
 攻撃の流れ「侵入」、「検出」、「復旧」に沿って包括的なセキュリティを実現する脅威中心型セキュリティ 

 従来重視しがちな「侵入」フェーズの対策だけでなく、攻撃の最中にアクティブな攻撃を識別したり、万が一、攻撃を受けてしまった後にも迅速な対応が可能に 

 高度な可視性を提供することにより、攻撃の根本原因を明らかにし再発を防止 

シスコのトータル セキュリティ ソリューション 
シスコならネットワーク、クラウド、端末、モバイルまで見えない脅威に対して高度な可視性をもたらし、一貫したセキュリティ対策を実現します 

年間累積アラート総数（2010～2013年） 

 

シスコ 年次セキュリティ レポート(2014年)  

が報告した脆弱性や脅威の件数は毎年増加しており、

2011 年と比べ2013 年は、約 30% 増加しています。 
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巧妙化する攻撃・脅威に対応  

サイバー攻撃の流れに焦点をおいた 

脅威中心型セキュリティ 

世界中のシスコ製品から脅威情報を収集し、シスコの 

セキュリティのエキスパートが24 時間、365 日脅威を解析し最

新のセキュリティ対策情報をリアルタイムでシスコ製品に

フィードバックしています。 

世界最大級の解析力と情報提供体制を持つ 

セキュリティ情報解析センター 

 160 億件/日 のWebリクエストを精査 

 930 億通 のEメールを毎日精査 

 200,000 件 のIPアドレスを毎日評価 

 400,000 件 のマルウェア サンプルを評価 

 33,000,000 件/日 のエンドポイントのファイルをCisco AMP が精査 

 28,000,000 件/日 のネットワーク接続をCisco AMP が精査 

被害件数 
2011 年より 30% 増！ 

Web からの標的型攻撃、いわゆる「水飲み場型攻撃」が

増加しています。攻撃者は企業や組織が運営する 

正規のWeb サイトに不正侵入し、ページを改ざん 

したうえウイルスを感染させる“わな”を仕掛けます。

Java など広く使われているソフトウエアのぜい弱性を悪

用します。Web ページが改ざんされているかどうかを、

ユーザが自ら判断するのは困難です。 

世界中にあるソフトウェアのセキュリティ上の欠陥や

ぜい弱性は、同時に日本のユーザも攻撃の対象となり

ます。2014 年春、多くのWeb サイトで利用されている

Web アプリケーションフレームワーク「Apache Struts」に

情報の窃取やサイトの改ざんなど様々な 

被害が起こり得る深刻なぜい弱性が発見され、大問題

となりました。 

 

巧妙化するサイバー攻撃は、ファイアウォールもすり

抜けます。これからのサイバー攻撃対策は予防的手段

による侵入の防止だけではなく、侵入されていること

を前提に、遡及的（さかのぼり把握する）セキュリ

ティの手法が必要です。ネットワーク内部でなにが 

起きているのか、感染源はどこか、どの範囲に同じ 

現象が拡散しているかを把握し、リスクをコント 

ロールする仕組みが必要です。 

昨今のサイバー攻撃とインターネット脅威のトレンド 

高度化する標的型攻撃！ グローバルで広がる被害！ 
すり抜ける 

ウイルス、マルウェア！ 

検出 侵入 

次世代ファイアウォール 
ASA Next Generation Firewall Services 

リモートアクセスVPN 
AnyConnect Secure Mobility Client 

クラウド型ウェブセキュリティ 
CWS(Cloud Web Security) 

認証・アクセス制御・検疫 
 Identity Services Engine 

私有/不正/不認可端末からのアクセスの防止 
Identity Services Engine 

Eメールセキュリティ 
 ESA(Email Security Appliance) 

次世代IPS搭載ファイアウォール 
ASA with FirePOWER Services 

クラウド型サンドボックス 
AMP(Advanced Malware Protection) 

マルウェア防御・解析 
AMP(Advanced Malware Protection) 

ファイアウォール 
ASA 5500-X 

ウェブ セキュリティ 
 WSA(Web Security Appliance) 

クラウド型運用管理対応UTM 
Cisco Merkai MXシリーズ 

BYOD・ゲスト認証 
 Identity Services Engine 

次世代IPS / IDS 
FirePOWER アプライアンス 

ボットネット対策・出口対策 
Bot Net Traffic Filter on  ASA 

ボットネット対策・出口対策 
Layer 4 Traffic Monitor on WSA 

マルウェアの感染原因・経路の特定 
AMP(Advanced Malware Protection) 

Cisco ASA 5500-X シリーズ 

障害や遅延が許されないミッション 

クリティカルな現場での多数の導入 

実績を誇るシスコの技術と脅威情報収

集力・解析力をフル装備したビジネス

クラス ファイアウォール。 

Cisco ASA with FirePOWER 

Services 

業界最高水準の侵入検知や侵入防止、

脅威の可視化機能を一台に統合した 

業界初の脅威に焦点を当てた次世代 

ファイアウォール。 

Cisco FirePOWER アプライアンス 

動的に監視対象を把握し最適なチュー

ニングを自動的に行う、検知ロジック

100% 公開可能な業界最高水準の次世

代侵入防御システム（IPS）。 

Cisco Identity Services Engine 

社内の有線、無線やリモートアクセス 

ネットワークのユーザ/デバイス認証を 

行う次世代型統合型認証サーバ。 

Cisco ESA/WSA 

企業にとって最大の情報の出入り口で

ある「Eメール」と「Web」のそれぞ

れに対して必要な対策を統合したセ

キュリティ アプライアンス。 

Cisco AMP 

未知のマルウェアの感染経路を追跡、

撲滅にシグニチャレスで対応する 

ふるまい検知機能も搭載した全く新し

いマルウェア対策ソリューション。 

復旧 

膨大な 

インターネット 

脅威情報を 

収集、解析、 

分析！ 

マルウェアの感染範囲の特定 
AMP(Advanced Malware Protection) 

Advanced 

Malware 

Protection 

WWW 

WWW 

ポイント！ 
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お客様に最適なセキュリティ ソリューションをご提案します。 

詳細は販売店またはシスコ営業までお気軽にお問い合わせください 

0997-1410-00-PE 

お問い合わせ 

シスコのセキュリティ製品 配置イメージ 
シスコのセキュリティ製品群で実現する多層防御 

感染PC リスク評価サービス 

組織の感染実態を定量化 

システム情報やファイル情報を収集し、マルウェアによる 

システムの改変や組織内のマルウェア感染の実態を評価し、 

解析結果にもとづき今後の対応をアドバイスします。 

シスコ サイバーレンジ サービス 

サイバ―攻撃シミュレーション 

どのようにサイバー攻撃を視覚化し、ブロックし、軽減すること

ができるかを、実際の攻撃環境とインフラ環境にて体験学習する

演習型のハンズオン ワークショップを提供します。 

次世代サイバー セキュリティ運用サービス 

ネットワーク全体から得られる膨大なセキュリティ情報を統合、

解析することで、標的型攻撃をはじめとするリアル タイム分析

が難しいサイバー攻撃の可視化と防御を支援します。シスコが

持つグローバル規模のデータ、ナレッジ、システムをセキュリ

ティ専任エンジニアが運用して、お客様のプロアクティブな 

セキュリティ対策をサポートします。 

アセスメント サービス 

お客様の環境における現在のセキュリティ対策（アーキテク

チャ）脆弱性や不正アクセスへの耐性、機器/デバイス レベルでの

セキュリティなど、一連の状況を把握、分析して、セキュリティ

課題の再認識と適切な対応に求められるアプローチ、具体的な対

策をご提案します。 

シスコ セキュリティーサービス詳細
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/security/services.html 

Cisco Cyber Security Services 
シスコのセキュリティー サービス 

インターネット 

自宅・外出先 

Cisco FirePOWER 

Cisco ESA 

Cisco WSA  

Cisco ISE 

ファイアウォール 

侵入検知 (IPS) 

Eメールセキュリティ 

マルウェア防御 

ネットワークアクセス制御 

ASAv 

Web セキュリティ 

Cloud Web セキュリティ
（CWS） 

VPN 終端 

侵入検知 (IPS) 

マルウェア防御 

アプリケーション識別 

Web セキュリティ 

管理・監視マネージャ 

Cisco FireSIGHT Management Center 

仮想ファイアウォール 

認証 ゲスト認証 

端末検疫 BYOD 

AnyConnect 

マルウェア防御 

Web セキュリティ 

拠点 A 

データセンター 

拠点 B 拠点 C 

マルウェア防御 

Cisco AMP 

Cisco AMP 

ネットワーク 

サーバ 

スイッチ スイッチ スイッチ 

サーバ、パソコン、スマートデバイス 

仮想環境 通信制御 

Cisco ASA 

ASA with FirePOWER 
Services 

マルウェア解析 

スイッチ 

Cisco ASA 

ネットワーク 

シスコならではのポイント 

中立性 分析力 

一貫性 実践力 

セキュリティ技術に精通した 
コンサルタントがシスコ製品に
限らずお客様のシステム  イン
フラ全体の視点からセキュリ
ティ脅威の影響、対策を評価 
します。 

Cisco Security Intelligence Operations を基
盤とした世界最大級の解析力と
情報提供体制で、リアルタイム
に 全 世 界 の 
脅威を分析して防御手段を提供
しています。 

さまざまなセキュリティ製品、
ネットワーク製品、サービスを
統合し、柔軟かつ高レベルの 
セキュリティをネットワーク 
全体で実現するアーキテクチャ
を確立します。 

Cisco Computer Security Incident Response 
Team をはじめとするシスコ自ら

の 
セキュリティ オペレーション
において導入、実証済みの 
監視モデル、運用、プロセス
を適用します。 

シスコシステムズ合同会社 

ルータ 

ファイアウォール 

サーバ、パソコン、スマートデバイス サーバ、パソコン、スマートデバイス 

ふるまい検知 

シスコだからできる 

ネットワーク レベルのサイバー セキュリティ対策 

ソリューション サービス ＆ 
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