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Cisco Web セキュリティ仮想アプライアンス 
At-A-Glance

• Web セキュリティ仮想アプライアンスの価値
Cisco® Web セキュリティ仮想アプライアンスは、VMware 
ESXi ハイパーバイザと Cisco UCS® サーバ上で稼働する Cisco 
Web セキュリティ アプライアンス（WSA）のソフトウェア バー
ジョンです。管理者が必要に応じてインスタンスを作成できるため、
特に高度分散型のネットワークへの Web セキュリティの導入コス
トを大幅に削減します。また、物理アプライアンスを発送して設置
する必要がないため、クラウドやサーバ統合の計画にも利用でき
ます。

• 解決される問題
これまで管理者は、ハードウェアの購入をピーク トラフィックの予
想に基づいて計画していました。ビデオなどの帯域幅を多く使用
するリッチ コンテンツの増加により、トラフィックは予想しにくくな
り、パフォーマンスの過不足が生じています。また、特に多国籍
で事業を展開する企業では、ハードウェアの購入や設置に長いリー
ド タイムを要したり、リモート インストールが難しいことに加えて、
関税や輸送の問題にも対応しなくてはなりませんでした。
Web セキュリティ仮想アプライアンスを使用すれば、管理者が瞬
時にトラフィックの増加に対応し、新しい仮想アプライアンス イン
スタンスをリモートで実装できます。ハードウェアを購入して発送
する必要がないため、データセンターを複雑にしたりスタッフを追
加することなく、新たなビジネス機会をサポートできます。

• 利用法
Cisco Web セキュリティ仮想アプライアンスは、VMware ESXi 
ハイパーバイザと Cisco UCS サーバ上で稼働します。管理者は、
インスタンスを直接管理するか、コンテンツ セキュリティ管理アプ
ライアンスを使用して、リモート オフィスに新しいインスタンスを
作成したり、ピーク トラフィックのニーズに応じてインスタンスを追
加できます。Web セキュリティ仮想アプライアンスは、物理 Web 
セキュリティ アプライアンスと同じ機能に加えて、即時に導入でき
る柔軟性も提供します。
Web Security Essentials、Web Security Anti-Malware、
Web Security Premium などの Web セキュリティ ソフトウェア 
バンドルを購入されたお客様には、Web セキュリティ仮想アプラ
イアンスの無制限のライセンスが提供されます。
Cisco Web セキュリティ仮想アプライアンスは、セルフサービス 
プロビジョニングを提供します。Cisco Web セキュリティ仮想ア
プライアンスがあれば、インターネットに接続しなくても、ネットワー
クに Web セキュリティ仮想ゲートウェイを導入できます。Web 
セキュリティ仮想アプライアンスには、購入したソフトウェア ライ
センスが組み込まれており、ライセンスはローカルに保存された 
Web セキュリティ仮想アプライアンスの仮想イメージにいつでも
適用できます。複数の Web セキュリティ ゲートウェイを即座に導
入する必要がある場合は、元の仮想イメージ ファイルをクローニン
グできます。
 - ユニークなライセンス方式

Cisco Web セキュリティ仮想アプライアンスはユーザ単位の
価格設定で、Web Security Essentials または Advanced 
Web Security に含まれています。コストがユーザ ライセン
スに組み込まれているため、予算設定プロセスやキャパシティ 
プランニングが簡素化されます。

 - 即時のセルフサービス プロビジョニング

いつでも必要なときにネットワーク上のどこにでも Web セ
キュリティ仮想アプライアンスの新しいインスタンスを導入でき
ます。インターネット接続は不要です。物理ハードウェアを発
送する必要もなく、すでに余裕のない人員の仕事を中断させ
て容量の増加に対応させることもありません。導入は、コンテン
ツ セキュリティ管理アプライアンスを使用して、1 ヵ所から管
理できます。

 - Web セキュリティ アプライアンスと同等の保護

仮想化しても、セキュリティやレポーティング、その他の機能
が低下することはありません。Web セキュリティ仮想アプライ
アンスは、Cisco Web セキュリティ アプライアンスと同じ機
能と、市場で実証された保護性能を提供すると同時に、仮想
導入モデルによる利便性とコスト削減を実現します。

 - 多様な導入が可能

Cisco Web セキュリティ仮想アプライアンスのすべてのモデル
は、他のモデルまたは物理 Web セキュリティ アプライアンス
（数の制限なし）と組み合わせて使用できます。小規模なオフィ
スや国外にあるオフィス、サポート チームのいないオフィスにも、
現場でハードウェアを設置してサポートする必要なく、Web セ
キュリティ アプライアンスと同じ保護を導入できます。カスタム
導入も、コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスで簡単に
管理できます。
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• Cisco Web セキュリティ仮想アプライアンスの利点
 - 簡素化：即時プロビジョニングとシンプルなライセンス供与に
より、キャパシティ プランニングと輸送や予算の課題を解決
します。

 - 導入期間の短縮：即時プロビジョニングにより、物理ハードウェ
アの発送や設置に伴う長いリード タイムが不要になります。

 - 迅速な対応：計画外の容量増加への迅速な対応を実現。パ
フォーマンスの低下が SLA 違反を招き、その結果お客様と
の関係が損なわれるような事態を回避できます。

 - セキュリティの強化：これまではコストがかかりすぎて物理 
Web セキュリティ アプライアンスを導入できなかった、現地 
IT スタッフのいないスモール オフィスやリモート オフィス、およ
び一時的な拠点などに、物理アプライアンスと同じセキュリティ
を確立できます。

シスコが選ばれる理由
企業におけるセキュリティの重要性はますます高まっています。脅威
やリスクが存在する限り、ビジネスの継続性を提供し、貴重な情報を
保護し、ブランドへの評価を維持し、新テクノロジーを採用するた
めに、セキュリティは不可欠です。ネットワークをセキュアに保つこ
とで、従業員はどこにいても適切な情報に安全にアクセスすることが
可能になります。また、お客様やパートナーにとっても貴社とのビジ
ネスが円滑になります。

シスコは、他のどの企業よりもネットワーク セキュリティを理解して
いると自負しています。セキュリティ市場におけるリーダーシップ、脅
威からの優れた保護および予防、革新的な製品群と豊かな歴史を
持つシスコは、お客様のセキュリティ ニーズを満たす最適なベンダー
であると言えます。

詳細情報
詳細については、次のページを参照してください。 
http://www.cisco.com/jp/go/websecurity/

• Q&A
 - Web セキュリティ仮想アプライアンスはどのハイパーバイザ
で稼働しますか。 
VMware ESXi ハイパーバイザと Cisco UCS サーバ上で稼働
します。

 - Web セキュリティ仮想アプライアンスの仕様を教えてください。

 - Web セキュリティ仮想アプライアンスを実行するにはどの
ハードウェアが必要ですか。

どのモデルを選べばよいですか。

次の推奨事項に基づいて、必要な Web セキュリティ仮想アプライ
アンスのモデルを選択してください。

Cisco Web セキュリティ仮想アプライアンスの 3 つのモデルが公
式にサポートしているハードウェア構成は、以下のとおりです。

モデル名 ディスク（GB） メモリ（GB） コア
S000V 250 4 1

S100V 250 6 2

S300V 1024 8 4

Web セキュリティ仮想アプライアンスのいずれかのバージョンを評
価目的で使用できますか。

はい。どのバージョンでも最大 60 日間評価できます。

 - Web セキュリティ仮想アプライアンスの異なるモデルを同時
に実行できますか。

はい。Web セキュリティ仮想アプライアンスの複数のモデルを
仮想環境のみで使用することも、物理 Web セキュリティ ア
プライアンスと組み合わせて使用することもできます。各仮想
アプライアンスには、表に記載されている適切な容量のハード
ウェアを割り当てる必要があります。

 - Web セキュリティ仮想アプライアンスは、物理 Web セキュ
リティ アプライアンスと組み合わせて実行できますか。

はい。Web セキュリティ仮想アプライアンス モデルを、Web 
セキュリティ アプライアンス（数の制限なし）と組み合わせる
ことができます。各仮想アプライアンスには、表に記載されて
いる適切な容量のハードウェアを割り当てる必要があります。

 - Web セキュリティ仮想アプライアンスは、コンテンツ セキュ
リティ管理アプライアンスで管理できますか。

はい。Web セキュリティ仮想アプライアンスの全インスタンス
と物理 Web セキュリティ アプライアンスをコンテンツ セキュ
リティ管理アプライアンスで管理できます。

http://www.cisco.com/jp/go/websecurity/



