
All contents are Copyright © 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.  1 / 4 ページ  

 

 

 
 

Securing Cisco Networks with Threat Detection and 

Analysis（SCYBER） 

 

 

Securing Cisco® Networks with Threat Detection Analysis（SCYBER）コース バージョン 1.0 

は、Learning Services High-Touch Delivery が提供するインストラクター主導コースです。600-

199 Cyber Security Specialist 試験を受験する予定があり、セキュリティ アナリスト チームのメ

ンバーを目指す方に適したラボ演習集中トレーニングです。 

コースは教材学習と実地体験を組み合わせたもので、サイバー セキュリティの概念を十分に理

解し、ネットワークの特定の脅威や攻撃に対処できることを目的としています。このコースでは、

ネットワーク セキュリティ オペレーション センター（SOC）の概要と、ネットワークでセキュリティ脅

威を監視および分析し、対処する方法について学びます。セキュリティ アナリストの役割は業界

ごとに異なり、民間企業と公共機関の間でも異なります。 

 
 

受講日数 

5 日 

 
対象者 

ネットワーク セキュリティの脅威および攻撃に対し、監視、分析、対処する方法についての知識を有している

必要がある技術者を対象として設計されています。 

コースの目的 
 

このコースを修了すると、次の 4 つの主要領域に対処する能力を獲得できます。 

 

● セキュリティ イベントの監視 

● セキュリティ イベントの検出および警告の設定と調整 

● セキュリティ脅威のトラフィックの分析 

● セキュリティ インシデントへの適切な対応 
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コースの前提条件 

以下は、このコースの必須トレーニングです。 

● CCNA Routing and Switching 認定のトレーニングを受講  

● CCNA Security 認定のトレーニングを受講 （推奨） 

● Cisco IOS® ソフトウェア スイッチおよびルータの基本的な設定スキル 

 
コース概要 

コース概要は次のとおりです。 

 

● モジュール 1：はじめに - ネットワーク セキュリティとネットワーク運用の概要 

● モジュール 2：ネットワークおよびセキュリティ運用のデータ分析 

● モジュール 3：パケット分析 

● モジュール 4：ネットワーク ログ分析 

● モジュール 5：ベースラインのネットワーク運用 

● モジュール 6：セキュリティ インシデントに対する準備 

● モジュール 7：セキュリティ インシデントの検出 

● モジュール 8：セキュリティ インシデントの調査 

● モジュール 9：インシデントへの対処 

● モジュール 10：効果的なインシデント コミュニケーション 

● モジュール 11：イベント後のアクティビティ 

 
ラボ演習の概要 

ラボ演習の概要は次のとおりです。 

 

● ラボ演習 1：ネットワークおよびセキュリティ運用の理解度の評価 

● ラボ演習 2：ネットワークおよびセキュリティ データ分析の理解度の評価 

● ラボ演習 3：ネットワークおよびセキュリティ データ分析チーム構築アクティビティ 

● ラボ演習 4：パケット キャプチャ演習 1 

● ラボ演習 5：パケット キャプチャ演習 2 

● ラボ演習 6：パケット キャプチャ演習 3 

● ラボ演習 7：ログ データの理解 

● ラボ演習 8：ラボの相関関係 

● ラボ演習 9：理解度の評価 

● ラボ演習 10：監視されたネットワーク トポロジのマッピング 

● ラボ演習 11：監視されたネットワークの正常な動作の評価 

● ラボ演習 12：現在のセキュリティ制御の評価 

● ラボ演習 13：現在の監視システムの評価 

● ラボ演習 14：手動によるイベントの関連付け 

● ラボ演習 15：イベントの自動的な関連付け 

● ラボ演習 16：セキュリティ インシデントの特定 

● ラボ演習 17：NetFlow について 
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● ラボ演習 18:NetFlow の実際の動作 

● ラボ演習 19：理解度の評価 

● ラボ演習 20：軽減方法の選択 

● ラボ演習 21：軽減方法の開発 

● ラボ演習 22：インシデントの文書化 

● ラボ演習 23：推奨される修復方法 

● ラボ演習 24：セキュリティの強化 

● ラボ演習 25：インシデント対応演習 

 
 

ラボのインフラストラクチャおよびトポロジ 

このラボのインフラストラクチャは、ネットワーク SOC の動作方法を段階的に学習し、データ セ

キュリティに対する脅威の分析と対応プロセスを実践できるように設計されています。 

コースでは Lancope、Splunk、OSSIM、および Observium などのソフトウェアを使用して、ラ

ボの機器上で最新のサイバー セキュリティ脅威のシミュレーションを行います。たとえば、モ

ジュール 「セキュリティ インシデントの調査」 では、NetFlow の初期設定を行い、NetFlow 環境

内のトラフィックについて理解します。また、SNMP モニタリングが Observium ソフトウェアとと

もに動作するように設定します。 

図 1 は、このコースのための高度なラボのトポロジを示します。 

 

図 1. ラボ トポロジ 
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登録メール 

このコースのスケジュールと登録の詳細については、aeskt_registration@external.cisco.com までお問い

合わせください。 

 

関連 Web サイト 

従来のシスコ製品およびテクノロジー向けのラーニング サービスの詳細については、

www.cisco.com/web/JP/learning/learning_services/index.html  を参照してください。 

Cisco TelePresence® 
トレーニングの詳細については、www.cisco.com/go/telepresencetraining/ [英語] 

を参照してください。 

 

サービス プロバイダー向けのブロードバンド ビデオ トレーニングの詳細については、

www.cisco.com/go/spvtraining [英語] を参照してください。 

Cisco WebEx® テクノロジー トレーニングの詳細については、www.cisco.com/go/webextraining [英語] を

参照してください。 

 

モバイル インターネット テクノロジー トレーニングの詳細については、www.cisco.com/go/mitg [英語] を参

照してください。 
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