
シスコのクラウド セキュリティが
貴社の資産を守ります

シスコ クラウド セキュリティ ソリューション

リスクをチャンスに変える!!
ビジネスが激動する今だからこそ必要なセキュリティとは

シスコのクラウド セキュリティならできること
クラウドは多層防御の最前線!

すべてのプロトコルを監視するセキュア インターネット ゲートウェイ
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クラウドに移行する
アプリケーション、データ、
ユーザ情報を正確に把握して

情報漏洩を阻止

絶え間ないマルウェアや
ランサムウェアから

徹底防御

障害やメンテナンスなどの
負担を削減

さまざまな働き方に関わらず、
すべての通信に対して
一貫したポリシーを実行



クラウド セキュリティを検討すべき③つの背景

企業のパブリックまたはプライベート クラウド利用率の増加、ハイブリッド クラウド戦略の有無のグラフが示すとおり、もはや「クラウドを導入するかどうか」で

はなく「クラウド利用が前提」の時代であり、そのためのセキュリティ対策を検討する必要があります。

❶ 企業のクラウド利用が急増

※1　IDC's CloudView Survey, 2016. 

本社や特定の拠点など、社内からのデータ トラフィックをカバーす

るオンプレミスのセキュリティ対策だけでなく、在宅勤務者、モバイル、

国内外拠点、それらからのクラウド サービス利用も含めた、幅広い

データ トラフィックの増加を意識したセキュリティ対策が必要になっ

ています。

❷ データ トラフィックの 1/4 がオンプレミスのセキュリティ対策を迂回

 ●クラウド サービスを「勝手に使用する」シャドー IT のように、ユーザのクラウド サービス利用を適切に管理することが非常に難しくなっています。

 ● 情報漏えい、なりすまし、不正アクセス、サイバー攻撃など、クラウド サービス利用に付随する脅威に対応できるセキュリティ対策も必要です。

アカウントさえあれば場所やデバイスを問わずに利用できるなど、クラウド サービスにはさまざまなメリットがあります。クラウド セキュリティにも同様に、クラ

ウドならではのメリットが多々あり、セキュリティも含めたクラウド サービス ファーストの流れが加速すると予想されます。

❸ もはや止まらないクラウド ファースト時代、だからセキュリテイもクラウドで

 ●ワーク スタイルの変化や ICT インフラの発展によって、社外からのデータ トラフィックがますます増加することが予想されます。

 ●クラウド サービス利用など、ビジネスのデジタル トランスフォーメーションに合わせた、新しいセキュリティ対策やガバナンスが必要です。

 ●ある脆弱性が見つかった場合、オンプレミスなら情報システム部が対処しない限りは脆弱性が残ったままになりますが、クラウドならサービス事業者がす

ぐに対処してくれます。また、セキュリティに係わる各種アップデートも事業者側で対応してくれます。
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 対象製品：Cisco Cloud Email Security（CES）

外部から内部、内部から外部もカバーする包括的な E メール専用セキュリティです。

クラウド セキュリティがもたらす③つのメリット

※1　Umbrella 独自の DNS レコード処理技術。Umbrella ユーザは、アクセスしようとしているサイトが DDoS 攻撃によって閲覧できないなどのトラブルに遭っていても、そのサイトを閲覧可能。 

メール セキュリティに特化した、コスト効率が高く導入も簡単なクラウド 

メール セキュリティ サービスの導入が有効です。Office 365 の標準機能

では不十分な場合は、Office 365 と連携可能な外部のメール セキュリティ 

サービスを組み合わせて、自社のセキュリティ ルールを満たす機能を実現し

ましょう。

 ●メール ボックスの一部またはすべてが Office 365 クラウドに存在する

かどうかに関わらず、Office 365 と透過的に統合できます。

 ● MX（Mail Exchange）レコードを設定するだけで、受信メッセージから

スパム、ウイルス、高度なマルウェア攻撃などを除去できます。

 ●すべてのテナントが同じ扱いを受けるマルチテナント環境とは異なり、お

客様専用のメール セキュリティ インフラストラクチャです。

❸ クラウド メール サービスのセキュリティを強化
CES

 対象製品：Cisco Umbrella

DNS レイヤでのセキュリティを実現するインターネット ゲートウェイ サービスです。
クラウド サービスの活用によって、ビジネスにおける内部と外部の境界線

がますます曖昧になっています。オンプレミス/オフプレミスを問わず不正な

通信を遮断できる、セキュアなインターネット ゲートウェイ（Secure Internet 

Gateway；SIG）の導入が有効です。

 ●ユーザが社外で VPN を使わずクラウド サービスを利用していても、社

内と同等のセキュリティを担保できるため、リスクを軽減できます。

 ●セキュリティ サービスはすべてクラウドから提供されます。

 ●ユーザが仮にマルウェアに感染しても、そのマルウェアによる通信をプロ

トコルを問わず遮断できるため、感染による実害を抑止できます。

 ● SmartCache テクノロジー※1によって、DDoS 攻撃からサービスを保

護します。

❷ 社内外、国内外を問わず、どこでも安全なインターネット接続
Umbrella

どこでも安全なインターネット接続

208.67.222.222 + 208.67.220.220

セキュアなインターネット ゲートウェイ
（Secure Internet Gateway；SIG）

 対象製品：Cisco Cloudlock

プロキシ サーバやエージェントを必要としない CASB 製品です。
セキュリティを担保しつつクラウド サービスを活用できるテクノロジーとし

て注目されている「CASB（Cloud Access Security Broker）」の導入が有

効です。

 ●ユーザに負荷をかけることなく、IT 管理者が今まで対応できなかったシャ

ドー IT 対策を実施できます。

 ●デバイスや環境に依存しないため、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もカバーできます。

 ● 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。

❶ 各種クラウド サービスを安心して活用
CloudLock

エンド ユーザ

IaaS PaaS
SaaS

CloudLock

各種クラウド サービス

IT 管理者パブリック API

CES
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シスコのクラウド セキュリティ ソリューションには、他社を圧倒する高度な

脅威インテリジェンスという付加価値があります。この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）」です。インターネットに流れる 35 % 以上の電子メール

を日々分析し、1 日あたり 150 万ものマルウェアを収集して、196 億もの脅威

をブロックしています。シスコのクラウド セキュリティ ソリューションには、この 

Talos の脅威インテリジェンスがフィードバックされるため、常に最新の情報

で既知および未知の脅威に対抗できます。

シスコ クラウド セキュリティの価値を高める、膨大な脅威情報データ

シスコは、世界最大の脅威データベースおよび先進の脅威インテリジェンスを核に、入口対策、内部対策、外部対策を包括的に網羅したクラウド セキュリティ 

ソリューションを展開する、唯一のセキュリティ ベンダーです。

 ● 場所を問わずに、ユーザ、データ、アプリケーション、デバイスを保護できます。

 ● 最先端の技術と高度な解析力で、クラウド活用時代に最適なセキュリティ サービスを提供します。

シスコの包括的なクラウド セキュリティ ポートフォリオ

250 人以上
フルタイムの

脅威インテリジェンス
担当者

数 百万
テレメトリ

エージェント数

4 拠点
グローバル
データセンター

150 万
1 日あたりの

マルウェア サンプル数

6,000 億
1 日あたりの

電子メール メッセージ数

250 億
ブロックされた
脅威数

160 億
1 日あたりの

Web リクエスト数
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CES
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入口対策 内部対策 出口対策

EDR※1

AMP
for Endpoints

A 社 B 社 シスコ
ユニークなマルウェア サンプル数 /日 数万 数万 150 万

ブロックする脅威の合計数 /日 数千 報告なし 196 億

ブロックする脅威の数 /秒 数百 70万 250 万

分析処理される URL 数 /日 数百万 報告なし 130 億

ブロックする Web リクエスト /日 数百万 数百万 43 億

※1　EDR（Endpoint Detection & Response）。マルウェア感染などセキュリティ インシデントを迅速に検出し、その封じ込め、調査、感染前の状態への修復をサポートする製品またはソリューション。


