
これでわかった!

目的別で理解する

シスコ セキ

目的別に整理すれば、あなたのネットワー

ネットワーク セキュリティ対策

キュリティ ソリューションのご提案

ネットワーク構築時に考慮すべきセキュリティは?
現在のビジネス上の課題を解決するセキュリティは?

ークに本当に必要なセキュリティ対策が見えてくる
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この資料は大きく次の2つの視点から構成されてこの資料は大きく次の2つの視点から構成されて

ネットワークの形態に応じたセキュ

ネットワークを構築 再構築する際にネットワ クを構築、再構築する際に、

ネットワークに組み込むべきセキュリティ

が検討できます。項目は構築するネット

され、さらに詳細な検討につなげる入り口

ビジネスの課題に応じたセキュリテ

ビジネス上の資産保護、継続性の確保や

など 現在のビジネスが抱えるセキュリテなど、現在のビジネスが抱えるセキュリテ

ごとに整理しています。解決策と必要な構

つなげる入り口を示しています。

私には、守るべきものがある。

Cisco SecuCisco Secu

ていますています

ュリティ対策

新のセキュリティ リスクに対抗するために新のセキュリティ リスクに対抗するために

ィ要素と、それを実現するためのテクノロジー

ワークの大きな部位（セグメント）ごとに整理

口を示しています。

ティ対策

や、業界が定めるコンプライアンスへの準拠

ティに関連する課題を 詳しいリスクや要件ティに関連する課題を、詳しいリスクや要件

構成要素を示すことで、さらに詳細な検討に

urity Solutionurity Solution



実はこんな問題を抱えていませんか?

「セキュリティ対策。何からすればいい
実はこんな問題を抱えていませんか?

セキュリティの問題が起こった/起き

あまり大きな声では言えないが、情報漏えいが起き



ワームの蔓延で重要なネットワークが何度もダウン

情報漏えいの通報を受け、ログを見直して始めて過

ウイルスやワームの感染が止まらないが、感染元

特に大きな問題は起きていないが、

社内に危険なP2Pソフトやボットネットが存在するよ

何年か前にセキュリティ ポリシーを作ったが、あま

Webサーバが攻撃されている可能性は分かってい



対応すべきビジネス上の要求を抱え

スパムメール対策はしているが、 近またスパムが

パンデミック対策でリモート アクセス システムの再


パンデミック対策でリモ ト アクセス システムの再

普及したスマートフォンやモバイルPCによる営業力

無線LANは危険なので禁止したが、やはり必要で

新OSへの移行に伴ってオフィスLANを更新しようと

W bサ バごとにサ ビ の利用認証が異なWebサーバごとにサービスの利用認証が異なって

許可のないユーザのネットワーク利用を防止したい

親会社、取引先からの要求でコンプライアンスへの

10年前のOSがまだ残っているが、サポートが終わ

コストの削減

ITシステムにも、さらなるコスト削減が要求されてい

サーバに緊急度の高い脆弱性パッチを当てたいが



コンプライアンス対策の必要性はわかるが費用が

コスト削減のため、仮想化、SaaS対応のITシステ

いのか…」
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ている

きてしまった P.13

ンして業務が停止した P.15

過去の攻撃に気が付いた P.17

元がよく分からない P.17

不安要素がある

ようだが把握できていない P.6

まり守ってくれていない P.14

いるが、対策が十分か不安 P.8

えている

が増えだして困っている P.6

再検討が必要だ P 11再検討が必要だ P.11

力強化が要求されている P.11

では? と誰もが思っている P.7

と計画中である P.7

い 使い勝手が悪い P 9ていて使い勝手が悪い P.9

い P.14

の対応が必要とされている P.16

わったので対策をあきらめている P.15

いるがアイデアがない P.18

が、稼動中なので停止できない P.15

が掛かりすぎて困っている P.18

ム検討を始めたい P.8
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ネットワークから考えるセキュリティ
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情報システムに対するセキュリティ上の脅威が多様性を増すな

IT管理者やシステム導入の担当者は、その中から効果的な組

多くの担当者が、「セキュリティ対策の必要性は漠然と認識して

陥っています。このガイドブックでは、情報システムをカバーす

なリスクとビジネス上の要求を明確化し、実際の対策に有効な

シスコ セキュリティ ソリューションの特徴

ネットワーク全体をカバー 世界中があな

ネットワークを横断するデータにはネット

ワーク全体におよぶ対策が必要です。

さまざまなネットワークの形態に 適な

機器とベスト プラクティスに基づく

デザインを入手できます。

24時間体制で提供さ

情報に加え、世界中

セキュリティ機器が検

即時に入手し自動的

に利用できます。

卓越した解析力と情報提供体制 Cisco Secu

Threat Operations Center SensorBase 

格付けデ自動解析と手動解析 格付けデー自動解析と手動解析

500人以上の研究者とホワイトハット

技術者、80人以上のドクター、CCIE、

MSCE資格者が、侵入テスト、ボット

ネ トの調査 マルウ アの解析

世界で70万台以上

セキュリティ デバイ

の攻撃情報をリアル

世界の30%のメネットの調査、マルウェアの解析、

脆弱性調査など、常に綿密な解析を

行っています。

世界の30%のメー

フィックと、活動中の

危険なネットワーク

4

なか、脅威に対抗するシステムの種類も多岐に渡っています。

組み合わせを見つけ出す必要に迫られています。その一方で

ているが、なにをすればよいのか分からない」という状態に

するネットワークシステムの視点から、 も注目すべき潜在的

なシステムの検討を始めるきっかけとなる情報をご提供します。

徴

なたの味方に 世界をビジネスの舞台に

グローバル スタンダードのシスコ製品

なら世界中で調達が可能。海外の

拠点や世界中のビジネスパートナーと

セキュリティ システムを容易に標準化

できます。

されるセキュリティ

中で実運用中の

検知した攻撃情報を

的にネットワーク防御

urity Intelligence Operations (SIO)

Dynamic UpdateSenderBase

タベ ス
リアルタイム更新と

ータベース
リ タ 更新
ベスト プラクティス

世界5拠点で 24時間365日、95%の

言語をカバーした分析体制を稼動。

シスコのセキュリティ デバイスへ自

動的にア プデ トを送信することで

上存在するシスコ

イスから実稼働中

ルタイムに収集。

ルおよびW bトラ 動的にアップデートを送信することで、

変化する脅威にリアルタイムで立ち

向かう力を提供します。

ルおよびWebトラ

のボットネットなど

クを監視しています。



ネットワークの形態に応じたセキ

インターネット

クラウド/SaaS

 サービスの利用認証とアクセス制御
 暗号化とセキュリティ検査の両立
 不足しているセキュリティを追加

インターネット クラウド

インターネットアクセス

 スパムメール、
 情報漏えいの防
 危険な通信を禁

イントラネットWAN/サイ

プライベート クラウド

イントラネットWAN/サイ

 攻撃に強いネッ
 被害を極小化す
 目的にあわせた

イントラネ

データセンター/サーバファーム

 安心、安全な有線
 認証によるLANア
 端末状態による隔
 適切なセグメント
 LAN内の盗聴や

 仮想化対応セキュリティ
 アプリケーション攻撃対策
 高速かつ安定したサービス

インターネットアクセス

Web、メールなど日常利用するアプリケーションによる内部からインタ

加え、外部との不正な通信の監視、スパム、マルウェア対策などのコ

オフィスLAN
さまざまなデバイスが接続される有線/無線LAN環境がオフィスの生産

ビジネスの継続性を確保するための適切なネットワーク構成やポリシ

データセンター/サーバーファーム

コスト削減、コンプライアンス上の要求により、主要なサーバは管理さ

の仮想化と、サービスの利用認証と制御、IPv6にも対応した安定かつ

クラウド/SaaS （サービスの利用）

クラウド コンピューティングの利用と組織間の安全なコラボレーション

セキュアなアクセス環境の整備が求められています。データフローの

イントラネットWAN/サイト間接続

ワーム感染によるトラフィック増やネットワーク自体への攻撃は、LAN

機能停止を避ける境界防御技術の組み込みと、さまざまなシーンに

リモート アクセス/小規模オフィス

PCやスマートフォンによるリモート アクセスだけではなく、店舗、在宅

プレイスによるビジネスの可能性をVPN技術が支えます。リモートサ

セキュリティ管理と監視

定められたセキュリティ ポリシーやコンプアイアンスに基づく、セキュ

ム化することで、セキュリティのみえる化と、コスト削減を支援します。

キュリティ対策

Cisco Security Solution

リモートアクセス/小規模オフィス

 VPNで「どこでもオフィス」
 情報漏えいを防止
 コスト削減、BCM

セキュリティ管理と監視

 ユーザ、デバイスの認証
 ポリシー、設定の管理
 セキュリティのみえる化
 コンプライアンス管理の支援

マルウェア対策
防止
禁止

イト間接続

有線LAN

イト間接続

ットワーク構築
する境界制御
たVPN技術

ネット

オフィスLAN
無線LAN

線/無線LAN
アクセス制御
隔離、検疫処理
ト分割と境界防御
乗っ取りの防止

P.6
ターネットへのアクセスに大きなリスクが潜んでいます。ファイアウォールに

コンテンツ セキュリティが重要なポイントです。

P.7
産性を支えています。盗聴や不正侵入、不正利用を防止する仕組みに加え、

シーに基づく制御が、発生するリスクの封じ込めに効果を発揮します。

P.8
されたエリアに集約、仮想化される傾向にあります。ネットワーク セキュリティ

つ高速なセキュリティ サービスが主な検討課題です。

P.9
ンのために、社内、インターネット上のデータをボーダレスに利用できる、

の考慮と、認証とアクセス制御の統合管理、ポリシーの適用技術が重要です。

P.10
Nに比べて帯域の限られるWANにまずその影響が現れます。ネットワークの

適なVPNとその管理技術が、安全で安定したサイト間通信を確保します。

P.11
宅勤務や、分散型コールセンター、派遣/請負先での業務など、多様なワーク

イトで課題となる、情報漏えい対策、運用コスト面の解決を図ります。

P.12～P.18
リティ管理のためのPDCA （Plan-Do-Check-Action）サイクルを統合システ

。また、各種サービス利用のための認証システムを統合的に管理します。
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インターネット アクセス
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ビジネス上のリスクと要求

Web、メールなど日常利用するアプリケーションによる内部からインターネ
加え、外部との不正な通信の監視、スパム、マルウェア対策などのコンテ

スパムメールによるビジネスの生産性低下

高精度のスパム

マルウェアによる被害、加害者となるリスク

個人情報、機密情報の漏えい

Webブラウザ、Emailソフト

社内
メールサーバ

DMZ

高精度
メール対策

Cisco ESA

イントラネット

マルウ ア

Webブラウジング

その他の通信
（インスタントメッセージなど）

DMZ

Cisco WSA

マルウェア
（P2P、ボットネット、
ワーム、ウイルス）

C

各内部と外部のマルウェア

IP

精度の高いスパムメール対策

巧妙化した現在のスパムメールは、旧来のスパム対策システムのメール文

ジネスの生産性や、重要なメールをスパムメールとして廃棄してしまう危険性

世界からリアルタイムに収集されたスパムメールの送信元情報を既存の技

応通信の監視、防止

禁止されているP2Pソフト、マルウェア対策

使用が許可されていないWinnyなどの危険なP2Pソフトや、ワーム・ボットネ

WSAで妨害することで被害を抑え、加害者側となるリスクも低減できます。

ングによるマルウェアの伝播と感染を、Cisco ESAおよびWSA（Web セキュ

総合的なコンテンツセキュリティ対策

Cisco ESAにより機密情報の含まれるメールを検知し、自動的に暗号化しCisco ESAにより機密情報の含まれるメ ルを検知し、自動的に暗号化し

準拠した効果的な情報漏えい対策を実装できます。また、Cisco WSAによ

ることで、ブログや掲示板への機密情報が流出するリスクを低減し、同時に

6

着目すべきポイント

ネットへのアクセスに大きなリスクが潜んでいます。ファイアウォールに
テンツ セキュリティが重要なポイントです。

精度の高いスパムメール対策

機密メールの監視と

禁止されているP2Pソフト、マルウェア対策

総合的なコンテンツセキュリティ対策

インターネット

マルウェア感染の防止

自動的な暗号化

マルウ ア

シスコ センサーベース

リアルタイムに危険な
ネットワークの情報を
更新

マルウェア感染の防止

リスクの高いWeb
サイト利用の制御

マルウェア

シスコISRルータ
Cisco ASA 5500

各種のアプリケーションに対

PS

文章の解析技術だけで防げなくなっています。スパムメールの検知精度は、ビ

性に影響します。Cisco ESA （Eメール セキュリティ アプライアンス）は、全

技術とあわせて利用することで、このような課題を解決できます。

世界中で稼動している
シスコセキュリティデバイス

応したファイアウォール

ネットなどのマルウェアが動作時に発生する通信を、IPS、ファイアウォール、

。また、インターネットからの主な感染経路となっているメール、Webブラウジ

ュリティ アプライアンス）が高精度に検知、防止します。

してビジネスパートナーに送信することで、手間を掛けずにコンプライアンスにしてビジネス トナ に送信する とで、手間を掛けずに ンプライアンスに

より、危険度の高いサイトや、許可されないウェブサイトへのアクセスを禁止す

に従業員の生産性低下を防止します。



オフィスLAN

無許可のユーザ、デバイスがもたらす被害

さまざまなデバイスが接続される有線/無線LAN環境がオフィスの生産性
ビジネスの継続性を確保するための適切なネットワーク構成やポリシーに

ビジネス上のリスクと要求

安全な無線LAN
を実現する技術

無線/有線LA
ザ認証の

無線LANへの恐れがビジネスの機動力を縮退

複数ネットワークに渡るセキュリティ被害の拡散

モバイル
デバイス

無線LAN
アクセスポイント

Cisco
Aironet

Wireless 
Control 
System

Cisco Se
ACS

を実現する技術 ユーザ認証の

アクセス認証による
制御

ノートPC
Wireless LAN 

Controller

無線/有線LANの境界
ファイアウォール

無許可の無線
ノードの検出

Cisco ASA 5500 Cis
LA

人事

セキュリ
した、VL
ント分割

セキュリティ機能に対応した

Cisco Catalyst
LAN スイッチ

アクセス認証
による制御

ユーザ認証と検疫によるネットワークアクセスの制御

ユーザIDによるネットワークへのアクセス認証で重要な認証システムの一元

リーズが実現します。さらにCisco NACアプライアンスにより、コンプライア

検査によるネットワークからの隔離と検疫を自動化できます。多様なOSへの

営業

セキュリティ機能に対応した
LANスイッチで不正利用防止

安心、安全な有線、無線LANのためのセキュリティ

「無線LANは危険なもの」という思い込みが、ビジネスを縮退させていません

術で、安価な有線ハブ以上に安全な環境を提供します。さらに、IPSとの連動

の有線ハブは重大なセキュリティ ホールです。シスコのCatalyst LANスイッ

適切なセグメント分割と境界防御ポイントの設置

有線/無線LANの接続点など異なる種類のネットワークや、セキュリティ ポリ

設置することが必要です。これは、PCI-DSSなどのコンプライアンスでも必

IPS機能が統合された シスコ ISR G2ルータを適切に配置することで、無理

Cisco Security Solution

性を支えています。盗聴や不正侵入、不正利用防止の仕組みに加え、
に基づく制御が発生するリスクを封じ込めます。

ユーザ認証と検疫によるネットワーク アクセスの制御

着目すべきポイント

ANの
の 元化

安心、安全な有線/無線LANのためのセキュリティ

適切なセグメント分割と境界防御ポイントの設置

ecure 
S

セキュリティポリシーに
違反したデバイスの
検疫

の一元化

部単位のサ バ運用を

データセンター
メール/ファイルサーバ

Cisco NAC
アプライアンス

イントラネットWAN

部単位のサーバ運用を
撤去し、管理された
データセンターに集約

Cisco ISR G2
統合型ルータ

co Catalyst
AN スイッチ

リティレベルを意識
LANによるセグメ

割

ファイアウォールとIPS
機能によるWAN/LAN

元化を、Cisco Secure ACS、Cisco Catalyst LANスイッチ、Cisco Aironetシ

アンスの規定に沿って、PCのアンチウイルス ソフトやOSのパッチ適用状態の

の対応、簡単な導入と大規模運用実績がNACアプライアンスの特徴です。

止

機
境界防御

んか? 現在のCisco Aironetによる無線LANは、ユーザ認証、強力な暗号化技

動や不正な無線ノードの検出など万全の対策を図れます。無防備なデスク上

ッチはスイッチ間認証などの機能でこのようなリスクに対処できます。

リシーの異なる組織の間には、ネットワーク上の境界としてファイアウォールを

必須の要件として規定されています。Cisco ASA5500や、ファイアウォール、

理なくネットワーク経由の被害の拡散を 小化できます。
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データセンター/サーバファーム

Cisco Security Solution

Webサーバからの機密情報の漏えい

コスト削減、コンプライアンス上の要求により、主要なサーバは管理された
の仮想化と、サービスの利用認証と制御、IPv6にも対応した安定かつ高

ビジネス上のリスクと要求

サーバ集約と仮想化によるコスト削減

ネットワークおよび提供サービスの停止リスク

物理/仮想スイッチで統一

Cisco Ne
2000/500

Cisco UCS
仮想サーバ

されたレイヤ2セキュリ
ティサービス適用

TrustSec
サービス利
通信の保護

W b

C
is

co
 N

ex
us

10
0

0
V

仮
想

LA
N
ス
イ
ッ
チ

Web
サーバ VSVM

ファイル
サーバ VSVM

Mail
サーバ VSVM

Cisco Catalyst
LAN スイッチ

Cisco ESA

集約されたメールサーバにスパム、

変化するWebアプリケーション攻撃への迅速な対応

ファイアウォールを通り抜けるアプリケーション攻撃は、次々と攻撃パターン

フィックのパターン マッチング方式に加え、世界中からリアルタイムに収集さ

ターネットで起きている攻撃に追いつける対策を、自サイトの境界防御システ

Wマルウェア感染の防止対策

高速かつ安定したセキュリティ サービスの提供

Cisco ASA5500シリーズのデータセンター向け装置は、10Gbps以上のト

ESA（Eメール セキュリティ アプライアンス）はサービス プロバイダにも評価

長化されたネットワークと、変動するトラフィック量のモニタリングにより、常に

サーバ、ネットワーク サービスの仮想化に対応

高度に仮想化されたサーバには、DHCPなどにより動的にIPアドレスが割り度 、 動

防止するにはスイッチセキュリティ機能が有効です。Nexus 1000 V 仮想LA

想環境でも実装し、シームレスなLAN管理を提供します。さらに、仮想化に対

8

たエリアに集約、仮想化される傾向にあります。ネットワーク セキュリティ
速なセキュリティ サービスが検討課題です。

変化するWebアプリケーション攻撃への迅速な対応

着目すべきポイント

Cisco ASA5580

サーバ ネットワーク サービスの集約と仮想化

高速かつ安定したセキュリティ サービスの提供

Cisco Nexus
7000exus 

00

高性能な仮想化、IPv6
対応ファイアウォール

コアネットワーク

による

利用認証と
護

Cisco CRS-1

Cisco Catalyst
6500

Cisco IPS 4270

変異する攻撃トレンドに対応する

ACE WAF

ンが変化します。シスコのIPS（侵入防御システム）は、これまでの通信トラ

されている、刻々と変化していく攻撃元情報をタイムリーに利用。今まさにイン

テム上に展開できます。

Webアプリケーション保護

トラフィックと、大量のコネクションをマルチコアCPUで高速処理します。Cisco

価の高いセキュリティ サービスを、大規模なメール システムに提供します。冗

に安定したネットワーク サービスを提供できます。

り当てられるケースが増えます。このような環境でサーバの偽造などの不正を増 環

ANスイッチは、Catalyst LANスイッチに実装されているセキュリティ機能を仮

対応したファイアウォールおよびIPSが、これらの仮想サーバを保護します。



クラウド/SaaS（サービスの利用）

クラウド コンピューティングの安全な利用のために、社内、インターネット
が求められています。データフローの考慮と、認証とアクセス制御の統合

サーバごとに異なる認証方式によるコストの増大

ビジネス上のリスクと要求

プライベート クラウド

インターネット クラウドのセキュリティ対策が不安

ＩＰ ベースの認証、認証 ＶＬＡＮ 管理コストの増大

プライベ ト クラウド

Cisco TrustSec
ソリューション

サ
セ
ワ

Nexus
グループ タグ情報に基づく
データセンタ上のサーバへ
のアクセス制御

Nexus
7000

Cisco ASA 5500
（ファイアウォール）

Cisco  WSA認証、ポリシー
の集中管理

CS-ACS

イントラネッ

Cisco ASA 5500
（VPN終端）スイッチ間の接続認証

Catalyst
LANスイッチ

MACSec による
通信の暗号化

ネットワークによる認証、アクセス制御の標準化

プライベートクラウド化、仮想サーバー化する社内のサーバへのアクセス制

ません。Cisco TrustSec ソリューションを用いることで、ユーザやデバイス認

一して制御することができます。

スマート
フォン IP電話PC

ユーザ、デバイス認証に
よるグループ タグ情報の付与

データ ソースの手前での集中的なアクセス制御

部門単位での機密データへのアクセス制御と社内モビリティの両立には、認

の LAN スイッチでは大量の設定ができないことが課題です。システムのク

になるでしょう。Cisco TrustSec ソリューションでは、データソースが集中す

VLAN に依存せず、フラットな構成のネットワークからユーザおよびデバイス

リモート アクセスVPNを利用したポリシーの適用

インターネットに接続中のリモート デバイスから、インターネット クラウド上の

定めるセキュリティ ポリシーと比べ不足しているセキュリティ対策について

御することで、セキュリティ対策が十分でないデバイスにも、オフィスのＰＣと

Cisco Security Solution

上のデータをボーダレスに利用できる、セキュアなアクセス環境の整備
合管理、企業が求めるポリシーの適用技術が重要です。

ネットワークによる認証、アクセス制御の標準化

着目すべきポイント

インターネット
ド ビ

リモート アクセス VPNを利用したポリシーの適用

データ ソースの手前での集中的なアクセス制御

クラウド サービス

WebEx
SaaS型Web
会議サービス

Cisco

SaaS化された
Webサービス

サービス側でアク
セスできるネット
ワークを限定

Webアクセス時
マルウェア排除

危険なサイトへ
のアクセス禁止

Cisco
Email

セキュリティ
サービス

メール中継時に
アンチスパム、
マルウェア排除

※日本未提供

インターネットクラウドへの
直接アクセスを禁止し、

常時接続されるリモートア

ット

インターネット

スマート
フォン

PC

常時接続のVPNがインター

制御がシステムごとに異なっていては、統一されたポリシーによる管理ができ

認証の情報をもとに、集約されたサーバへのアクセス制御をネットワークで統

クセス VPN を用いて必要
なセキュリティを追加

常時接続のVPNがインタ
ネットからの攻撃をブロック

認証 VLAN や、IP ベースのアクセス制御が検討されてきましたが、小規模

クラウド化やワークプレイスの多様化に伴って、設定作業もさらに複雑で頻繁

するデータセンタに、グループ単位のアクセス制御を集中させることで、IP や

ス認証に基づくサーバーへのアクセス制御を確実に実行できます。

のサービス、SaaS、ホスティング サービスなどを直接利用する際に、組織の

、リモート アクセス VPNを用いて、常にイントラネットに自動接続するよう制

と同じレベルのインターネット アクセス セキュリティを追加して適用できます。
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イントラネットWAN/サイト間接続

Cisco Security Solution

集約したサーバへアクセスするWANがダウン

ワーム感染によるトラフィック増や、ネットワーク自体への攻撃は、帯域の
避ける境界防御技術の組み込みと、 適なVPNとその管理技術が、安全

ビジネス上のリスクと要求

WANを介した他の拠点への被害、感染の伝播

回線構成の 適化による運用コストの削減

CS MARS CS Manager
複数サイトの設定の

Cisco ASA 55

CS-MARS CS-Manager 統合管理

監視と緊急警報

インターネット

Cisco
ISR G2

オフィス
LAN

IOS IPS機能

DMVPN によるサイト
間の直接通信が、VPN
の運用総コストを削減

Easy
VPN

A

小規
オフ

オフィス
LAN

オフィス
LAN

簡単なサイト

運用総 を削減

Cisco ISR G2
Cisco
ASA 5500

ファイアウォールとIPSによる

A

安定したネットワーク運用

データセンターに集約されたサーバを利用する場合、そのアクセス回線の安

新のWANサービスのバースト特性に耐えるフォワーディング性能、トラフィッ

IPS機能が脅威のネットワーク経由の伝播を封じこめます。またルータ制御

間VPN構築WAN/LAN境界防御

WAN境界セキュリティの強化

セキュリティ問題発生を迅速に検知し、被害範囲の封じ込めを図るため、W

プライアンス上重要です。Cisco ASA 5500、ISR G2上のファイアウォール

リティ設定の統合管理）、CS-MARS（ログ監視と緊急警報）との併用が迅速

目的に合わせたVPN技術

DMVPNによるインターネットVPNのコスト削減効果に注目が集まっていますDMVPNによるインタ ネットVPNの スト削減効果に注目が集まっています

いため、センター（ハブ）側の回線、機器コストをさらに抑制することが可能

な場合に適したGETVPNなど、Cisco IOSの備える多彩なVPN技術がWAN

10

の限られるWANにまずその影響が現れます。ネットワークの機能停止を
全で安定したサイト間通信を確保します。

安定したネットワーク運用技術

着目すべきポイント

WANセキュリティの強化

目的にあわせたVPN技術

500

イントラネット
コアネットワーク

閉域WANサービス上の通信で

さらに厳密な情報漏えい防止が
求められるケースで、これまで
の高度なルーティングを変更す
ることなく、データのみを暗号化

Cisco ASR1000

Cisco ISR G2
広域LANなどの
閉域網サービス

GET
VPN

Cisco 
ASA 5505

オフィス
LAN

オフィス
LAN

ルータ用
IPSモジュール

規模
フィス

ト

ネットワークトラフィック
の監視と 適化および
不正なルーティングの

ASA 5505

安定化が重要です。Cisco ISR G2ルータは、IOSの豊富なルーティング、

ック監視、QoSやWAN 適化による回線コスト削減に加え、ファイアウォール、

系の保護機能がDoS攻撃を回避し、ネットワークダウンを抑止します。

防止

WANとLANの間のセキュリティ境界へのファイアウォールとIPSの設置がコン

ルとIPSがWANを伝播する通信をクリーンアップします。CS-Manager（セキュ

速な対応に威力を発揮します。

す。従来のハブ&スポーク型のVPNに比べ、トラフィックがセンターに集中しなす。従来の ブ&スポ ク型のVPNに比 、トラフィックがセンタ に集中しな

です。また、官公庁、金融業界など、閉域網上でさらに通信の暗号化が必要

Nの 適化とコスト削減を実現します。



リモートアクセス/小規模オフィス

小規模ワークプレイスの展開/運用コスト

PCやスマートフォンによるリモートアクセスだけではなく、店舗、在宅勤務
ビジネスの可能性をVPN技術が支えます。その際に課題となる、情報漏

ビジネス上のリスクと要求

ビジネスの機動力強化と災害、パンデミック対策

リモート サイトからの情報漏えい

シスコ バーチャル オフィス(CVO) 

CS-ACS CS-Manager CCE

Cis

( )
ソリューション

ワンタッチの
ルータ設置と設
定変更の自動化

WAN 適化

インターネット

イントラネット

拡張認証
サーバ

NAC
アプライアンス

W

3G

Cisco
ASA 5500

スマートフォンによる
リモートデバイスの保護と危
険なP2P通信のブロック

端末の状態認証による
アクセス制御と検疫処理

IPSモジュール

自動化による保守、運用コストの削減

店舗、出向先や一時設置オフィス、自治体や医療ネットワークなど、大規模な

運用コストです、シスコ バーチャル オフィス ソリューション（CVO）では設定

置でサイト間VPNを利用開始できます、その後のポリシー変更やバージョン

スマ トフォンによる
営業の機動力アップ

険なP2P通信のブロック

コラボレーションツールのボーダレスな利用

パンデミックや自然災害で生じる事業継続リスクの低減、分散型コールセン

対し、戦略的なリモート ワークプレイスの再構築が始まっています。成功の

マートフォンからのVPNに加え、CVOではビデオ、Web会議、IPフォンや、

単に構築できます。

管理されたリモートアクセス環境の整備

リモート アクセスを全面禁止する行き過ぎたセキュリティ ポリシーが、か

「管理されたリモート アクセス」環境の提供がセキュリティとビジネス上の要

るアクセス制御、IPSによるリモート デバイスの保護やP2P通信の防止、仮

リスクを 小化し、さらに、Cisco AnyConnect の常時接続リモートアクセス

Cisco Security Solution

務、分散型コールセンター、派遣先など、多様なワークプレイスによる
漏えい対策、運用コスト面の解決を図ります。

自動化による保守、管理コストの削減

着目すべきポイント

店舗、無人店舗など

コラボレーション ツールのボーダレスな活用

管理されたリモートアクセス環境の整備

Cisco IPフォン

無線
POS端末

POSレジ

IP監視カメラ

デジタルサイネージ

sco ISR

VPN、IPフォン、
無線LANを自動
設定

LANポート認証を利用した
安全なIPフォン、PCの利用

Cisco ISR

出向先、小規模オフィス、
在宅オフィス

化

WAAS

スマートフォン
（スケジュール同期 WebEx会議

情報漏えい防止対策に対応した
VPN リモート アクセスと
WAN 適化による高速化

常時接続 VPN による常時監視
PC
AnyConnect VPN Client
WAAS mobile, NAC Client

なインターネットVPNによるリモート ワークプレイスで課題となるのは、保守、

の一元管理と設定配信をシステム化し、ユーザによるルータのワンタッチ設

ンアップなどの運用の自動化とあわせ大幅なコスト削減を実現します。

（スケジュール同期、WebEx会議、
社内Web、メール利用）

ンター、オフィス賃料などのコスト削減やCO2の削減などの新たな社会需要に

の秘訣はオフィスと同じレベルのコラボレーション環境の提供です。PCやス

認証と暗号化による安全な有線/無線LANを備えたサテライト オフィスを簡

えってUSBメモリによる業務情報の持ち出しを招いています。IT部門による

要求をバランスさせます。複合的なユーザ/デバイス認証とデバイス状態によ

仮想デスクトップ（VDI）ソリューションが、リモートサイトに特有のセキュリティ

ス VPN 機能が、イントラネットから常に監視。管理できる環境を実現します。
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ビジネスの課題に応じたセキュリ

Cisco Security Solution

情報漏えいの防止

01
コスト削減

ポイ

06
セキュリティ管理のみえる化

05
犯罪的な組織があらゆるネットワーク システムに攻撃をかけてい

るにもかかわらず、脅威に対抗すべき受け手側の多くは、その兆

候にさえ気付いていません。この結果、深刻な事件が起きた後で

潜んでいたリスクの大きさを認識し、対処への莫大な出費の末に、

組織や企業の存亡の危機に直面するケースが後を絶ちません。

12

ティ対策

不正侵入、不正利用の防止

02
事業継続性の確保

イント

03
コンプライアンスへの準拠

04
ここでは、このような犯罪行為によってもたらされるリスクだけでな

く、事業継続性の確保に潜むリスクも整理し、シスコのセキュリティ

ソリューションによる解決策を示しています。また、現状把握と対

策を改善に繋げる策をコンプライアンスと管理の面から触れ、

後にコスト効果の出せるシステムについてもご紹介します。



01. 情報漏えいの防止

通信データの監視と保護

情報漏えいの防止では、ネットワークを移動する

作業、保管されているデータの取り扱いを意識し

C
o

リスクと課題 解決策 テクノ

通信経路での盗聴

トラフィックの暗号化

• サイト間
リモートア

• WPA2（
• TrustSe

機密メールの暗号化 PXE (自動

中間者攻撃（Man-in- スイッチポ

m
m

unica

リスクと課題 解決策 テクノ

the-middle）の防止 セキュリテ

インスタントメッセージ、

掲示板、メールを使った
人為的な情報漏えい

メールの監視と制御
ゲートウェ
メールのD

掲示板の書き込み規制
インスタントメッセージ
利用の防止

• HTTP メ
アクセス

• インスタ
の検知と

ation D
ata

ボットネット、ワームなど
マルウェア感染による
情報漏えい

P2Pやマルウェアなどの
不正通信の防止

危険なネットワークとの
通信の禁止

IPS対応シ

グローバル
/ L4TM

a

エンドポイント（PC）からのデータ流出防止

EE
nd P

oin

機密データのローカル

ディスク、外部メディアへ
の書き出し、インター
ネットへの転送

シンクライアント化された
仮想デスクト プ上での

仮想デスク

リスクと課題 解決策 テクノ

リモートアクセスＰＣ
を常時イントラネッ
トに接続し監視

Always-O
備えた常
モートアク

nt 仮想デスクトップ上での
作業と制御、作業中の
データの暗号化

リモートア
＋VDIソリ

サーバ上（イントラネット含む）のサービス

S
erv リスクと課題 解決策 テクノver S

ervic

高度に管理されたデータ
センターに集約、仮想化
されたサーバにあわせた
セキュリティ システムの
整備

セキュリティ サービスの
仮想化

仮想化対応
ウォール、
セキュリティ
仮想スイッ

WAN経由のサーバアク
セスレスポンス改善

WAN 適化

ce

保管データの保護
バックアップ ストレージ
上のデータ暗号化

Storage M
Encryption

稼働中のサーバ上でのデータアクセス権の制御と暗号化については、サ

Cisco Security Solution

るデータと、PCやサーバなどのエンドポイント上で

して対策することが重要です。

ノロジー シスコ製品

VPNおよび
アクセスVPN
無線LAN）

ec,  MACSec

ASA5500、ISR G2
Aironet
Nexus、Catalyst

動暗号化） ESA

ポート
Catalyst

ノロジ シスコ製品

ティ
Catalyst

イでの
DLP制御

ESA

メソッド単位の
ス制御
ント メッセージ
と制御

WSA、
ASA 5500

シグネチャ

ルコリレーション
ASA 5500、IPS、
WSA

止

クトップ Cisco Secure Desktop

ノロジー シスコ製品

ON 機能を

常時接続リ
クセスVPN

AnyConnect VPN 
Client

クセス
ューション

ASA 5500、
AnyConnect VPN
Client

の保護

ノロジー シスコ製品

応ファイア
IPS、
ィ対応

ッチ

ASA 5500、IPS、
Nexus 1000V

化 WAAS、WAAS Mobile

Media 
n (SME)

Nexus ソリューション

サードパーティー製品との組み合わせをご検討ください。
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02. 不正侵入、不正利用の防止

Cisco Security Solution

従業員の許可されない行為やアプリケーション利

外部から公開サーバへの攻撃、内部に侵入する

サーバ上のサービスの保護

S
e

リスクと課題 解決策 テクノ

サーバの脆弱性
• サーバ脆弱性攻撃の
監視と阻止

• 許可する通信の限定

ファイアウ
よる仮想的

SQLインジェクションなど
のWebアプリケーション
攻撃

Webページ上のスクリプ
トに潜む弱点を保護

IPS、WAF

rver

ネットワークへの不正な侵入、利用の防止

E
nd P

oi

リスクと課題 解決策 テクノ

ユーザID、端末情報認証
によるネットワークへの

認証サーバ

LANスイッ
DCスイッチint 許可のないネットワーク

アクセス
アクセス制御

リモートアク
カットスルー

ＬＡＮセグメント分割と
境界の設置

VLAN
ファイアウ

ネットワーク経由の
マルウェア感染

マルウェアに感染した
メール送受信、Webアッ
プ/ダウンロードの防止

アンチウイ
マルウェア
ゲートウェ

危険な状態のPCの
ネットワーク接続

端末ポスチャに基づく

ネットワークからの隔離と
修復（検疫）

ネットワー
アドミッショ

VPN接続時

許可していないIPノ ド

不正な無線アクセス
ポイントの検出

不正アクセ
走査

サーバ、PCなどのエンドポイント上でのアンチウイルス ソフトについては、サー

許可していないIPノード
の接続

ポイントの検出 走査

接続されたIPノードの
種別の把握

不明なIPノ
自動判別

不正なネットワーク制御
を利用した侵入

ルータ、スイッチ機能に
よる乗っ取りの防止

デバイス間
ルーティン

S
erver S

e

従業員の許可されていない行為によるリス

不適切なサイトへの
アクセスによるトラブル

許可のないWebサイトや
危険なWebサイトへの
アクセスを防止

Webアクセ
フィルタリン

リスクと課題 解決策 テクノ

ervice

P2Pソフト、インスタント

メッセージなど許可のな
いアプリケーション利用
の抑止

許可されていないアプリ
ケーションのインターネッ
トとの通信の監視と抑止

アプリケー
検知と、サ
情報による
マルウェア

14

利用をシステム面から監視、制御する対策と、

る脅威の制御と抑止策が被害を 小化します。

ノロジー シスコ製品

ォール、IPSに
的なパッチ

ASA 5500、IPS

F IPS、ACE-WAF

止

ノロジー シスコ製品

バ CS-ACS

ッチ, 無線LAN, 
チ, TrustSec

Catalyst、Nexus
Aironet

クセスVPN、
ープロキシ

ASA 5500

ォール
Catalyst、Aironet、
ASA 5500、ISR G2

イルス、
ア対応
イ

ASA5500、
ESA、WSA

ク
ョンコントロール

NACアプライアンス

時の検査 ASA 5500

セスポイントの Aironet WLC、WCS

ードパーティー製品との組み合わせをご検討ください。

ノードの種類の
NACプロファイラ

間認証、
ング認証、uRPF

シスコルータ、
Catalyst

スクの回避

セス
ング

WSA

ノロジー シスコ製品

ーション通信の
サイト格付け
るP2P、
ア通信の抑止

ASA 5500、IPS



03. 事業継続性の確保

オフィス機能の稼働維持

さまざまな理由で脆弱性を残したIPノードが、事業

その脆弱性のネットワークによる保護と、ネットワ

B
ac リスクと課題 解決策 テクノ

異常トラフィックによる
業務システム、
ネットワーク機能停止

異常トラフィックの監視と
影響範囲の特定

Netflowに
監視

ネットワークの異常による
機能停止

ネットワークへの攻撃や
異常挙動に強いネット
ワーク インフラの構築

• ルーティ
• ネットワー
• デバイス

（制御プレ

• デバイス

ck O
ffice

リスクと課題 解決策 テクノ

ン時の外

スパムメールによる著し
い生産性の低下

高精度なスパムメール
フィルタリング

タイムリー
信者情報を
なスパム判

ネットワーク経由でのPC
のマルウェア感染被害の
拡大

アンチウイルス ゲート
ウェイ、Webプロキシによ
る感染防止

ネットワー
ファイルの

感染 通信 ウ
拡大

感染トラフィック通信の
抑止と監視

ファイアウ
通信防御、

パンデミックなどによる
物理的なオフィス機能
停止、閉鎖

ITによって管理された
セキュアな在宅勤務
システムの展開

VPNリモー
集中管理型
システム

サポートが終了したOSで
動作するシステムの脆弱
性と攻撃 となる ク

ネットワーク単位での
仮想的なパッチ

IPSによる
保護と攻撃

性と攻撃元となるリスク
仮想的なパッチ 保護と攻撃

サーバ上のサービス継続性の確保

S
erve DDoS攻撃によるサーバ

の機能停止
ネットワークによるDDoS
攻撃の軽減

Netflow、A
システム

リスクと課題 解決策 テクノ

er の機能停止 攻撃の軽減 システム

サーバの脆弱性を利用し
た機能停止、改ざん

不正侵入、不正利用の
防止

「02. 不正侵
の保護」 を

サーバの異常状態から
正常状態への復旧

データの定
アップ/リス
仮想マシン
た復旧、冗

POS/生産/重要インフラなどの制御システ

D
edicate

異常トラフィックによる
制御ネットワーク停止

異常トラフィックの監視と
影響範囲の特定

Netflowに
監視

マルウェアが発生する
ファイアウ

リスクと課題 解決策 テクノ

ed 制御システムの
マルウェア感染拡大

通信、感染トラフィックの
ネットワーク単位の監視
と抑止

ファイアウ
信防御
IPSでの監

制御システム上でのマルウェアの検知、駆除については、サ

Cisco Security Solution

業継続に致命的な問題を引き起こしています。

ワーク全体の安定稼動対策が効果を発揮します。

ノロジー シスコ製品

よるトラフィック
シスコ ルータ、
Catalyst、
CS-MARS

ィング認証機能
ークの冗長化
スハードニング
レーン保護など）

ス管理者ログイ

シスコ ルータ、
Catalyst、Aironet
ASA 5500

ノロジ シスコ製品

外部ユーザ認証

に更新する送
を含めた複合的
判定

ESA

クでの感染
のスキャニング

ASA 5500、
ESA、WSA

ォールでの
、IPSでの監視

ASA 5500、IPS

ートアクセス
型 在宅オフィス

ASA 5500、Cisco 
Secure Desktop、
Cisco Virtual Office

OSの脆弱性
撃の阻止

ASA 5500、IPS
撃の阻止

Anti-DDoS シスコ ルータおよびサー
ドパーティ ソリューション

ノロジー シスコ製品

ドパーティ ソリューション

侵入、不正利用の防止：サーバ上のサービス
をご参照ください

定期的なバック
ストアップ
ン（VM）を用い
冗長化

Cisco Unified 
Computing System 
（UCS）およびサード
パーティ ソリューション

テムの稼動維持

よるトラフィック
シスコ ルータ、
Catalyst、
CS-MARS

ォールでの通

ノロジー シスコ製品

ォ ルでの通

監視

ASA5500、IPS、
ISR G2

サードパーティー製品との組み合わせをご検討ください。
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04. コンプライアンスへの準拠

Cisco Security Solution

コンプライアンス準拠が検討される背景（リ

B
ac

法的に満たすべき条件（J-SOXなど）

組織で定めているセキュリティポリシーに加え、ビ

も標準化されたフレームワークに基づくセキュリテ

ckgroun
d

法的に満たすべき条件（J-SOXなど）

ビジネス機会の喪失（取引先企業からの取引条件など）

被害を受けた場合の金銭的、社会的リスク

加害者となった場合の社会的、信用面のリスクd

代表的なコンプライアンス

C
om

pl J-SOX
（IT全般統制）

一般企業全般

金融商品取
企業が法的
ITシステム

コンプライアンス 対象

iance

（IT全般統制）
般企業全般

ITシステム
年度毎の監

ISO27001/ISMS 一般企業全般

情報セキュ
Plan/Do/C
返すことが
認証取得を
示すことが

政府機関の

情報セキュリティ対策の
ための統一基準

政府機関
各府省庁

日本の政府
セキュリテ

PCI-DSS (Payment 
card industry data 
security standard)

クレジットカード取引に
関わるすべての企業

クレジットカ
一般のクレ
各要件に求
システムの

コンプライアンス対策の課題とシスコからの

C
ons

監査前にネットワークシ
コンサルティングによる シスコ/シス

課題 解決策

ideration

監査前にネットワ クシ
ステムについて外部から
の評価が欲しい

コンサルティングによる
現行システムの評価

シスコ/シス
コンサルテ

検討すべき内容の全体
像と具体的な設定が分
かる事例が欲しい

標準的なデザイン ガイド
の活用

PCI DSS対
URL:   ht

省力化、権限管理
ネットワーク用のコンプラ
イアンス管理支援システ
ムの導入

Network C
による構成
アクセス権

16

リスク）

ビジネス上遵守すべきコンプライアンスの面から

ティシステムの見直しが必須となっています。

取引法の一部として法制化された、
的に遵守すべき要件
ム全般の統制が必要な項目に含まれ

概要および特徴

ム全般の統制が必要な項目に含まれ、
監査と改善が必要

ュリティ管理の世界標準として規格化
Check/Act（PDCA）サイクルを継続的に繰り
が求められる
を対外的にPRですることで事業の健全性を
ができる

府機関、各府省庁が統一的にとるべき
ティ対策

カード業界の定めたコンプライアンス
レジットカード取り扱い店もその対象となる
求められている要素について具体的な
の詳細についての記載が特徴

のご提案

スコ ビジネス パ トナ による

ご提案内容

スコ ビジネス パートナーによる
ティング サービス

対応デザイン ガイドのご用意
ttp://www.cisco.com/jp/go/pcidss

Compliance Manager（NCM）
成管理、変更管理の自動化と管理者の
権限の管理



05. セキュリティ管理のみえる化

セキュリティ ポリシーやコンプアイアンスに基づく

重要です。管理のシステム化により、効果的な「み

シスコ コンサルテ

セキュリティ脆弱性判
ネットワーク セキュリ
S it A hit t

Plan

PD
サイ

ポリシーの策定
プロセスの確立

NCM 
(Network Compliance Manager）

ネットワークの構成管理
変更管理の自動化

Security Architectu

Action
レビューに基づく

是正、予防の実施

変更管 自動化
管理者アクセス権限の管理

CS-Ma

セキュリティ ポリシー
ロールベースのポリシ
承認、変更プロセス管

検知と対策

発生した問題の
正確な状況分析

検知精度の向上、誤検知の防止
ゼロデイ対策可能な情報の利用

D
o

リスクと課題 解決策

正確な状況分析
ネットワーク内の複数ポイントか
らの情報取得

影響範囲の 小化
（封じ込め）

問題が発生した端末の
ネットワークからの隔離

C
heck

分析、レポーティング

問題の可読化、可視化

自動ログ分析による、発生事象
と影響範囲の迅速な特定

リスクと課題 解決策

監視、レポーティング サービス

改善対策の反映

A
ction 防御ポリシー適用（配布）、

更新の自動化

リスクと課題 解決策

対策コストの削減

更新の自動化

ネットワーク構成管理の省力化

Cisco Security Solution

くセキュリティ管理では、PDCAサイクルの継続が

みえる化」と、運用コストの削減を図れます。

ティング サービス

判断
リティ コンサルティング

R i (SAR)

Do

CA
イクル

ポリシーに基づき
対策、運用を実施

CS-MARS

セキュリティ デバイスの大量ログを自動分析
ポリシーに基づく緊急警報
定期的なレポート出力

re Review (SAR)

Check
プロセスの実施状況
を評価し報告

定期的なレポート出力

anager

ーの一元作成、管理
シー作成
管理 アラート発生、分析時に役立つ

スム スな相互情報参照

連動

シグネチャ検知方式に、現在
活動中の攻撃元情報などを加
えた複合検知

IPS、ASA5500、
WSA、ESA

テクノロジー シスコ製品

スムースな相互情報参照

セキュリティ監視対応デバイス
のネットワーク内への多段配置

IPS、ASA5500、
ISR G2 など

アクセスリスト自動生成、
LANポート閉塞

CS-MARS、
Router、Catalyst

無線LAN上の危険な端末の
隔離

Aironet、IPS

端末状態による隔離 NACアプライアンス

セキュリティ デバイス ログの自
動的な相関分析による
攻撃種別、経路の解析

CS-MARS

シスコ製品に対応したセキュリティ オペレーション センター（SOC）

テクノロジー シスコ製品

シスコ製品に対応したセキュリティ オペレーション センター（SOC）
事業者をご紹介します。詳しくはシスコまでお問い合わせください

セキュリティ管理システム間の
連携による統合的な
セキ リテ デバイス管理

CS-MARS、CS-Manager
およびセキュリティデバイス

テクノロジー シスコ製品

17

セキュリティデバイス管理
およびセキ リティデ イス

ネットワーク構成管理の自動化
と、デバイス管理者権限の
一元管理

NCM (Network Compliance 
Manager)



06. コスト削減

Cisco Security Solution

不安定な社会情勢の中、ITコストの削減と、ITを

仮想化、省力化に加え、セキュリティ システムを

S
ec

セキュリティ運用コストの削減

検討項目 課題curity

検討項目 課題

コンプライアンス運用
コストの削減

人手によるネットワーク
構成変更管理コスト

Network C
プロセスの

大量のセキュリティ ログ

の分析とレポーティング
コスト

CS-MARS

シスコ製品

VPN構築、回線コストの削減

V
P

N
 

Ci Vi t

検討項目 課題

センター （

&
 Line

VPN運用コストの
さらなる削減

大規模VPNの設置、
運用コストの削減

Cisco Virt
ワンタッチ設
管理運用コ

ハブ&スポーク型VPNに

おけるトラフィックのセン
ター集中に伴う、センター
側の契約回線コスト、
および機器費用の削減

DMVPN （
動的なフル
集中を分散

サーバ、PC関連コストの削減

S
erve

サーバ仮想化による
サーバの仮想化に対応し
たネットワークおよび

Cisco Cata
仮想化とA

検討項目 課題

er &
P

C
コスト削減 セキュリティ サービスの

仮想化

仮想化とA
仮想化

OSマイグレーション
コストの削減

OSサポート終了に伴う
大規模なOSマイグレー
ションへの投資の平準化

OSの脆弱
ネットワーク
ネットワーク
の年次投資

固定費の削減

F
ixed C オフィス賃料、

設備コストの削減 固定席を持たないオフィ
スによる業務スペースの
縮小と共有OA機器 およ

Cisco Virtu
IPフォンによ

通常のオフ

検討項目 課題

ost

縮小と共有OA機器、およ

びエネルギーコストの削
減

通常のオフ
オフィスの展
らの転換エネルギーコストの削減

18

活用したコストの削減が求められています。

使った発想の転換で、さらにコストは削減できます。

解決策解決策

Compliance Manager（NCM）による
の自動化

S によるログ自動分析と定型レポートの作成

品に対応したセキュリティ オペレーション
事 グ

l Offi （CVO） ソリ シ ンによる

解決策

SOC）事業者によるアウトソーシング

ual Office （CVO） ソリューションによる
設置と変更管理の自動化でVPN機器設置、
コストを削減

Dynamic Multipoint VPN）技術による
ルメッシュVPN構成で、トラフィックのセンター
散し、回線、機器のトータルコストを削減

alyst、Nexus 1000v によるネットワーク
SA5500 IPSによるセキ リティ サ ビスの

解決策

SA5500、IPSによるセキュリティ サービスの

性対策に強いCisco IPSによる仮想的な
クパッチで、サポート切れOSの脆弱性を
ク単位で保護し、OS、サーバ、PC買い替え
資を平準化

ual Office（CVO）ソリューションが実現する、
よる内線電話、ビデオ コラボレーションなど、

フィスと同等のビジネスツ ルを備えた分散型

解決策

フィスと同等のビジネスツールを備えた分散型
展開による、オフィス常駐型ワークスタイルか



セキュリティ製品一覧
適応型セキュリティ アプライアンス

Cisco ASA 5500 シリーズ
ファイアウォール、VPN機能を標準搭載するセキュリ

ティ アプライアンスです。サービス モジュールを追加

することでIPS機能、コンテンツセキュリティ機能を

統合し、高度な防御機能を実用的なパフォーマンス

で提供します。仮想化、IPv6にも対応しています。

サービス集約統合型

Cisco ASR 1000シ
企業および通信事業者の

高パフォーマンスのセキ

できます。

ネ
ッ
ト
ワ
ー

サービス統合型ル

Cisco ISR G2 サー

ルーティング機能に加え

イアウォール、IPS、UR

１台のルータに統合する

込んだインフラ」をネット

Eメール/Web セキュリティ

Eメールセキュリティアプライアンス（ESA)
企業の電子メールに関わるすべての問題に包括的

に対応します。ク
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

セキュア スイッチ

Cisco Catalyst L
IEEE802 1X 機能とCis

に対応します。

Webセキュリティアプライアンス（WSA)
マルウェア・スパイウェアをはじめとしたWebベース

の脅威からネットワークを保護します。

侵入検知・防御システム

Cisco IPS 4200 シリーズ
ファイアウォールでは防御しきれない脅威に対して、

攻撃の「特徴的なふるまい」を検知し防御します。

ワームの感染活動抑制、サーバへの脆弱性攻撃ブ

ロック、Winny、Share など許可されていないソフトの

通信を検知しリスクを予防的に回避します。仮想化、

IPv6にも対応しています。

IEEE802.1X 機能とCis

により、スケーラブルなユ

エンドポイント検疫に対応

クセスに対抗するセキュ

ワーク全体でセキュリテ

ます。

次世代認証サーバ&アクセス制御

Cisco Secure ACSシリーズ (CS-ACS)
認証情報に基づくポリシーベースのアクセス制御

をネットワーク全体に適用するためのポリシーサー

バ ポ

セキュリティ統合監

Cisco Security MA

各セキュリティ デバイス

関分析&発生している脅

バーとしてCisco TrustSec ソリューションのポリシー

を集中管理します。アプライアンスと仮想アプライア

ンス版があります。

管
で何が起きているか」を

対策を施せます。

プ

理
系 セキュリティ統合管

Cisco Security 
複数のセキュリティ デ

により管理者の運用負

MARSとの連携で、緊

実現します。

セキュリティ管理・コンプライアンス対応

Cisco Works NCM 
（Network Compliance Manager）

シスコ ルータ、スイッチ、ファイアウォールなどのデ

バイスの設定とソフトウェアの変更履歴を統合的に

管理します。さまざまなコンプライアンスに適合した

テンプレートを元に、コンプライアンス管理の運用コ

スト削減を図れます。

Cisco Security Solution

型ルータ

シリーズ
の集約ポイントに求められる

ュリティ機能を、1台で提供

無線LAN

Cisco Aironet シリーズ
ユーザ認証と暗号化に加え、IPS 連携と不正アクセ

スポイント検知などのセキュリティ機能で安心して利

用できる無線 LAN インフラを構築します。

セキュア スイッチ&サービス モジュール

Cisco Catalyst 6500サービスモジュール

 FWSM（ファイアウォールサービスモジュール）：

仮想化対応高速ファイアウォール

 IDSM2（IDSサービスモジュール）：

仮想化対応IDS（侵入検知）/IPS（侵入防御）

ルータ

ービス統合型ルータ

え、セキュリティ、（VPN、ファ

RL フィルタリング機能など）を

ることで「セキュリティを組み

トワーク全域に展開できます。

 NAM-2（Network Analysisモジュール）：

異常トラフィックの詳細リモート解析に対応

LANスイッチ
sco TrustSec ソリューションsco TrustSec ソリューション

ユーザ認証＆アクセス制御と

応。トラフィック盗聴や不正ア

ュリティ機能を実装。ネット

ティをシステムとして構築でき

データセンタ スイッチ

Cisco Nexus シリーズ

 Nexus7000：

データセンタでCisco TrustSecによるアクセス制

御を高速処理します。

 Nexus1000V：

仮想化サーバ上でシスコ Catalyst LAN スイッチ

と同じ機能を実装できるソフトウェアスイッチです。

検疫、ゲストサービス、プロファイリング

Cisco NAC ソリューション

監視・可視化

ARS (CS-MARS）シリーズ

スが提供する膨大なログを相

脅威を可視化することで「どこ
Cisco NAC ソリューション
ネットワークに接続する端末の状態（ポスチャ）を確

認し、組織の基準に満たない端末やデバイスを隔離、

修復する検疫ソリューションをコアに、ゲストサービ

スや認証非対応デバイスにも対応します。

を管理者が把握し、短時間で

エ
ン

管理

Manager (CS-Manager)
デバイスの管理と、ポリシー配信

負荷を大幅に軽減します。CS-

緊急時の迅速なポリシー展開を

リモート アクセス

Cisco  AnyConnect VPN Client
マルチプラットフォームに対応した VPN クライアン

トです。Always-ON 機能による常時接続で、リモー

トデバイスへきめ細かいポリシー適用を強制し、常

時監視下に置くことが可能です。

ン
ド
ポ
イ
ン
ト
系
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シスコが提唱するネットワーク ライフサイクルの各フェーズに適する方

ネットワーク ライフ サイクルを支える

技術者認定 高位のネットワーク コンサルタントが、直接ご支援する

セキュリティは製品の導入だけではなく、その見直しが常に必要です

生命線であるネットワークを 大限に活用するために、導入から活用

至る各プロセスで必要不可欠な項目を高いスキルに基づき検討・実施

世界中のベスト プラクティスを活用し、世界 高レベルのソリューショ

ます。

将来の技術予測
を踏まえてのネ

ピークパフォーマンスを維持する活動

SARの対象とする
フェーズ

SPAの対象とする
フェーズ

Pre
準

Optimize
ピ クパフォ マンスを維持する活動

ネットワーク運用時の保守

IPSシグネチャサービスの
対象とするフェーズ

適化

Operate
運用

サポートサービス例

デザインで導
高い性能と

Impl

実
ネットワーク セキュリティ
コンサルティング サービス
の対象とするフェーズ

サポ トサ ビス例

セキュリティ脆弱性診断 （SPA: Security Posture Asse
インターネットに面しているシステム/無線LAN/Webアプリケーシ

ネットワーク セキュリティ コンサルティング サービス

お客様との事前打ち合わせで詳細を決定し、SOWにて定義。要

Cisco Services for IPS
IPSを有効活用するために重要となるシグネチャ ファイルを、プロ

サービスをご提供します。

Security Architecture Review （SAR）

お客様のネットワーク セキュリティ アーキテクチャをセキュリティ標
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用、運用管理に

施します。

ョンをご提供し
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