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効果的なセキュリティ ポリシー管理を簡素化

Cisco Defense Orchestrator：
ビジネス意思決定者向けの
プレゼンテーション



エンドツーエンドのセキュリティ体制の維持は複雑
さを増す一方

少ないリソースでより多くのことを実行

最新の脅威の先手を打つ

ビジネス ニーズへの対応を継続する

セキュリティのポリシーおよびルール
における継続的な変更を管理する



こんな声を聞いたことはありませんか？

最新の脅威に対応するために、
新しい次世代ツールを追加したい
のですが、そのための知識、時間、
リソースが不足しています。こうし
たツールの内容は複雑すぎます。

会社の成長に合わせて一貫した
セキュリティを維持するのはとて

も大変です。

私のチームは限界まで追い

詰められています。日々発生
するポリシー変更の要求に
対応するだけで精一杯です。



概要

Cisco Defense 
Orchestrator シスコのセキュリティ製品を対象にした、

クラウドベースの管理ソリューション



シンプル

ルール、ポリシー、
アプリケーション、
ブランチを簡単に管理

次世代の機能を簡素化

テンプレートおよびポリ
シー ブロックを使用した

管理（一度の開発と検証
で、必要なすべての場所
に適用）

境界内および境界外の
ポリシーを管理

効果的効率的



シスコ
Umbrella

ポリシー変更の管理

ポリシーの分析と最適化

変更のスケーラブルなオーケストレーション

ポリシーのモニタリングとレポート

ネットワーク運用チームを支援し、高度な
セキュリティ ソリューションを最大限に活用

Cisco ASA with FirePOWER™ Services
Cisco Web セキュリティ アプライアンス

Cisco® ASA 
5500-X シリーズ、Firepower 

4100 シリーズ。
Firepower 9300 および
ASAv ファイアウォール



シンプル



次世代の保護を簡単に管理

セキュリティを犠牲にすることなくポリシーの管理を
合理化し
次世代の防御を簡素化

新しいブランチでのセットアップが
コピー アンド ペーストと同じぐらい
簡単に

セキュリティ ポリシーを一元管理
（オーケストレーション）



次世代の保護を簡単に管理

Defense Orchestrator を使用する
ことで、1 つのインターフェイスを使
用して、ASA、ASAv、ASA with
FirePOWER™ Services、
Cisco® Web セキュリティ アーキ
テクチャ、および Cisco Umbrella
を管理できます。



セキュリティ ポリシーを一元管理
（オーケストレーション）

モニタリング：影響を受けるす
べてのセキュリティ サービス

およびデバイスを対象に、ポ
リシーの導入およびアクティ
ビティを追跡

• オフラインからのインポート

• デバイスからの直接検出

デバイスのオンボーディング

セキュリティ ポリシー
の管理

OOB の通知

レポート

オブジェクトおよび
ポリシーの分析

最適化：セキュリティ ポリ
シーのルール セットを調整し、
パフォーマンスを最適化

監査：ポリシーについて
把握し、問題を識別

変更管理：セキュリティ サービ

スおよびデバイスに対する変更
の影響を可視化

変更の影響の
モデル化

Cisco® Defense Orchestrator

Defense Orchestrator が、あらゆるセキュリティ ポリシーの管理を支援



新しいブランチでのセットアップがコピー
アンド ペーストと同じぐらい簡単に

セキュリティ
ポリシー

本社

ブランチ

ブランチ

新規ブランチ

すべてのブランチを対象に、一貫性
のあるセキュリティ ポリシーを適用す
るのに役立つセキュリティ ポリシー
テンプレートを作成

x
x




効率的



リソースの能力を拡大
少ないリソースでより多くを実現

クラウドベースのソリューションが、
メリットを実現するまでの時間を短
縮し、コストの削減を支援

ポリシーの一元管理により、複数
のツールを使う必要性を解消

すべてのデバイスを対象にポリ
シーの可視性を実現して問題に
対処し、ミスを防止



Defense Orchestrator は、貴社のチームが時間と
投資を最大限に活用できるように支援

レイヤ 7 の自動的な保護を実現。
手動での更新の必要なし

シンプルな検索ベースの管理を活用
して、デバイス全体に対するポリシー
の適用状況を素早く確認

セキュリティ ポリシー テンプレートを
作成して、誰でもポリシーを導入可能



効果的



複雑さを増すことなくセキュリティの向上を実現
ギャップを解消してセキュリティ体制を強化

一貫したポリシーの設計と導入

アプリケーション層へ保護を拡張

計画外の変更を検出し、修復



一貫したポリシーの設計と導入

ポリシーの変更を一貫して適用

新規デバイスのセットアップ時に適切な
ポリシーを確実に適用

ポリシーの不要なバリエーションを削減

Defense Orchestrator を利用して変更管理のアプローチを向上



問題に迅速かつ系統的に対応

問題の検出と修復

潜在的なリスクに対して、
より迅速に対応

アウトオブバンドの変更通
知を利用

適切な変更が実施されて
いることを確認

クラウドベースのレポート
により、リアルタイムで把握

問題を簡単に判別

オブジェクトおよびポリシーの分析を利用して、重複し
た設定、未使用の設定、一貫性のない設定を判別

!



アプリケーション層へ保護を拡張

レイヤ 7 の保護とセキュリティ イン
テリジェンス フィードの自動的な更
新により安全性を確保

接続先、カテゴリ、攻撃、リスクに
関するレポートを利用して、ポリ
シーの効果を追跡

次世代のセキュリティをオブジェク
ト レベルで管理

!



使用例



使用例：2,500 店を全国展開する小売チェーン

Cisco® Defense Orchestrator が以下を支援します…

ビジネスにおける課題

導入の合理化現行ポリシーの
検出と分析

標準ポリシーを作成 1 つの場所から
ポリシーの変更

を展開

• エンタープライズ規模のポリシー管理を実現

• 地域のストア、従業員、および顧客を保護

• 迅速な導入時間をサポート

• スケーラブルである必要性



使用例：NGFW へとアップグレードし、セキュリティ
体制の最適化を目指す、全国規模の設計・建築会社

Cisco® Defense Orchestrator が以下を支援します…

ビジネスにおける課題

ポリシーの
設定をモデル化

現行ポリシーの
検出と分析

オブジェクトお
よびルール

の問題を解決

OpEx モデルを
採用し、NGFW 
の機能を実現

• 次世代の機能を必要とする新しいセキュリティ目標

• ポリシーの変化

• 限られたスタッフ

• 多数のリモート ユーザ

• CapEx から OpEx への移行



これはあくまでもシスコではなく、お客様のご意見
です

「これは、私たちのビジネスにとって大きな価値があ
ると思います。特に、導入の時間の短縮と、コスト構
造の縮小で大きな効果があります。」

— 金融管理サービス プロバイダーの IT 部門の VP

「とても嬉しいですね...これで安心です...ファイア
ウォールで標準的な設定をしようとしたんですが、
これが大変なんです。...『Defense Orchestrator』は
非常に役に立つはずです」

— ネットワーク運用マネージャ



Defense Orchestrator：セキュリティ ポリシーの管理
をシンプルに、効率的に、そして効果的に

効率的
リソースの能力を拡大

シンプル
セキュリティ ポリシーの

管理と次世代の防御を合理化

効果的
複雑さを増すことなくセキュリティを向上



お問い合わせ

Cisco® Defense Orchestrator 
についてさらに詳しく把握

www.cisco.com/go/cdo

当社のチームによるデモと価値
の実証をスケジュール

cdosales@cisco.com

http://www.cisco.com/go/cdo
mailto:cdosales@cisco.com
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