
データシート
Cisco Umbrella

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

「�リモートユーザの 
85 % が、インター
ネットに直接アクセス
することがあると回答
しています」

ESG Research、
2019 年 1 月、「Market Dynamics 
Impacting Remote and Roaming 
User Security Requirements」

Cisco Umbrella：Secure Internet 
Gateway（SIG）Essentials パッケージ
新たな標準 - 分散ネットワーク
企業のセキュリティとネットワークは大幅な変革を遂げつつあります。従来
は、ブランチオフィスからのインターネットトラフィックはすべて中央に一
度ルーティングされ、セキュリティ機能はそこで適用されていました。現在
あらゆる場所で、クラウドアプリケーションを大規模に使用することが事業
運営に必要不可欠になっています。組織の 32 % が、現在使用しているアプリ
ケーションの大半が SaaS ベースであると回答しており、この数は今後 2 年
間に 60 % に増加すると予測されています。¹ ブランチオフィスでは、セキュ
リティを一元化するアプローチは現実的でなくなっています。トラフィックの
バックホールが高コストになっているため、パフォーマンス上の問題が発生す
るからです。その結果、多くのリモートオフィスでは、利便性およびパフォー
マンス面から、インターネットに直接アクセスする方式が採用されるようにな
りました。リモートユーザの 85 % が、インターネットに直接アクセスするこ
とがあると回答しています。こうした理由から、多くの組織ではネットワーク
を分散させるアプローチが採用され、リモートロケーションでのパフォーマン
スを最適化するために SD-WAN ソリューションが導入されています。これに
より、こうしたオフィスでのダイレクトインターネットアクセス（DIA）のパ
ス効率は向上しますが、新たなセキュリティ上の課題も発生しています。

セキュリティ上の課題
ネットワークの分散化が進むにつれて、セキュリティポリシーが一元的に適用できなくなることから、攻撃を受けるリス
クや、コンプライアンス違反が増加するリスクが高まっています。セキュリティチームは、すでにサイバーセキュリティ
に対する脅威への対応に苦慮しています。また、こうしたチームの多くが、多数のポイントソリューションの統合と管理
が難しいという問題を抱えています。77 % の組織が、導入しているセキュリティツールの数が 25 を超えていると回答
しています。¹ これらのポイント製品から数千ものアラートが生成されるため、アナリストが分析することが非常に困難
になっています。その結果、毎日発生する多くのアラートが放置され、44 % は調査されないままになっています（「シ
スコ 2018 年セキュリティベンチマーク調査」）。

IT セキュリティの問題点

可視性とカバレッジ
におけるギャップ

大量のセキュリティツール
による複雑化

ネットワークの分散化というトレンドとセキュリティ上の課題に対処するために、セキュリティリーダーたちは、クラウ
ド型の統合ソリューションを選択するようになっています。こうしたソリューションにより、ユーザを保護するさまざま
な手段が提供され、ユーザの環境がシンプルになると同時に、帯域幅コストおよびリソースが少なくてすむようになり 
ます。

限定された予算および�
セキュリティリソース
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組織が SIG に注目
する上位 3 つの 
理由
• セキュリティカバレッジの拡大

• リモートロケーションが一元化さ
れ、一貫したポリシー適用が可能

• パフォーマンスおよびユーザ満足
度の向上

ソリューション：Cisco Umbrella - SIG Essentials パッケージ
Cisco Umbrella は、複数のセキュリティサービスを単一のクラウドプラット
フォームに統合することで、インターネットへのアクセスを保護し、クラウ
ドアプリケーションの使用を制御します。Umbrella Secure Internet Gateway
（SIG）Essentials パッケージには、これまで個別に必要だったファイアウォー
ル、セキュア Web ゲートウェイ、DNS レイヤセキュリティ、脅威インテリ
ジェンス、クラウド アクセス セキュリティ ブローカ（CASB）ソリューショ
ンが統合された、広範なセキュリティ機能のセットが含まれています。これら
のソリューションのすべてを単一のプラットフォームおよびダッシュボードか
ら利用できるため、Umbrella を使用することで、導入、設定、統合にかかる時
間、費用、リソースを大幅に削減することができます。Umbrella はご利用の 
SD-WAN 環境と統合できることから、他に類を見ないパフォーマンス、セキュ
リティ、柔軟性が同時に実現され、エンドユーザとセキュリティチームの両方
にメリットがあります。

DNS レイヤセキュリティ
DNS の解決はインターネットアクセスへの第一段階であ
ることから、このコンポーネントは脅威に対する防御の
最前線としての役割を果たします。DNS および IP レイヤ
でセキュリティを適用する Umbrella は、悪意のある望ま
しくない宛先への要求を、接続が確立される前にブロッ
クします。また、ポートやプロトコルを利用した脅威が
ネットワークやエンドポイントに到達する前に阻止しま
す。クラウド型のサービスとして、Umbrella は以下を実
現します。

• すべてのネットワークデバイス、オフィス、ローミン
グユーザのインターネットアクセスを保護するために
必要な可視性を実現します。

• DNS アクティビティを、セキュリティ脅威または Web 
コンテンツの種類、および実行されたアクション（ブ
ロックされたか許可されたか）別に分類し、ログに記
録します。

• さらに詳細な調査に備えて、すべてのアクティビティ
のログを必要な期間保持します。

• 迅速に導入して、数千単位のロケーションおよびユー
ザに数分で対応できるため、投資を短期間で回収でき
ます。

ロケーションやユーザによっては、この水準の保護で十
分な場合もあれば、コンプライアンス規制に対応した
り、リスクをさらに軽減したりすることが求められ、よ
り詳細な可視性や制御が必要となる場合もあります。

セキュア Web ゲートウェイ（フルプロキシ）
Umbrella にはクラウドベースのフルプロキシが用意され
ています。このプロキシは、すべての Web トラフィック
を検査して記録し、優れた透過性、制御機能、保護機能を
実現します。フルプロキシの機能には下記のものがあり 
ます。

• Cisco AMP エンジンおよびサードパーティのリソース
を使用して、受信ファイルにマルウェアなどの脅威が仕
込まれていないかリアルタイムで検査する 

• Cisco Threat Grid の高度なファイルサンドボックス機
能（静的および動的な脅威インテリジェンスを利用し、
悪意のあるファイルを検出してレポート） 

• SSL 通信のすべてまたは選択したものを復号すること
で、隠蔽された攻撃および対処に時間がかかる感染から
組織を強力に保護する 

• フル URL アドレス、ユーザ ID、ネットワーク ID、アク
ション（許可またはブロック）、外部 IP アドレスを利
用した詳細なレポート機能 

• カテゴリまたは特定の URL によるコンテンツフィルタ
リングにより、ポリシーまたはコンプライアンス規制に
違反した宛先をブロックする 

• 一部のアプリケーションでの特定のユーザアクティビ
ティをブロックする機能（例：Box および Dropbox へ
のファイルアップロード、Gmail へのファイル添付、
Facebook や Twitter での投稿/共有）

IPsec トンネル、PAC ファイル、プロキシチェーンを使
用してトラフィックを Umbrella に転送し、包括的な可視
性、URL およびアプリケーションレベルでの制御、高度
な脅威からの保護を実現します。

Umbrella の主要なコンポーネント
以下のコンポーネントが、単一のクラウド型プラットフォームにシームレスに統合されています。
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主な利点
• すべてのポートとプロトコルを対
象とした広範なセキュリティカバ
レッジ

• ネットワーク内外のセキュリティ
保護

• 迅速な導入と柔軟な適用レベル
• 価値がすぐに実現し、総所有コス
トが低下

• 単一のダッシュボードによる効率
的な管理

• ハイブリッドエニーキャストによ
る優れた速度と信頼性

クラウド アクセス セキュリティ ブローカ（CASB）の機能
Umbrella は、お客様の環境全体で使用されているクラウドアプリケーションを
検出して報告する機能により、シャドー IT を特定できます。ベンダー、カテゴ
リ、アプリケーション名、検出されたアプリケーションのアクティビティの量に
関する概要レポートが自動的に作成されます。ドリルダウンレポートには、Web 
レピュテーションのスコア、財務への影響の可能性、関連するコンプライアンス
認定などのリスク情報が含まれています。

アプリケーション検出機能により、以下が実現されます。

• 使用されているクラウドアプリケーションを詳細に可視化 
• アプリケーションの詳細情報およびリスク情報の提供 
• 特定のアプリケーションをブロック/許可
こうした詳細情報によりクラウドアプリケーションの管理機能が向上してリスク
が低減し、業務環境に不適切なクラウドアプリケーションがブロックされます。

クラウド提供型ファイアウォール
Umbrella のファイアウォールは、すべてのアクティビティを記録し、IP、ポー
ト、プロトコルの各ルールに基づいて望ましくないトラフィックをブロックする
ことができます。トラフィックを転送する場合は、任意のネットワークデバイス
から IPsec トンネルを設定するだけです。Umbrella のダッシュボードを利用し
て管理でき、新しいトンネルが確立されると環境全体で一貫したセキュリティポ
リシーが自動的に適用されるため、セットアップが容易です。

Umbrella のクラウド提供型ファイアウォールには、以下のような特長があり
ます。

• すべてのポートおよびプロトコルにおけるインターネットトラフィックを可視
化して制御可能 

• IPsec トンネルをサポートし、クラウド インフラストラクチャへ安全にルー
ティング 

• 自動ログレポート
• Umbrella のダッシュボードで IP、ポート、プロトコルのポリシーをカスタマ
イズ可能

脅威インテリジェンスをインタラクティブに活用することでインシデント対応を改善
Umbrella は毎日 1,800 億件の DNS リクエストを分析しています。シスコは、自社のグローバルネットワークからすべて
のインターネット アクティビティ データを巨大なグラフデータベースに取り込み、そのデータに対して統計モデルおよ
び機械学習モデルを継続的に適用しています。またこの情報は、Umbrella のセキュリティ研究者によって常に分析され、
Cisco Talos のインテリジェンスで補完されることで、さまざまな脅威を効率的に検出してブロックするために利用できま
す。この脅威インテリジェンスによって強化された Umbrella のデータをお客様が利用して、インシデント対応力を向上さ
せることができます。組織が SIG を導入する主な理由の 1 つは、脅威を検出して対応する能力の強化です。¹

アナリストは、Umbrella Investigate を利用して、インターネット上のドメイン、IP、マルウェアに関する豊富なインテリ
ジェンスを得ることができます。Investigate では、Umbrella のすべての脅威インテリジェンスをリアルタイムに利用でき
るため、アナリストには以下のようなメリットがあります。

• インターネットを包括的に分析し、脅威を詳細に可視化できる 
• インシデント調査の優先順位を適切に設定できる 
• インシデント調査および対応の時間が短縮する 
• 攻撃者のインフラストラクチャを特定して解析することで、今後の攻撃の発生源を予測できる 
• Investigate のデータと他のセキュリティ オーケストレーション ツールを簡単に統合できる
インターネットに対するシスコ独自の調査方法により、悪意のあるドメイン、IP、URL が攻撃に利用される前にそれらを
検出し、アナリストの調査を支援します。

「�回答者の 76 % がリ
モートのセキュリティ
課題を解決するため
に、マルチファンク
ション セキュリティ 
プラットフォームを�
選択」
ESG Research、
2019 年 1 月、「Market Dynamics 
Impacting Remote and Roaming 
User Security Requirements」

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/talos.html
https://umbrella.cisco.com/products/threat-intelligence/
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詳細情報
Umbrella SIG Essentials パッケージの詳細については、シスコのセー
ルス担当者までお問い合わせください。

「�Umbrella を利用する
ことで、当社のブラン
チは、データセンター
にバックホールせず
に、ローカルからイン
ターネットに安全にア
クセスできます」

プロフェッショナルサービス企業
IT ディレクター

https://www.techvalidate.com/
tvid/3E6-9DA-F77

Cisco SD-WAN の統合
インターネット向けトラフィックのバックホールはコストがかかるうえ、遅
延が増大します。多くのブランチオフィスは、SD-WAN を導入してダイレ
クト インターネット アクセス（DIA）を実現することで、ネットワーク イン
フラストラクチャをアップグレードしています。ESG による最近の調査によ
ると、適用範囲に違いはあるものの、組織の 76 % が SD-WAN を利用して
います。¹ Umbrella と Cisco SD-WAN を統合することで、Umbrella をネッ
トワーク全体に導入し、クラウドによる強力なセキュリティを利用して、イ
ンターネット上の脅威やクラウドへのアクセス時の脅威から保護できます。
Umbrella は、必要な保護レベルおよび可視性のレベルに応じてセキュリティ
ポリシーを柔軟に作成できます。これらはすべて、Umbrella のダッシュボー
ドから可能です。

Cisco SD-WAN vManage のダッシュボードから 1 つの設定を利用して数百
台に及ぶデバイスに Umbrella を導入し、DNS レイヤセキュリティを実現で
きます。また、Umbrella のセキュア Web ゲートウェアおよびクラウド提供
型ファイアウォール機能を、1 つの IPsec トンネルを使用して導入すること
で、セキュリティを強化し、よりきめ細かく制御することが可能です。シス
コの統合アプローチは、ブランチのユーザ、接続デバイス、使用中のアプリ
ケーションによって発生するすべての DIA ブレイクアウトを保護します。

「�Umbrella を利用する
ことで、ユーザベー
ス全体でセキュリティ
侵害のリスクを最小限
まで軽減することがで
きます。このソリュー
ションにより、ブロー
ドバンド インター
ネットをブランチから
直接利用できるので、
セキュリティを犠牲
にすることなく、イン
ターネットアクセスの
速度が向上しました」

プロフェッショナルサービス企業
IT ディレクター

https://www.techvalidate.com/
tvid/B6E-142-D48

1：ESG Research、2019 年 1 月、「Market Dynamics Impacting Remote and Roaming User Security Requirements」 
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