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Cisco Umbrella Roaming

ユーザを常時保護するための最も容易かつ迅速な方法

シスコの次世代ファイアウォール向けのクラウド セキュリティ サービス
Umbrella Roaming は、DNS クエリが解決されるときに悪意のあるドメイン要求と IP 応答をブロックする
ことで、VPN に接続していない従業員を保護します。DNS レイヤにセキュリティを適用することにより、接
続の確立やファイルのダウンロードを確実にブロックできます。ラップトップへのマルウェアの感染や、あ
らゆるポートを介した C&C コールバックやフィッシングによるデータ搾取も防止できます。さらに、C&C 
アクティビティによって感染したラップトップのリアルタイムの可視性も得られます。

エージェントの追加やユーザによるアクションなしでモバイル ワーカーを保護
境界セキュリティをバイパスするすべてのインターネット アクティビティがシスコのセキュリティ サー
ビスを介して行われるようになり、オフネットワークの盲点が排除されます。Umbrella Roaming は、
Windows または Mac OS X 用の AnyConnect に完全に統合されます。また、VPN を使用する場合とは
異なり、エンドユーザによる新たな操作は不要であり、パフォーマンスも低下しません。2 

従業員のワーク スタイルの変化
従業員の 82 ％ は VPN を使用しない場合があることを認めている2 

従業員が仕事のために使用するクラウド アプリケーションは増えつづけており、仕事用ラップトップが個
人的な目的にも使用されているため、現実には、すべての接続が VPN 経由で行われているわけではあり
ません。ネットワークは境界を超えて広がっており、セキュリティもそれに対応する必要があります。 

従業員の 49 % はモバイル ワーカーであり、防御できていない3

夜間や週末にはゼロデイ マルウェアが急増します。これは、この期間はローミング中であり、脆弱であるこ
とを攻撃者が知っているからです。実際、悪意のある電子メールにあるリンクの 22% はローミング時にク
リックされています。4セキュリティによって脅威を完全に阻止できるわけではありませんが、セキュリティ
は常時適用される必要があります。 
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概要 

課題
NGFW が対応できないトラ
フィックが 25% ある1

Cisco AnyConnect VPN を使用する
場合、次のような要因のために、すべ
てのポートのすべてのトラフィックが
常に境界セキュリティにバックホー
ルされるわけではありません。

•  クラウドのアプリケーションと
データ

• 個人的な Web ブラウジング

• スプリット トンネルの設定

また、エンドポイント セキュリティ
（AV など）では、モバイル ワーカー
の保護には不十分です。

ソリューション
Cisco NGFW + Cisco Umbrella

VPN への接続に関係なく、すべて
のポートに関して、Windows および 
Mac OS X のローミング ラップトッ
プ用のセキュリティを提供できます。 

1. cs.co/gartner-prediction
2. cs.co/IDG-survey
3. cs.co/sans-survey
4. cs.co/proofpoint-report
5. cs.co/dns-latency、system.opendns.com 
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脅威を発生前に予測する方法
多様なリアルタイム データによってインターネット アクティビティのパターンを抽出
DNS、WHOIS、BGP、IP 地理情報、SSL 証明書、さらにはファイル接続を関連付けることで、潜在的な
脅威のあるドメインと IP の完全な見取り図を得ることができます。

自動統計モデルによって悪意のある接続先を特定
Amazon が購入パターンを分析して次に購入する商品を推奨したり、Pandora が音楽の再生パター
ンを分析して次の曲を再生したりするのと同様に、シスコは、インターネットのアクティビティ パター
ンに基づいて、次の脅威に向けて準備している攻撃者のインフラストラクチャを特定します。 

セキュリティ チームとシステム管理チームのどちらにとってもシンプ
ルな方法 

2  
•  ローミング セキュリティを有効にすると同時に、モバイ
ル ワーカーを悪意のある接続先から保護できます。 

• 脅威による Web ブラウザ経由の要求があった場合、エ
ンドユーザにはカスタマイズ可能なブロック ページが
表示されます。 

•  ドメインを許可するだけで、ブロックされたサイトにただ
ちにアクセスできます。
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脅威に対する即時の可視性

• ネットワーク外で発生している毎日、毎週、または毎月の
セキュリティイベントを受信トレイまたはシスコのダッ
シュボードで確認できます。

• 脅威の増減や、セキュリティ イベントが最も多いドメイ
ンおよびラップトップを確認できます。

•  ドメインまたはラップトップごとにすべてのアクティビ
ティの詳細を確認することによって、インシデントに対応
できます。

インシデント対応の詳細なログ 

•  時間、ドメイン、カテゴリ、ラップトップ、またはIP ロケー
ションごとに詳細なリアルタイム インターネット アク
ティビティを過去30日分表示し、必要に応じてフィルタリ
ングできます。

•  「上位 N」サマリーレポートが最大 2 年間保存され、自分
や他者の受信トレイにスケジュール設定することができ
ます。 

数分でローミングを実現

• Windows または Mac OS X 用の Cisco AnyConnect 
v4.3で使用可能なローミング セキュリティ モジュール
を有効にするだけです。

または  

•  Windows または Mac OS X 用のスタンドアロンの
Umbrella Roaming クライアントを他のリモート アクセス 
VPN クライアントとともに導入します。 

デフォルトでグローバルなセキュリティ 

シスコのスピードと信
頼性が優れている理由
の参照先

•  ネットワーク チームの場合は
cs.co/point-dns/ [英語] にアク
セスして、シスコが 2006 年以降 
100% の稼働時間を維持してい
ることをご確認ください。

•  システム管理チームの場合は、
cs.co/lightweight [英語] にアク
セスして、PC リソースが全く使用
されない理由をご確認ください。 
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http://cs.co/point-dns/
http://cs.co/lightweight

