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ホワイト ペーパー 

Cisco エンタープライズ ネットワーク 
セキュリティ ソリューションで防御を倍増させる 

ネットワークの防御に役立つ 5 つのステップ 

ネットワークはビジネス防御のカギを握っています 
良いニュースと悪いニュースのどちらを先に聞きたいですか。 

悪いニュース：貴社にはおそらく、すでに脅威が侵入しています。シスコのセキュリティ
 
サービス チームは大手

多国籍企業を対象に、悪意のあるトラフィックが社内ネットワークに見つかる会社が何社あるかを調査しました。

その結果、『シスコ年次セキュリティ レポート（2014 年）』に報告されているとおり、調査対象の企業ネット

ワークの 100 % に、マルウェアをホストするウェブサイトへのトラフィックが確認されました。企業の攻撃対象

は、モビリティ、クラウドおよびモノのインターネット（IoT）によって増加しています。同時に、ハッキングの

産業化は洗練された、検出が困難な脅威を産み出しています。多くの企業はいまだに、時間がかかる複雑な軽減

プロセスに依存しています。これらの要因が組み合わせられることによって、企業にとって大きな問題がもたら

されます。 

良いニュース：脅威に対する効果的な対抗手段があります。企業ネットワークへの侵入箇所を守り、最先端の脅

威からも保護し、脅威の検出・軽減能力を大幅に向上できる、強力なネットワーク防御機能を利用できます。し

かし、さらに良いニュースがあります。これらの防御のほとんどは、導入済みのシスコ ネットワークですぐに利

用できる、ということです。それにより、貴社の知的財産、お客様のデータや財務データ、評判を守りつつ、ビ

ジネスを防御する複雑性と時間を軽減することができます。 

その詳細を以下にご紹介します。 

増加する脅威 
セキュリティ アナリストは、以前は、攻撃されるかどうかではなく、いつ攻撃されるかが問題だ、と警告してい

ました。今日、事態はさらに悪化しています。自社のネットワークがいつ攻撃されるかすら問題にはなりません。

なぜなら、すでに攻撃を受けているからです。『シスコ年次セキュリティ レポート（2014 年）』によると、脅威

アラートは 2013 年に前年から 14% 増加し、そのほとんどは、バージョンアップ版の脅威ではなく、まったく新

しい脅威でした。さらに企業側の努力にもかかわらず、毎年、大手企業や公共部門ネットワークから、数百万も

の記録が盗まれています。 

シスコ セキュリティ サービス チームは昨年、数百の企業と協業し、そのなかには数十社のフォーチュン 500 企
業も含まれていました。いずれも自社のネットワークを保護するために数百万ドルの費用と、莫大な時間を投資

している、世界有数の多国籍企業です。シスコのセキュリティ サービス チームは毎日 8000 万もの悪意のあるサ

イトに対する Web リクエストをブロックし、5 万件のネットワーク侵入を検出しています。 

企業ネットワークの攻撃対象の増加 
悪意ある脅威と同じくらい、あるいはさらに早いペースで、企業への潜在的な侵入箇所が増加しています。10 年
前と比較すると、相当数のエンドポイントやネットワークへの侵入が発生しており、あまりのデータの多さに企

業の手に負えなくなっています。 

http://www.cisco.com/web/JP/solution/security/literature/pdf/Cisco-2014-ASR.pdf
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シスコのアナリストは、米国のホワイトカラーのおよそ 80% が現在仕事でモバイル デバイスを使用しており、

2017 年までに世界中の IP トラフィックのおよそ半分はモバイルになるだろうと予測しています。すべての新し

いデバイス、中でもとりわけ完全に管理されていないデバイスは、攻撃対象になる可能性があります。 

同じことがデータやアプリケーションについても当てはまり、現在、クラウド内でホストされるものがますます

増加しています。Cisco Global Cloud Index は、2017 年までに世界中のクラウド トラフィックの量は 3 倍になり、

ビジネスの作業負荷は年間で 44% 増加するであろうと予測しています。 

IoT の増加によって、すべてが複雑化します。シスコでは、2020 年までに世界中のネットワークに接続される小

型オブジェクトの数が 500 億に上ると予測しています。この中からセキュリティ侵害されたり、その後の攻撃の

ための踏み台となるものが出てきます。 

検出が難しい高度な脅威 
攻撃側が洗練され、多くの資金を獲得すると、脅威はさらに危険になります。脅威の進化をたどると、封じ込め

やすいウイルスから、より高度なワームやルートキット、洗練されたスパイウェアへと変化し、さらに現在は、

高度で継続的な脅威（APT：Advanced Persistent Threat）へと進化してきたことがわかります。 

今日、サイバー犯罪は世界的なビジネスとなりました。初めは洗練されていないフィッシング攻撃でしたが、今

では 10 億ドル規模の犯罪シンジケートにより、サービスとしての攻撃が行われるようになりました。サイバー犯

罪者が、特定企業のネットワークやビジネス慣行について幅広い調査を行ない、時にはその企業よりもそのネッ

トワークに詳しいほどになり、そのような知識に基づいて具体的な脆弱性に高度に的を絞ったマルウェアを作成

します。中にはネットワーク内に数ヵ月も留まり、ネットワーク、デバイス、ユーザに関するデータを収集して、

社内の別の場所で攻撃を開始する APT もあります。 

複雑で時間のかかる脅威の緩和プロセス 
ネットワークやアプリケーション環境の複雑性の高まりは、セキュリティにも当てはまります。社内で複数ベン

ダーのネットワーク エンドポイント、社内外と通信するアプリケーション、セキュリティ システムを利用してい

る場合、それらは連携しないことが多いため、個別の管理や緩和プロセスが必要となります。結果として、攻撃

への対抗手段として防御機能を追加しようとしても、そのプロセスは遅く、複雑になります。 

Verizon の『2014 年度データ漏えい/侵害調査報告書（DBIR）』によると、悪意ある侵害のおよそ 90% がたった

数分間で企業資産に侵入しています。Ponemon Institute によると、攻撃が検出されるまでは平均 80 日、解決ま

で 123 日かかっています。 

これらの脅威は仮説ではなく、すでに発生していることです。ここ数年間だけでも、およそ 3000 社以上の企業が

侵害され、次のようなデータ盗難が確認されました。 

● 小売業の POS（Point-Of-Sale）システムへの攻撃により、1 億以上のクレジット カード情報と個人情報が

盗難 

● 数千万の e-コマース ユーザ アカウントがハッキング 

● フィッシング攻撃や、クラウド/アプリケーション サービス プロバイダーに対する攻撃により数百万の顧

客の電子メール記録が盗難 

自分の会社は大丈夫だと自信を持って言えますか。 

http://www.verizonenterprise.com/DBIR/2014/
http://www.ponemon.org/local/upload/file/Post%20Breach%20Boom%20V7.pdf
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ネットワークを利用した情報セキュリティ アプローチ 
組織に侵入するには、悪意ある脅威、セキュリティ システム、デバイスなど、さまざまな経路がありますが、そ

こには 1 つの共通点があります。いずれもネットワークを媒介としているということです。組織のインフラが、

組織を監視し、保護するためのプラットフォームとして最適な理由がここにあります。ネットワークは、セキュ

リティ システム（マルウェア防御、境界セキュリティ、セキュリティのポリシー/手順など）に取って代わること

はできませんが、セキュリティ システムを補い、顧客とデータの保護を一層強固にすることができます。 

シスコは、一連の攻撃全体に対する防御を向上させるため、幅広い機能のポートフォリオを提供しています

（図 1）。 

● 攻撃前：ネットワークをセンサーおよびインスペクタとして活用することにより、詳細で幅広い環境の可

視化、未検出対象の検出、通常状態の把握を可能にします。 

● 攻撃中：ネットワークをセンサーおよびエンフォーサとして活用することにより、攻撃を封じ込め、機密

データへのアクセスを防ぎます。 

● 攻撃後：新しい SDN 機能を介してネットワークをセンサーおよびエンフォーサとして活用することにより、

脅威防御を自動化して、企業ネットワーク全体にわたるリアルタイムのインフラストラクチャ更新を実現

し、脅威の防御/緩和を加速します。 

図 1.   ネットワークを脅威防御に活用 

 

Cisco ACI でセキュリティへの志向をネットワーク アクションに変換 
セキュリティ強化と脅威に対するすばやい対応をさらに複雑化させているのが、セキュリティ ポリシーです。歴

史的に見ると、ポリシーはインフラストラクチャを基盤とし、特定の資産、IP アドレスおよびネットワーク セグ

メントにアクセスできるユーザやデバイスを設定したルールを定義し、強化してきました。しかし、仮想リソー

ス、クラウド アプリケーション、BYOD の急増により、企業ネットワークははるかに複雑になりました。セキュ

リティがこれらの変化の速度に遅れをとらないようにするには、企業のポリシー フレームワークをよりスマート

かつ高速にする必要があります。 
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シスコ アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）は企業向けの新しいポリシー枠組みです。

データ センターから企業ネットワーク全体に広がる、一元化された、共通かつポリシーベースの運用モデルを提

供します。Cisco ACI  を使用するとセキュリティ ポリシーをはるかに早く、より効率的に定義および強化するこ

とができます。 

Cisco ACI はアプリケーション プロファイルに基づいてポリシーを一元化し、自動化します。特定のネットワー

ク セグメント、IP アドレス、または接続方法から独立し、アプリケーションやユーザに基づいてセキュリティ 
ポリシーを定義できます。Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）Enterprise Module を通じて

提供される新しいネットワーク プログラム制御機能を使用することで、Cisco ACI からセキュリティの設定を変

更したり、脅威への対応を一元的に行うことができます。Cisco APIC エンタープライズ モジュールはそれらを

ネットワークの隅々で自動的に実行します。このように、Cisco ACI を使用することで、セキュリティ ポリシー

を複雑な現実世界のネットワーク環境に合わせ、脅威の軽減能力を大幅に強化します。 

シスコは最新のセキュリティ機能の幅広いポートフォリオを提供し、攻撃前、攻撃中そして攻撃後もビジネスを

保護します。これらの機能を活用することで、ネットワークを次のように使用できます。 

● センサー：検出されなかった可能性がある悪意のあるトラフィックのフロー、ポリシー侵害、および危険

にさらされているデバイスを特定し、未検出のものを検出して標準の状態を把握します。 

● エンフォーサ：ネットワークをセグメント化して攻撃を封じ込め、攻撃対象を制限します。また、機密ト

ラフィックを暗号化し、ブランチ拠点を保護します。 

● 軽減アクセラレータ：ネットワーク全体で脅威軽減と修正対応を自動化します。 

攻撃前、攻撃中、さらに攻撃後に貴社のビジネスを保護するため、シスコ ネットワークが実行できることについ

て詳しく見てみましょう。 

センサーとしてのネットワーク 
見えないものを守ることはできません。しかし、貴社のデータが企業内外にある数万台のデバイスや人の間を行

き交う世界において、何が起こっているかを把握するにはどうすればよいでしょうか。シスコでは、貴社環境内

のあらゆる場所で疑わしいトラフィック フロー、ポリシー侵害および危険にさらされているデバイスを検出する

ために必要なツールを提供します。これらのツールの多くは貴社ネットワーク内にすでにあり、アクティブにな

るのを待っています。 

センサーとしてのネットワークの中心にある NetFlow 
Cisco IOS Flexible NetFlow は、ネットワーク通信を長時間にわたって記録し、あらゆるネットワーク通信の強力

な情報ソースとして機能します。IP トラフィックの送信元、送信先、タイミング、アプリケーション情報を識別

してトラフィックを特徴付け、いつ、誰が、どのくらい長く通信したかを示す電話の請求書のように、詳細な情

報を提供します。 

Cisco IOS Flexible NetFlow はセキュリティ侵害を特定する重要なツールとして使用できます。異常な活動を特定

し、イベントのシーケンスを再構築するための証拠を提供し、コンプライアンスに活用するのに役立ちます。

Cisco IOS Flexible NetFlow は、セキュリティ アラートやネットワーク自動化を促し、将来の法科学解析用に保存

することができます。 

Cisco IOS Flexible NetFlow と「試用版」またはその他の NetFlow に対するサンプルベースのアプローチには大き

な違いがあります。セキュリティでは、重要な情報を見落とす可能性が少しでもあるより、すべてのフローを特

定して悪意のあるトラフィックを検出できる Cisco IOS Flexible NetFlow の完全なアプローチを必要としています。 
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脅威を検出するシスコ ネットワークの力を活用してください 
貴社のネットワークは、すべてのデバイス、トラフィック フロー、アプリケーション、ユーザ、およびマルウェ

アが攻撃の舞台となっています。これは貴社のビジネスやネットワークで発生しています。つまり、見る方法が

わかっていれば見ることができます。シスコのインフラストラクチャおよびセキュリティ ソリューションは、以

下において可視性、制御、コンテキストおよび解析を行う強力なプラットフォームを提供します。 

● デバイス： 

◦ Cisco Aironet® Access Point Module for Wireless Security は、不正なアクセス ポイントを検出します。 

◦ Cisco Catalyst® スイッチに組み込まれているデバイス センサー機能や、シスコの有線/ワイヤレス、お

よび VPN インフラストラクチャ全体でコンテキスト型の ID およびポリシー アクセス制御を一元化し

て提供する Cisco Identity Services Engine（ISE）を使用して、危険に晒されているデバイスやコンプラ

イアンス非対応デバイスを検出します。 

◦ Lancope StealthWatch System 機能と共に Cisco IOS Flexible NetFlow データおよび解析インテリジェ

ンスを使用すると、社内外のすべてのデバイスの評価の変更を確認できます Lancope StealthWatch 
System はネットワーク データの強力なインタラクティブ インターフェイスを提供し、同時にデータを

最適化してより長期間の保存を可能にします。 

● トラフィック： 

◦ Cisco IOS Flexible NetFlow、Lancope StealthWatch、および Cisco ISE を使用してコンテキスト型トラ

フィック フロー データを解析し、疑わしいトラフィック パターンの異常、マルウェア コマンドやコン

トロール トラフィック、APT などを検出します。 

◦ シスコ インフラストラクチャの Cisco IOS Software Control Plane Policing 機能、およびシスコ ワイヤ

レス アクセス ポイントやワイヤレス LAN コントローラの Cisco CleanAir® テクノロジーを使用して 
DoS 攻撃からネットワークを防御します。 

● アプリケーション： 

◦ Cisco IOS Flexible NetFlow および Next Generation Network Based Application Recognition（NBAR2）
を使用してさまざまなアプリケーションを認識し、アプリケーション動作の異常を検出します。 

● ユーザ： 

◦ 貴社が現在導入しているシスコ ルータ、スイッチおよびアクセス ポイント内の Cisco ISE および Cisco 
TrustSec® Security Group Tag（SGT）機能が提供する完全なコンテキスト型ユーザおよびデバイス情報

を使用して、アクセス ポリシーを侵害しようとするユーザを特定します。 

● マルウェア： 

◦ シスコ ブランチ ルータおよび Cisco Cloud Web Security に組み込まれている Cisco ScanSafe セキュリ

ティ機能を使用して、分散した企業全体で悪意のある電子メールや Web トラフィックを検出します。 

◦ シスコのルータ、スイッチ、およびセキュリティ アプライアンスの Cisco Intrusion Prevention System
（IPS）モジュールと、シスコのワイヤレス インフラストラクチャの Cisco Adaptive Wireless IPS 
Software は、さまざまなマルウェア攻撃、侵入、ボットネット、SQL インジェクションを識別します。 

◦ Web および電子メール セキュリティ アプライアンスおよび Cisco Cloud Web Security サービスと統合

された Cisco Advanced Malware Protection for Networks 機能を使用して洗練された APT  を検出します。 

◦ Cisco IOS Flexible NetFlow および Lancope StealthWatch System トラフィック解析インテリジェンス

をシスコ インフラストラクチャおよびセキュリティ ソリューションと統合し、内部のマルウェア伝播

やデータの引き出しをすばやく検出します。 

http://www.cisco.com/jp/go/wms
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/15-0_1_se/device_sensor/guide/sensor_guide.html
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/security/ise/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_2sb/feature/guide/cpp.html
http://www.cisco.com/jp/go/cleanair
http://www.cisco.com/jp/go/trustsec
http://www.cisco.com/jp/go/trustsec
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/router-security/data_sheet_c78-655324.html
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/security/cloud_web/index.html
http://www.cisco.com/jp/go/wips
http://www.cisco.com/web/about/ac49/ac0/ac1/ac259/sourcefire.html
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◦ 早期警告インテリジェンスを取得して、Cisco Security intelligence operations から新しく発生した脅威

を検出します。 

シスコと同じようなネットワーク インフラストラクチャ セキュリティの可視性/脅威検出機能や、貴社がすでに

行った企業ネットワーク投資を活用する製品を提供できるベンダーは他にありません。 

エンフォーサとしてのネットワーク 
社内のネットワークは高度な脅威を検出するための最適な場所であり、すべてのユーザとデバイスを、ビジネス

のあらゆる情報と結ぶインフラストラクチャでもあります。また、セキュリティ ポリシーを実施してアクセスを

制御し、脅威をブロック・隔離する場所としても優れています。 

貴社にあるシスコのエンタープライズ ネットワークは、以下を実現するために必要となる、重大な機能を提供し

ます。 

● 攻撃の封じ込め、潜在的侵入箇所のブロック、およびネットワークに入り込んで広範な損害を引き起こす

脅威を防ぐ 

● 適切な場合は通信を暗号化し、機密データを活用しようとする悪意ある人物からデータを保護する 

● 分散したブランチにおいて、安全でスケーラブルな直接インターネット アクセスと、包括的な脅威防御を

提供する 

攻撃の封じ込め 
戦争において作戦を成功させるために長年行われてきたのは、分割と防御です。つまり、保護しやすい、細分さ

れたエリアへと分割することで、事を有利に運ぶことができます。貴社のネットワークにも同じ原則が当てはま

ります。 

すべてが互いに自由にアセスできる、大規模なネットワークを持つ代わりに、ネットワークをセグメント化する

ことで攻撃を封じ込めることができます。このように、誰（または何）がどのリソースにアクセスできるかを厳

密に制御できます。貴社ネットワークがゼロデイ攻撃、APT、分散型 DoS（DDoS）を受けたり、デバイスが感染

したとしても、影響の広がりを制限することができます。攻撃の封じ込めには次の方法があります： 

● ネットワークのセグメンテーション： 

◦ Cisco TrustSec ソリューションと Cisco ISE を使用してネットワークをセグメント化し、ロールベース

で、トポロジ非依存/アクセス非依存のアクセス制御を強化します。Cisco TrustSec テクノロジーを使用

することでネットワーク セグメントやリソースに対するアクセスを、セキュリティ ポリシーに従ってコ

ンテキストおよびユーザ、デバイス、場所ごとにブロックできます。たとえば、認証済みの財務部門

ユーザからの SGT を使用したトラフィックのみが財務リソースにアクセスできるポリシーを設定できま

す。SGT では、メンテナンス請負業者クレデンシャルを持つユーザは、ネットワーク トポロジに関わら

ず、またはネットワークへのアクセスに有線/ワイヤレスのどちらを使用しているかどうか関わらず、財

務データへのアクセスをブロックされます （誤った業務内容のユーザが認証されていないリソースへア

クセスしようとしとすると、直ちに検出できます）。 

◦ ネットワークのセグメンテーション機能を使用して、規制コンプライアンスを簡素化します。たとえ

ば、財務または医療情報データを処理するネットワーク部分を、環境の他の部分から分離すると、企

業ペイメントカード産業セキュリティ標準（PCI DSS）および 1996 年の医療保険の携行性と責任に

関する法律（HIPAA）ネットワーク コンプライアンス監査の範囲やコスト、および複雑性を減らすこ

とができます。 

http://tools.cisco.com/security/center/home.x
http://www.cisco.com/jp/go/trustsec
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/security/ise/index.html
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● 詳細で一貫したアクセス管理の適用： 

◦ Cisco Unified Access™ ネットワーク プラットフォームは、有線およびワイヤレスのドメインに一貫した

ポリシーとユーザ エクスペリエンスを実現するフレームワークを提供します。Cisco ISE と Cisco イン

フラストラクチャの内蔵機能とを組み合わせて、ユーザ、デバイス、場所、時刻、接続タイプなどに基

づいてアクセスを制御し、有線、ワイヤレス、VPN のいずれのアクセス方式でも、一貫したアクセス 
コントロール ポリシーを適用できます。 

◦ Cisco ISE はネットワーク アクセス制御を自動化および簡素化します。これは、BYOD を導入する企業

にとって特に重要です。たとえば、エグゼクティブに対し、社内にある会社 PC へログインした場合は

機密リソースへのアクセスを許可するが、スマートフォンや自宅コンピューターからのアクセスは許可

しないよう設定できます。 

移動中のデータを暗号化して漏えいを防ぐ 
貴社のシスコ ネットワークは漏えいに対する最適な防御です。シスコは以下を実行するツールを提供します。 

● 移動中のデータを適切に暗号化： 

◦ シスコ ネットワーク ルータ、スイッチ、セキュリティ プラットフォームおよびワイヤレス インフラス

トラクチャは、有線（MACsec）、ワイヤレス（Datagram Transport Layer Security [DTLS]）、および 
WAN（IPSec、SSL）接続全体のトラフィックを暗号化する内蔵機能を提供します。 

◦ また、Cisco ISE は Cisco Mobile Device Management（MDM）パートナー統合機能の一部としてモバイ

ル トラフィック暗号化をサポートしています。 

● スプーフィングの防止： 

◦ シスコ ルータ、スイッチおよびワイヤレス LAN コントローラーに組み込まれている Cisco Catalyst 統
合セキュリティ機能セット（ポート セキュリティ、DHCP スヌーピング、IP ソース保護、動的 ARP 検
査）、および Cisco IPv6 First Hop Security（FHS）機能は、スプーフィングに対する防御を提供します。 

◦ Cisco CleanAir テクノロジーは、不正なアクセス ポイントやワイヤレス スペクトル攻撃に対する防御を

行います。 

ブランチでの安全な通信 
サイバー犯罪者にとって、規模が小さく、セキュリティ インフラストラクチャの中心から遠く離れているブラン

チ オフィスは防御上の弱点と見なされ、格好の標的となります。高度なシスコ セキュリティ ソリューションと、

すでに導入しているシスコ ブランチ ルータに組み込まれたセキュリティ機能を組み合わせることで、悪意あるイ

ンターネット トラフィックが貴社のネットワークに侵入しても、他の部分への侵入を防ぐことができます。 

貴社のシスコ ネットワークが提供できる機能： 

● 外部の脅威をブロックする強力なローカル ファイアウォール、侵入防止システム、VPN 接続性をサポー

トして外部の脅威をブロックする Cisco Integrated Services Routers（ISR）を使用した安全なブランチ 
エッジ 

● シスコ ブランチ ルータの Cisco Intelligent WAN 機能を使用し、豊富なアプリケーションとセキュリティ 
サービスで WAN からのトラフィックを安全にオフロードするセキュア トラフィック セグメンテーション 

● シスコ ISR の Cisco Application Visibility and Control（AVC）が提供するリアルタイムの Web フィルタリ

ング、および、高度なマルウェア保護、Cisco Cloud Web Security の脅威解析を通じた悪意ある Web サイ

トからの防御 

http://www.cisco.com/web/JP/solution/borderless/unified_access/index.html
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/security/ise/index.html
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/at_a_glance_c45-726284.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/at_a_glance_c45-726284.pdf
http://www.cisco.com/web/strategy/docs/gov/turniton_cisf.pdf
http://www.cisco.com/web/strategy/docs/gov/turniton_cisf.pdf
http://www.cisco.com/jp/go/fhs
http://www.cisco.com/jp/go/cleanair
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/routers/branch-routers/index.html
http://www.cisco.com/web/JP/solution/enterprisenet/intelligent-wan/index.html
http://www.cisco.com/jp/go/avc
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貴社はすでにシスコ ネットワークに投資しています。投資の潜在能力を最大限に活用して、シスコが提供する

ネットワークのセグメンテーション、ブランチのセキュリティ機能を有効にし、攻撃中もビジネスを保護しま

しょう。 

脅威を緩和するアクセラレータとしてのネットワーク 
貴社のシスコ ネットワークは、疑わしい行動を検出し、貴社のセキュリティ ポリシーを強化する幅広い機能を提

供します。しかし攻撃側も専門知識と豊富な資金を背景に、執拗に攻撃を試みます。ネットワークへの侵入が検

出された場合、どのくらい迅速に対応することができますか。 

新しいシスコ セキュリティ ソリューションでは、SDN  とネットワークのプログラマビリティを、貴社のシスコ 
ネットワーク インフラストラクチャ/ソリューションに組み込まれた機能と Cisco Prime® インフラストラクチャ

管理とを組み合わせて活用し、脅威へのすばやい対応を可能にします。 

軽減の加速と自動化 
高度な軽減機能の中心にあるのが、Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）エンタープライズ 
モジュール です。Cisco APIC エンタープライズ モジュールは Cisco ACI のビジョンをデータ センターから組織

のネットワークにまで拡張します。これにより、ポリシーに基づいてアプリケーション プロファイルを作成でき

るため、プログラミング可能なネットワーク環境を作成・使用して脅威の検出、軽減、アクセス制御リスト

（ACL）管理を一元的に行い、ネットワーク全体に自動的に広める措置を行うことができます。 

このネットワークのプログラマビリティによる自動化は、セキュリティに影響を与えるネットワーク変更を行う

際に重要です。次の 2 つの例について考えてみてください。 

● 脅威の検出と応答： 貴社のシスコ インフラストラクチャ内に統合されている脅威インテリジェンス テク

ノロジーが、主要キャンパスの建物の 1 棟で脅威を検出したと想定してください。脅威をブロックするに

は、ACL を変更する必要があります。これまでは、手動でプロビジョニングを行い、環境内のすべてのイ

ンフラストラクチャ デバイスを変更していました。この処理には、数日どころか数週間かかっていました。

Cisco APIC エンタープライズ モジュールを使用すると、ACL の変更は一度で済みます。Cisco APIC エン

タープライズ モジュールはその後、数時間以内でグローバル企業ネットワーク、すべてのキャンパス、す

べてのブランチ全体でプロビジョニングを行います。 

● プロアクティブな ACL 管理およびエラー修正：一般的な企業は、すべてのスイッチやルータ上に数千行の 
ACL コードを持っています。企業内のどこかの場所にある 1 つの構成ミスが、攻撃に対する脆弱性となっ

たり、コンプライアンス違反につながります。従来のマニュアル プロセスで検出・修正しようとすると数

時間を要する可能性があります。同様に、Cisco APIC エンタープライズ モジュールは脅威へ対応する際に 
ACL の変更を広め、ネットワークを監視してすべてのデバイスに正しい ACL があることを確認し、正し

い ACL を持っていないデバイスを特定して修正をサポートします。Cisco ACI により、データ センターか

ら WAN までを対象に、定期的にチェックされる 1 つの一貫したセキュリティ コンプライアンス ポリシー

を持つことができます。また、ネットワークにアクセスしてセキュリティ ポリシーに違反する変更が行わ

れていないことを確認できます。 

これらの機能により、ネットワーク セキュリティの管理や業務に割く時間やリソースを、大幅に削減できます。

しかしさらに重要なのは、あらゆる場所に潜む悪意ある脅威に、わずかな時間で即座に対応できることです。 

http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/netmgt/apic-em/index.html
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/netmgt/apic-em/index.html


 

 
    

ネットワークの防御に役立つ 5 つのステップ 
マルウェアやサイバー犯罪による脅威の進化は重大な問題です。幸い、シスコ ネットワークの防御機能も同様に

進化しています。貴社のデータ、顧客、評判を守るため、次の 5 つのステップで貴社のシスコ ネットワークへの

投資を最大限に活用してください。 

1. Cisco IOS Flexible NetFlow を有効化して、標準トラフィックのベースラインを把握し、疑わしい動作をプロ

アクティブに特定します。 

2. Cisco TrustSec ネットワーク セグメンテーション テクノロジーを導入して攻撃を封じ込め、コンテキストお

よびロール ベースのトポロジとアクセス非依存型のコントロールにより攻撃対象を狭めます。 

3. リンクを暗号化し、Cisco Catalyst 統合セキュリティ機能を使用して、通信中のデータを保護します。 

4. Cisco Intelligent WAN を導入し、直接インターネット アクセスを使用してブランチを保護します。 

5. Cisco APIC エンタープライズ モジュール を導入し、セキュリティ設定と脅威の軽減を加速化します。 

詳細情報 
シスコ ネットワークを活用してビジネスを防御する方法の詳細については、http://www.cisco.com/jp/go/en を参照

してください。 
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