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小企業での導入や、各規模
の企業における最前線の

防御に最適

中企業での導入や、各規模
の企業における最前線の

防御に最適

Cisco SD-WAN を導入済
みの企業や、高度なセキュリ
ティと Web ポリシーを必要

とする大企業に最適

ライセンス ユーザ数ベース

セキュリティ・制御
DNS レイヤセキュリティ

フィッシング、マルウェア、ボットネット、その他の高リスクカテゴリ（クリプトマイニング、
新たに確認されたドメインなど）に関連付けられたドメインをブロック ● ● ●

パートナーとの統合（Splunk、Anomali など）やカスタムリストに基づいて、
Enforcement API によりドメインをブロック ● ● ●

DNS をバイパスする C2 コールバック用の IP 直接接続をブロック¹ ● ●
セキュア Web ゲートウェイ

プロキシを利用して Web トラフィックを検査  
危険なドメインに関連する
トラフィックを検査（選択的

プロキシを利用）
すべての Web トラフィック

SSL（HTTPS）トラフィックの復号と検査  選択的プロキシを利用 ●

Web フィルタリングの有効化 ドメインまたは 
ドメインカテゴリ別

ドメインまたは 
ドメインカテゴリ別

ドメイン、URL、 
またはカテゴリ別

カスタムブロックリスト/許可リストを作成 ドメインが対象 ドメインが対象 URL が対象
Cisco Talos およびサードパーティのフィードに基づいて URL をブロックし、AV エン
ジンおよび Cisco Advanced Malware Protection（AMP）のデータに基づいてファイ
ルをブロック

 選択的プロキシを利用 ●

Cisco Threat Grid クラウドサンドボックス環境を利用し、不審なファイルを分析
（200 ファイル/日）   ●

レトロスペクティブ セキュリティを利用して、悪意のあるファイルに判定が変わった
ファイルを特定   ●

クラウド提供型ファイアウォール

レイヤ 3/レイヤ 4 ポリシーを作成して、特定の IP、ポート、プロトコルをブロック   ●
IPSecトンネル終端を使用   ●
クラウド アクセス セキュリティ ブローカ（CASB）

アプリケーション検出レポートを使用してドメインをベースにシャドー IT を検出し、
ブロック ● ●  

アプリケーション検出レポートを使用して URL をベースにシャドー IT を検出し、
ブロック   ●

特定のアプリケーションに対するきめ細かいポリシーの作成と適用（アップロードや添
付ファイル、投稿のブロックなど）   ●

Umbrella Investigate 

対話型の脅威インテリジェンスを利用するため、Investigate の Web コンソールへア
クセス（1 login）  ● ●

ドメイン、URL、IP、ファイルの脅威インテリジェンスとともに、他のツールやシステムを強
化するために、Investigate on-demand enrichment API を利用（2,000 リクエスト/日）  ● ●

Umbrella と Cisco AMP、Threat Grid、E メールセキュリティ、NGFW を集約するため、
Cisco Threat Response と統合

Enforcement API を利用
した場合のみ ● ●

Cisco Umbrella パッケージ比較
Cisco Umbrella は、安全なインターネットアクセスを確立し、お客様のネットワーク、ブランチオフィス、ローミングユーザがクラウ
ドアプリケーションを使用する際に制御します。ばらばらのセキュリティツールとは異なり、Umbrella は、セキュア Web ゲートウェ
イ、クラウド型ファイアウォール、DNS レイヤセキュリティ、クラウド アクセス セキュリティ ブローカ（CASB）機能を単一のプラット
フォームに統合しています。インターネットへのセキュアなインターフェイスとして機能し、詳細なインスペクション機能と制御機
能を備え、コンプライアンスに対応して、効果的な脅威保護を実現します。世界最大クラスの脅威インテリジェンスチームである 
Cisco Talos と連携し、調査力と対応力を向上させるために、脅威情報を公開しています。これらすべてを常に稼働しているクラウ
ドで実現することで、ユーザがどこにいても可視化してポリシーを適用することができます。
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導入および管理
トラフィック転送

以下を目的とした外部 DNS トラフィックの転送
• シスコ製品（SD-WAN、Meraki MR、サービス統合型ルータ、ワイヤレス LAN コン
トローラ）およびサードパーティ製品との統合（Cradlepoint、Aerohive など）による
ネットワーク上での保護

• AnyConnect、Umbrella ローミングクライアント、Cisco Security Connector for 
iOS を利用したネットワーク外での保護

● ● ●

IPSec トンネル、Proxy Chaining、PAC ファイルを介してアウトバウンド ネットワーク ト
ラフィックを送信 ●

ユーザアトリビューション

ポリシーを作成し、以下の単位でレポートを表示
• ネットワーク（出力 IP）
• 内部サブネット²
• ネットワークデバイス（VLAN または SSID を含む）³
• ローミングデバイス
• Active Directory グループメンバー（特定のユーザを含む）⁴

● ● ●

SAML を使用したポリシー作成とレポートの表示 ●
管理

カスタマイズ可能なブロックページとバイパスオプション ● ● ●
Multi-Org Console を使用して、分散した組織を一元管理 ● ● ●
自身の内部ツールを使用して、アイデンティティの作成/読取/更新/削除を行うために 
Management API を利用 ● ● ●

レポートとログ

リアルタイムのアクティビティ検索および Reporting API を活用して、重要なイベント
を簡単に抽出 ● ● ●

ログ保管先を北米またはヨーロッパで選択 ● ● ●
お客様またはシスコが管理する AWS S3 バケットを使用して、必要なだけログを保持
およびエクスポート可能⁵ ● ● ●

シスコのユーザインターフェイスを利用してドメイン要求ログにアクセス（詳細：30 日
分、サマリー：1 年分） ● ● ●

シスコのユーザインターフェイスを利用して URL の全ログにアクセス（詳細：30 日分） ●
シスコのユーザインターフェイスを利用してファイアウォール（IP、ポート、プロト
コル）のログにアクセス（詳細：30 日分） ●

サポート
Enhanced - 24 時間 365 日のテクニカルサポート + オンボーディングサポート 必須
Premium - 24 時間 365 日のテクニカルサポート + オンボーディングサポート + テ
クニカル アカウント マネージャ（TAM） アップグレードオプション

脚注：

1. エンドポイント フットプリント（Umbrella ローミングクライアント、Chromebook クライアント、AnyConnect ローミングモジュールのいずれか）が必要
2. 内部 IP によるアトリビューションには、ネットワークフットプリント（シスコの仮想アプライアンス）または、Meraki MR、Cisco ISR、Cisco ASA、Cisco SD-WAN のいずれかとの統合が必要。

特定のサードパーティ製品との統合でも可能

3. Cisco Integrated Services Router（ISR; サービス統合型ルータ）またはシスコ ワイヤレス LAN コントローラ、Meraki MR のいずれかとネットワークデバイスの統合が必要
4. Active Directory（AD）のポリシーとアトリビューションには、Umbrella AD コネクタとネットワークフットプリント（Umbrella 仮想アプライアンス）

またはエンドポイント フットプリント（Umbrella ローミングクライアントまたは AnyConnect ローミングモジュール）が必要

5. シスコが管理する S3 バケットを使用する場合、Amazon アカウントは不要
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