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ソフトウェアとテクノロジーを 
より簡単に導入可能
Cisco® Security エンタープライズ ライセンス契約 (ELA) により、ライセンスの管理が
シンプルになります。コストの節約にもつながります。単一の契約で、ソフトウェア購入、
シスコ ネットワーク インフラストラクチャで有効なサブスクリプション ライセンス、および
アプリケーション ソフトウェア サポートを対象とします。Security ELA により、組織全体
でシスコ テクノロジーの導入を効率化できます。（図 1 を参照）

図 1. Cisco Security エンタープライズ ライセンス契約
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メリット
Cisco Security ELA によって、組織に
は以下のメリットがあります。

• 優れた価格設定：魅力的なボリュー
ム価格と全社的な取り組みに対す
る追加インセンティブ

• 購入が容易：シンプルな契約フレー
ムワーク、長期間での支払いが可能
な便利で柔軟なオプション、予算の
予測が可能

• テクノロジーの利用：セキュリティ  
ソフトウェアを無制限に利用可能、
制約のない設計の柔軟性、非常に
優れた保護機能

• 導入と適応が容易：自社のペースで
クラウド サービスに移行できる柔軟
性、単一の全社的な契約によるライ
センス管理のシンプル化、継続的な
監査とライセンス管理が不要な包括
的契約

Cisco Security エンタープライズ ライセンス
契約

Cisco Security ELA の対象外：
ハードウェア – テクニカル サポート – 仮想アプライアンス

ネットワーク セキュリティ
ファイアウォール、IPS、VPN、
ルータ、AMP、Stealthwatch

アプリケーション ソフトウェア ライ
センス、サポート、アップグレード

サブスクリプション、
サポート、アップグレード

機能ライセンス SaaS

コンテンツ セキュリティ
Web、E メール、AMP、

Cloudlock、Umbrella、Threat Grid

ポリシーと管理
ISE、AMP エンドポイント

企業全体で「使い放題」
テクノロジーのスコープ

ソフトウェアのスコープ
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今日のテクノロジー トレンドとビジネス トランスフォーメーションは、1 つの製品や
テクノロジー分野の枠を超えています。たとえば以下のようなものがあります。

• モビリティ：IT スタッフは、多数のデバイスをネットワークに接続させるだけでなく、
その接続を管理するポリシーを設定する必要があります。また、サードパーティ
製アプリケーションに対応する必要もあります。

• クラウド コンピューティング：物理マシンと仮想マシン間での相互のアプリケー
ション移行により、ビジネス オペレーションのあらゆる側面が変化しています。

• セキュリティ脅威：攻撃対象の拡大が続き、攻撃の巧妙さが増す中、セキュリティ
を取り巻く状況は根本的に変わってきています。IPv4 から IPv6 への進化により、
多数のセキュリティ問題が発生しています。

Cisco Security ELA の対象範囲と内容
Cisco Security ELA では、100 以上のセキュリティ ライセンス、サービス、およびサポートのコンポーネントを無制限に利用できます。表 1 に、ELA バージョン 6 に 
含まれるオファリングの詳細なリストを示します。

表 1. Cisco Security ELA に含まれるセキュリティ ソフトウェアおよびサポート

企業は、内部の運用上の課題にも直面しています。こうした課題には次のような
ものがあります。

• 複雑な購入プロセス

• 予測不能で複雑なライセンシング プロセス

• 予算の制約により実施できないプロジェクト

従来のポイント製品のセキュリティ設計とアドホックな購入モデルでは、導入する
セキュリティ システムの有効性と運用効率の両方に制限が生じます。

Cisco Security ELA は、高度なセキュリティ ニーズを満たしながら、購入と運用の
プロセスをシンプル化し、コストを削減します。

セキュリティ製品 ELA の対象となるソフトウェアとサポート ソフトウェア/サポート タイプ

Cisco Security Manager Cisco Security Manager 4.x Professional –  
250 デバイス ライセンス、サポート、アップグレード

Cisco Security Manager Pro Incremental –  
250 デバイス ライセンス、サポート、アップグレード

アプリケーション ソフトウェア、サポート、 
アップグレード

Cisco Defense Orchestrator Cisco Defense Orchestrator サブスクリプション ライセンス ホステッド ソフトウェア (SaaS)

Cisco AnyConnect® セキュア モビリティ 
クライアント

Cisco AnyConnect Apex サブスクリプション ライセンス サブスクリプション ソフトウェア
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セキュリティ製品 ELA の対象となるソフトウェアとサポート ソフトウェア/サポート タイプ

Cisco ASA 適応型セキュリティ アプライ
アンス
注：ASAv は含まれません

ASA セキュリティ コンテキスト ライセンス

ASA Security Plus ライセンス

ASA ボットネット トラフィック フィルタ ライセンス

ASA Application Visibility and Control、Web Security Essentials、
NGFW IPS

ASA 向け FirePOWER™ サービス（IPS、AMP、URL サブスクリプ
ション ライセンス）

FirePOWER サービス アップグレード ライセンス

機能ライセンス

サブスクリプション ソフトウェア

サブスクリプション ソフトウェア、サポート、 
アップグレード

機能ライセンス

Cisco Adaptive Security Appliance 
with Firepower Threat Defense  
ソフトウェア
注：ASA 仮想（ASAv）アプライアンスおよびライセ
ンスは含まれません

Firepower Threat Defense による脅威からの保護、マルウェア対
策、URL フィルタリングのサブスクリプション ライセンス

Firepower Threat Defense 基本ライセンス

サブスクリプション ソフトウェア

機能ライセンス

Cisco サービス統合型ルータ (ISR)
注：コンテンツ フィルタリングは、8xx ルータでは
使用できません

仮想 Firepower Threat Defense は含まれません

ISR 向け IP セキュリティ、SSL VPN、コンテンツ フィルタリング、 
および IPS サブスクリプション サービス

機能ライセンス

Cisco アグリゲーション サービス ルータ
（ASR 1000 シリーズ）

ASR 1000 向けファイアウォール、IPsec、アプリケーションインスペ
クション セキュリティ ライセンス

機能ライセンス

Cisco Web セキュリティ アプライアンス 
(WSA)

Web プレミアム ソフトウェア バンドル（Web レピュテーション フィ
ルタ、Web 使用制御、Webroot マルウェア対策、Sophos マルウェア
対策）ライセンス

WSA McAfee マルウェア対策ライセンス キー

Web 向け Cisco Advanced Malware Protection (AMP)

サブスクリプション ソフトウェアおよび 
ソフトウェア サブスクリプション サポート サービス
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セキュリティ製品 ELA の対象となるソフトウェアとサポート ソフトウェア/サポート タイプ

Cisco クラウド E メール セキュリティ 
サービス

Cisco クラウド E メール セキュリティまたはハイブリッド E メール 
セキュリティ（以下を含む）

• Cisco スパム対策ライセンス

• McAfee ウイルス対策ライセンス

• Sophos ウイルス対策ライセンス

• Cisco ウイルス アウトブレイク フィルタ ライセンス

• Cisco RSA データ損失防止ライセンス

• 電子メール インテリジェント マルチスキャン

• グレイメールの安全な配信停止

ホステッド ソフトウェア (SaaS)

Cisco クラウド E メール セキュリティ向け Cisco Advanced 
Malware Protection (AMP)

ホステッド ソフトウェア (SaaS)

Cisco E メール セキュリティ アプライ
アンス (ESA)

Cisco ESA プレミアム セキュリティ バンドル ライセンス 
（以下を含む） 
• Cisco スパム対策ライセンス

• McAfee ウイルス対策ライセンス

• Sophos ウイルス対策ライセンス

• Cisco ウイルス アウトブレイク フィルタ ライセンス

• Cisco RSA データ損失防止ライセンス

• 電子メール インテリジェント マルチスキャン

• グレイメールの安全な配信停止

ホステッド ソフトウェア (SaaS)

電子メール向け Cisco Advanced Malware Protection (AMP) サブスクリプション ソフトウェアとソフトウェア
サブスクリプション サポート サービス

Cisco Umbrella Cisco Umbrella Platform
Cisco Umbrella Multi-Org Console アドオン

Cisco Umbrella Gold Support
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セキュリティ製品 ELA の対象となるソフトウェアとサポート ソフトウェア/サポート タイプ

Cisco Cloudlock
注：
初期ユーザ数として、企業全体のセキュリティコン
テンツ ユーザ数の 20 % 以上が必要です。

Cloudlock の増分は、当初の注文ユーザ数の 
20 % を上限とします。これには、有機的成長と無
機的成長の両方が含まれます。

Cloudlock CASB セキュリティ サブスクリプション – 民間企業用
Cloudlock CASB セキュリティ サブスクリプション – 政府用
注：

• 次のアプリケーションが含まれています。

- Google、Salesforce、Dropbox、Box、Microsoft Office 365、
ServiceNow、Slack

• 次のアドオンはオプションであり、企業全体でのカバレッジが必要
です。

- Salesforce コミュニティ（ネームド ユーザ）、Salesforce コ
ミュニティ（ログイン ユーザ）、Salesforce Chatter、Okta、
OneLogin、学生版ライセンス（K-12 対象）、学生版ライセンス

（高等教育機関向け）

Cisco Cloudlock Gold Support

Cisco コンテンツ セキュリティ管理 
アプライアンス (SMA)

Cisco SMA 中央集中型電子メール管理レポート ライセンス

Cisco SMA 中央集中型 Web 管理レポート ライセンス

高度な Web 管理レポート ライセンス（高データ層および低データ
層）

サブスクリプション ソフトウェアとソフトウェア
サブスクリプション サポート サービス

Cisco Identity Services Engine (ISE) 
注：仮想 ISE（ISEv）アプライアンスは含まれません

Cisco ISE Base ライセンス

Cisco ISE デバイス管理ライセンス

Cisco ISE Plus サブスクリプション ライセンス

Cisco ISE Apex サブスクリプション ライセンス

機能ライセンス

機能ライセンス

サブスクリプション ソフトウェア

サブスクリプション ソフトウェア

Cisco 侵入検知システムおよび 
侵入防御システム (IPS)

承認済みソフトウェア、デバイス、モジュール上の IPS シグネチャ 
サービス

サブスクリプション サービス

Cisco Advanced Malware 
Protection (AMP)

Cisco Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints アプリケーション ソフトウェア、サポート、 
アップグレード

Cisco Threat Grid
注：権限付与はお客様ごとに 1 つのライセンスに
限定されます。

Cisco AMP Threat Grid Advanced File Analysis サブスクリプション
（10,000 件/日の送信用）

ホステッド ソフトウェア (SaaS)
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今すぐはじめましょう
Cisco Security ELA は、単一の契約で組織とネットワークの規模に応じた最適な価値を包括的に提供し、ライセンスと管理をシンプルにします。Cisco ELA ほど
の幅広さで、ネットワーク セキュリティ、コンテンツ セキュリティ、ポリシー管理全体をカバーするセキュリティ テクノロジー ソリューションを提供できる
企業は他にありません。

詳細については、次のサイトを参照してください：https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/software/security-enterprise-license-agreement/index.html
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セキュリティ製品 ELA の対象となるソフトウェアとサポート ソフトウェア/サポート タイプ

Cisco AMP 仮想プライベート クラウド

注：Cisco AMP 仮想プライベート クラウド仮想ア
プライアンスまたは物理アプライアンスは含まれ
ません

Cisco AMP 仮想プライベート クラウド サービス サブスクリプション ホステッド ソフトウェア (SaaS)

Cisco Cognitive Threat Analytics Cisco Cognitive Threat Analytics（外部テレメトリ ソース用） ホステッド ソフトウェア (SaaS)

Cisco Stealthwatch™ Cisco Stealthwatch Flow Rate ライセンス

Cisco Stealthwatch Endpoint ライセンス

サブスクリプション ソフトウェア、サポート、 
アップグレード

Cisco Firepower 7xxx および  
8xxx シリーズ アプライアンス
注：Cisco 仮想 Firepower 次世代 IPS 仮想 
(NGIPSv) アプライアンスは含まれません

Cisco Firepower IPS、AMP、URL

Cisco Firepower VPN ライセンス

Cisco Firepower Control ライセンス

サブスクリプション ソフトウェア、サポート、 
アップグレード

機能ライセンス

機能ライセンス

Cisco Firepower セキュリティ アプライ
アンスおよび Firepower Threat 
Defense ソフトウェア

Cisco Firepower Threat Defense による脅威からの保護、 
マルウェア対策、URL フィルタリングのサブスクリプション ライセンス

サブスクリプション ソフトウェアとシスコ ソフト
ウェア
サブスクリプション サポート サービス

Cisco Firepower セキュリティ アプライ
アンスおよび ASA ソフトウェア

Cisco Firepower Standard ASA ライセンス

Cisco Firepower Add 10 セキュリティ コンテキスト ライセンス

機能ライセンス

Cisco Firepower 次世代ファイアウォール
仮想
注：Cisco Firepower NGFW 仮想 (NGFWv) アプ
ライアンスは含まれません

Cisco Firepower Threat Defense 仮想による脅威からの保護、 
マルウェア対策、URL フィルタリングのサブスクリプション ライセンス

サブスクリプション ソフトウェアおよび 
シスコ ソフトウェア サブスクリプション サポート 
サービス

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/software/security-enterprise-license-agreement/index.html

