追
加、変更に合わせて、予告なく変更される場合があります。

2. CCWでのBOM作成時の参考資料としてご利用ください。
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2.1 次世代ファイアウォールの更新時期が近づいている

• 機能：統合的なセキュリティ対策機能、次世代IPS、マルウェア対策（防御およびすり抜けたマルウェアの侵入経路解
析）および冗長構成

• 期待スループット：1Gbps
• Firepower Management Centerはバーチャル版を利用
• センサーはHA構成
• ライセンス期間：3年

製品名：Firepower2100シリーズ/Firepower Management Center

※FireSpower Management Center を収容するVmwareおよびサーバが別途必要。
※ CON-PSBU-SFMMCVWK は、FirepowerManagement Centerのアップグレード権利の為、不要な場合には削除可能。

※ 本体保守、電源ケーブル等細かいパーツのSKUおよび保守用SKUは省略して場合がございます。

CC

2.2 ネットワーク更新時の新しい価値の提案：内部セキュリティ強化-フローを利用した
ネットワークトラフィック監視・分析・振舞い検知

• 全体的なフロー数は 6,000 Flow per sec(fps) 以下
• 仮想アプライアンスを利用

製品名： Cisco Stealthwatch Management Console（Virtual版）、Cisco Stealthwatch Flow Collector (Virtual版) および
Stealthwatch フロー レート ライセンス

Part Number Description Qty

ST-FR-BUN フロー レート バンドル ライセンス 1

L-ST-FR-LIC= フロー レート ライセンス 6000

L-ST-FR-1Y-S2 フロー レート ライセンス （1 年間のサブスクリプション、5,000-9,999 fps） 6000

L-ST-SMC-VE-K9 Stealthwatch Management Console (SMC) 2

L-ST-FC-VE-K9 Stealthwatch Flow Collector (FC) 2

※ユーザ情報の可視化や検知した脅威の封じ込めには、Identiry Services Engine（ISE）が別途必要。

CC

2.3ネットワークに新しい価値の提案：サイバー攻撃自動防御ソリューション

製品名：Cisco ISE

• 同時認証端末数：5,000 ※
• ライセンス期間：5年
• 冗長構成

Part Number Description Qty

SNS-3515-K9 Small Secure Network Server for ISE Applications 2

SW-3515-ISE-K9 Cisco ISE Software for the SNS-3515-K9 appliance 2

L-ISE-BSE-5K= Cisco Identity Services Engine 5000 EndPoint Base License 1

L-ISE-PLS-S-5K= Cisco ISE 5K Endpoint Plus Subscription License 1

ISE-PLS-5YR-5K Cisco ISE 5-Yr 5K Endpoint Plus License

Part Number Description Qty

FPR2120-BUN Cisco Firepower 2120 Master Bundle 1

FPR2120-NGFW-K9 Cisco Firepower 2120 NGFW Appliance, 1U 2

CAB-3P-JPN AC Power Cord (Japan), C13, 3 Prong Plug, 2.3M 2

SF-F2K-TD6.2.1-K9 Cisco Firepower Threat Defense software v6.2.1 for FPR2100 2

GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM 8

FPR2K-SSD100 Firepower 2000 Series SSD for FPR-2110/2120 2

FPR2K-SSD-BBLKD Firepower 2000 Series SSD Slot Carrier 2

L-FPR2120T-TM= Cisco FPR2120 Threat Defense Threat and Malware License 2

L-FPR2120T-TM-3Y Cisco FPR2120 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs 2

SF-FMC-VMW-2-K9 Cisco Firepower Management Center, (VMWare) for 2 devices 1

CON-PSBU-SFMMCVWK PSS SWSS UPGRADES Cisco Firepower Management Center, (VMWa 1
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CC

2.5標的型攻撃対策
製品名：AMP for Endpoints

• ノード数：1,000
• ライセンス期間：3年
• 機能：マルウェア感染の経路の自動追跡、感染したPC やマルウェアの検体の特定、 マルウェア感染

が発生した際のフォレンジック機能

Part Number Description Qty

FP-AMP-LIC= Cisco Advanced Malware Protection Service License 1,000

FP-AMP-3Y-S4 Cisco Advanced Malware Protection 3YR 1K-4999 Nodes 1,000

CC

2.4ランサムウェア対策・マルウェア対策

• メールアドレス数：10,000
• ライセンス期間：3年
• 機能：MTA、アンチウイルス、ウイルス アウトブレイク フィルタ、コンプライアンス、Eメールの暗号化とデータ損失防止、

AMP
• シングル構成

製品名：ESA

Part Number Description Qty

ESA-C690-K9 ESA C690 Email Security Appliance with Software 1

ESA-ESP-LIC= ESA Premium SW Bundle (AS, AV, OF, DLP, ENC) License 10000

ESA-ESP-3Y-S9 Premium SW Bundle(AS+AV+OF+ENC+DLP) 3YR Lic, 10K-19999 Users 10000

ESA-AMP-LIC= ESA Advanced Malware Protection License 10000

ESA-AMP-3Y-S9 Email Advanced Malware Protection 3YR Lic, 10K-19999 Users 10000

※ 本体保守、電源ケーブル等細かいパーツのSKUは省略しております。

CC

2.6リモートワーク・クラウドサービス活用時代に向けたセキュリティ対策

製品名：Umbrella（ライセンス種：Insights）

Part Number Description Qty

UMBRELLA-SUB Umbrella Cloud Security Subscription 1
Initial Term - 36 Months   |   Auto Renewal Term - 12 Months   |   Billing Model - Prepaid Term   |   Requested Start Date 

UMB-INSIGHTS-K9 Umbrella Insights 500

UMB-SUPT-B Umbrella Support - Basic 1

• ノード数：500
• ライセンス期間：3年
• 機能：安全なインターネット接続の担保。対象は社内の端末および持出し端末。

CC

2.7クラウドを活用するときに必要となるセキュリティ：クラウドの利点を生かしながらリ
スクを排除する
製品名：CloudLcok

• ライセンス数：1000 
• ライセンス期間：1年
• 対象クラウドサービス：Google CloudとBox
• 機能：Google CloudとBOXのクラウド利用の可視化と保護

Part Number Description Qty

CLOUDLOCK-SUB Cloudlock CASB Security Subscription 1

Initial Term - 12 Months   |   Auto Renewal Term - 12 Months   |   Billing Model - Prepaid Term   |   Requested Start Date 

CLDLK-PLAT-2 Cloudlock Subscription for 2 Cloud Services 1000

CLDLK-APP-GOOGLE Cloudlock for Google 1

CLDLK-APP-BOX Cloudlock for Box 1

SVS-CLDLK-SUPT-B Cloudlock Support- Basic 1



34

第３章 付録

CC

2.8クラウドメールサービスへの迷惑メール対策

• メールアドレス数：10,000
• ライセンス期間：3年
• 機能：スパム対策フィルタリング、アウトブレイクフィルタ（ゼロ時間のウィルス対策による保護とURLフィルタリン

グ）および未知のマルウェア（AMP）対策

製品名：CES

Part Number Description Qty

L-CES-O365I-LIC= Cisco CES Inbound Security Bundle for Office 365 10000

L-CES-O365I-3Y-S9 Cisco CES O365 Inbound Security 3YR, 10K-19999 Users 10000

L-CES-AMP-LIC= Cloud Email Security AMP Add-on 10000

L-CES-AMP-3Y-S9 CES Advanced Malware Protection 3YR Lic Key, 10K-19999 Users 10000

※従来のアンチウィルス対策はO365に含まれているため、このバンドルには含まれておりません。

※ 本体保守、電源ケーブル等細かいパーツのSKUは省略しております。
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白紙
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