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Cisco Umbrella とは

Cisco Umbrella は、インターネット上の脅威を防御するための最前線として機能する「セキュア インターネット ゲートウェイ」
［Secure Internet Gateway（SIG）］です。本社、拠点などの場所、移動中、VPN の ON/OFF を問わず、あらゆるユーザ、
そしてデバイスを保護できる、最も簡単かつ迅速に導入可能なクラウド型セキュリティ サービスです。

 ● IP/DNS レイヤで守るセキュリティ
Cisco Umbrella は、DNS（Domain Name System）
レイヤで提供するセキュリティです。従来のセキュア 
Web ゲートウェイ（SWG）とは異なり、Web やメール
だけでなく、すべてのポート /プロトコルでトラフィック
を検閲します。また、ドメイン名を IP アドレスに変換す
る際に Cisco Talos などの脅威インテリジェンスと連携
し、危険な IP アドレスへの変換をしないことで、通信を
ブロックします。

 ● どこにいても、あらゆるデバイスをカバー

インターネット利用に欠かせない DNS レイヤ セキュリティであることから、インターネットを利用するあらゆるデバイ
ス、あらゆるネットワーク（場所）に適用可能なため、働き方改革に取り組む企業に最適です。

 ● ひと目でわかるグラフィカルなレポート

マルウェアやフィッシングに関連がありそうな通信アク
ティビティ（リクエスト）を、ひと目でわかるグラフィカ
ルなレポートで確認できます。レポートは Web ダッシュ
ボードだけでなく、スケジュール配信設定が可能なメー
ルでも確認できるため、手軽に、かつ安心して運用可能
です。

80 443 すべてのポート

インターネット

従来の SWG Umbrella SIG
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Cisco Umbrella パッケージ機能比較

Cisco Umbrella は、次のパッケージ（ライセンス）で提供されます。

どのパッケージでも、ポリシーの設定やレポートの表示などの設定管理には Web ダッシュボードを使用しますが、
Umbrella DNS（208.67.222.222 および 208.67.220.220）を利用するための初期設定のみ、各ハードウェア（また
はソフトウェア）側での設定が必要になります。

 ● Roaming パッケージ：Windows や Mac などコンピュータにローミング クライアント ソフトウェアをインストール
 ● Branch パッケージ：Cisco ISR 1000/4000 シリーズに API トークンをインストール
 ● WLAN パッケージ：ワイヤレス アクセス ポイントやコントローラで DNS 設定を変更
 ● Professional/Insights/Platform パッケージ：ルータなどで DNS 設定を変更

本ガイドでは、ルータなどで DNS 設定を変更する一般的な方法を簡単に紹介し、さらに、マルウェアやフィッシングか
らネットワークを保護するために、Web ダッシュボードで基本的なポリシーを設定する方法を紹介します。

パッケージ Roaming Branch WLAN Professional Insights Platform

セキュリティ
/ポリシー

DNS レイヤで危険なドメイン要求や IP 応答
をブロック ● ● ● ● ● ●

IP レイヤで C2 コールバックや DNS バイパ
スをブロック - - - - ● ●

コンテンツ フィルタリング - ● ● ● ● ●

セキュリティ
範囲

ネットワーク内ユーザ /デバイス - ● ● ● ● ●

モバイル ユーザ /デバイス（Windows/
macOS/Chromebook/iOS） ● *1 - - ● ● ●

TCP/UDP全ポート ● ● ● ● ● ●

ポリシー適
用範囲

ネットワーク単位 - ● ● ● ● ●

サブネット（ネットワーク内ユーザ /デバイス）
単位 - - - - ● ●

モバイル ユーザ /デバイス単位 ● - - ● ● ●

可視性

レポート機能 ● ● ● ● ● ●

ウイルスやマルウェアを特定 - - - - ● ●

クラウド アプリの可視化、シャドー IT の発見 - - - ● *2 ● ●

管理

カスタマイズ可能なブロック/許可リスト、ブロッ
ク ページ ● ● ● ● ● ●

Active Directory 連携 - - - - ● ●

Amazon S3 ストレージ サービス連携 - - - - ● ●

サード パーティ セキュリティ製品との API 連
携 - - - - - ●

Umbrella Investigate 対応 - - - - - ●

*1　Windows および macOS のみ対応。
*2　Umbrella App Discovery for Professional ライセンスが必要。



Cisco Umbrella 無料トライアルのご紹介

14 日間、無料で利用できるトライアルで、Cisco Umbrella の効果を実感してみましょう。
手続きは簡単かつスピーディ、クレジット カードの登録や電話でのやりとりは必要ありません。次の Web サイトでフォー
ムに必要な情報を入力すれば、すぐにトライアルを開始することができます。

www.cisco.com/jp/go/umbrella_trial

*　Web サイトは日本語で表示されますが、フォームには英語で入力してください。
*　電話番号はハイフンなしで入力してください。
*　トライアル期間中は Cisco Umbrella Insights パッケージ相当の機能を試用いただけます。
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1 Umbrella DNS を設定する

Cisco Umbrella Professional/Insights/Platform パッケージでは、特定の IP アドレスまたは範囲のネットワーク全体
を保護できます。インターネット接続に欠かせない DNS として、Umbrella DNS を使用することで保護するしくみです。
そのため、ネットワークの DNS 設定を変更する必要があります。
一般的なネットワークでは、DHCP サーバやルータ、ファイアウォールで DNS を設定します。使用しているハードウェア

（またはソフトウェア）のマニュアルを参照して、DNS を次のように変更してください。

 ● プライマリ DNS（IPv4）： 208.67.220.220
 ● セカンダリ DNS（IPv4）： 208.67.222.222
 ● プライマリ DNS（IPv6）： 2620:119:35::35
 ● セカンダリ DNS（IPv6）： 2620:119:53::53

ハードウェア（またはソフトウェア）を含むネットワーク環境に応じて、IPv4 または IPv6 アドレスのみ、または両方の
設定が必要です。次の画面例は、Cisco 841M サービス統合型ルータの DNS 設定画面です。

Umbrella DNS を設定する1

また、DNS 設定の変更が完了したら、次の URL をクリックして、Umbrella DNS を使用する設定になっているかどうか、
確認してください。「Welcome to Umbrella!」と表示されたら、変更は完了しています。

welcome.umbrella.com

http://welcome.umbrella.com
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まず、Cisco Umbrella にネットワークを登録します。
Cisco Umbrella では、ポリシー設定やレポート表示の対象を「アイデンティティ」（identity）と呼びます。ネットワークも、

1 つのアイデンティティとして Cisco Umbrella ダッシュボードに登録（追加）します。
ネットワークは、特定の IP アドレスまたは範囲をもつアイデンティティとして追加できますが、本ガイドでは、1 つのパ
ブリック IPv4 アドレス（グローバル IP アドレス）をもつアイデンティティとして追加する方法を紹介します。

ネットワークを登録する2

Cisco Umbrella ダッシュボードにログインします。「Cisco Umbrella の 14 日間無料トライアル」のサインアップで登
録したメール アドレスおよびパスワード、または、ご契約先のシスコ パートナーから届いたログイン用のメール アドレス
およびパスワードを準備してください。

 2-1 Cisco Umbrella ダッシュボードにログインする

1  ブラウザのアドレス バーに［dashboard.
umbrella.com］を入力

または次の URL をクリックして、Umbrella ダッ
シュボードにアクセスします。

dashboard.umbrella.com

2  メール アドレスを入力

3  パスワードをクリック

4  ［LOG IN］をクリック

Cisco Umbrella ダッシュボードにログインし
ます。

2

4

3

  注意

登録するネットワークと同じネットワークからダッシュボードにアクセスしてください。登録に使用する PC がインターネット接続に使用する 
IP アドレスと、登録したいネットワークが使用する IP アドレスが異なる場合、登録はできません。

http://dashboard.umbrella.com
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2 ネットワークを登録する

Cisco Umbrella ダッシュボードにログインすると、［Cisco Umbrella Setup］ポップアップ ウィンドウが表示されます。

 2-2 ネットワークを追加する

1  ［Network Name］にネットワーク名を
入力

2  ［IPv4 Address］に IP アドレスを入力

IP アドレスが不明の場合、たとえば次の Web 
サイトで確認できます。

www.whatismyip.com

3  ［NEXT］をクリック1

3

2

  注意

インターネット サービス プロバイダと「固定 IP アドレス」契約をしていない場合、時間が経つと❷で入力した IP アドレスが変更されます。
そのため、「2-3　ダイナミック IP アップデータをインストールする」の設定が必要になります。

  MEMO

ネットワークをパブリック IPv6 アドレス
をもつアイデンティティとして追加する場
合は、［This network uses:］で［IPv6 
only］または［Mixed IPv4 & IPv6］を
選択してください。［IPv6 Address］入
力ボックスが表示されます。

4  ［NEXT］をクリック

4

  MEMO

個々の Windows または Mac コンピュー
タを Umbrella ダッシュボードに登録して
ポリシーを適用できる、Cisco Umbrella 
ローミング クライアント ソフトウェアをダ
ウンロードできます。詳細は、「4　ローミ
ング コンピュータを登録する」をご覧くだ
さい。
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インターネット サービス プロバイダと固定 IP アドレス契約をしていない場合は、ネットワークのパブリック IPv4 アドレ
スが定期的に変更されます。そのため、ネットワーク内の任意のコンピュータに「ダイナミック IP アップデータ」（OpenDNS 
Dynamic IP Updater）をインストールして、パブリック IPv4 アドレスが変更されると Cisco Umbrella ダッシュボードに
登録されているパブリック IPv4 アドレスも自動的に更新されるように設定します。

 2-3 ダイナミック IP アップデータをインストールする

  注意

電源が常に ON になっている Windows、Mac、または Linux コンピュータにインストールしてください。本ガイドでは Windows を例に
インストールおよび設定方法を紹介します。

1  ［Deployments］をクリック

2  ［Networks］をクリック
1

2

5  ［START USING CISCO UMBRELLA］
をクリック

固定 IP アドレスを契約している場合、ネットワー
クの登録は完了です。「3　ネットワークをテスト
する」に進みます。
固定 IP アドレスを契約していない場合、続け
て「2-3　ダイナミック IP アップデータをインス
トールする」の設定が必要です。5
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2 ネットワークを登録する

3  「2-2　ネットワークを追加する」❶で入
力したネットワーク名の［Dynamic］を
チェック

画面下部に［Dynamic setting saved.］と表
示されます。

3

4  ブラウザのアドレス バーに［www.
opendns.com/download/windows］
を入力

または次の URL をクリックして、Windows 版
のダイナミック IP アップデータをダウンロードし
ます。

5  ダウンロードの完了を確認

ブラウザによって動作は異なりますが、通常は
ページ下部やポップアップ ウィンドウに、ダウン
ロードの完了を知らせるメッセージが表示され
ます。

www.opendns.com/download/windows

5

  MEMO

Mac 版のダイナミック IP アップデータは、次の URL からダウン
ロードできます。

www.opendns.com/download/mac

  MEMO

Linux 版のダイナミック IP アップデータの詳細は、次のサポート
記事（英語）をご覧ください。

www.opendns.com/support/article/101
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6  インストーラをクリックして実行

インストーラが保存されているフォルダを開い
て、インストーラ（［OpenDNS-Updater-x.x.x］
ま た は［OpenDNS-Updater-x.x.x.exe］）
をクリックして実行します。インストーラが起動
します。

6

  MEMO

ブラウザによっては、ブラウザから直接、
インストーラが保存されているフォルダを
開けます（Google Chorme など）。
また、ブラウザによっては、ブラウザ
から直接、インストーラを起動できます
（Microsoft Edge など）

7  ［Install］をクリック

インストールが開始します。

7
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2 ネットワークを登録する

8  ［Finish］をクリック

インストールが完了しました。［Start OpenDNS 
Updater］のチェックボックスがオンになってい
ることを確認し、［Finish］をクリックしてインス
トールを終了します。ダイナミック IP アップデー
タ（OpenDNS Updater）が起動します。

8

9  メール アドレスを入力

Cisco Umbrella ダッシュボードにログインす
るためのメール アドレスを入力します（「2-1　
Cisco Umbrella ダッシュボードにログインす
る」❷で入力したメール アドレスです）。

10  パスワードを入力

Cisco Umbrella ダッシュボードにログイン
するためのパスワードを入力します（「2-1　
Cisco Umbrella ダッシュボードにログインす
る」❸で入力したパスワードです）。

11  ［Sign In］をクリック10

9

11
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12  ［Update now］をクリック

ネットワークのパブリック IPv4 アドレスが変
更されると、Cisco Umbrella ダッシュボード
に登録されているパブリック IPv4 アドレスも
自動的に更新されるようになりました。念のた
め、［Update now］をクリックして、現在の
パブリック IPv4 アドレスを反映しておきます。

12

  MEMO

ダイナミック IP アップデータは、コンピュータの起動 /再起動に応
じて自動起動および常駐するようになります。
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2 ネットワークを登録する

また、ダッシュボードのネットワーク ステータスが、「2-3　ダイナミック IP アップデータをインストールする」❸のように
［Inactive］から、次のように［Active］になります。

Cisco Umbrella ダッシュボードへのネットワークの追加が完了したら、次の URL をクリックして、ネットワークをテスト
してください。「このサイトはセキュリティに対する脅威があるためブロックされました。」と表示されたら、テストは成功です。

examplemalwaredomain.com

 2-3 ネットワークをテストする



14

Cisco Umbrella では、ポリシー設定やレポート表示の対象となるアイデンティティとして、ネットワークだけでなく、個々
のネットワーク デバイスやローミング コンピュータなども登録（追加）できます。

Cisco Umbrella ダッシュボードに登録可能なネットワーク デバイスは、それぞれに内蔵の設定管理ツールから 
Umbrella ダッシュボードに直接ログインできるデバイスや、Umbrella ダッシュボードから取得した API キーによって 
Umbrella と統合できる、次のようなデバイスです。

 ● Cisco ISR 1000/4000 シリーズ
 ● Cisco ワイヤレス コントローラ
 ● Cisco Meraki MR クラウド管理型ワイヤレス アクセス ポイント

本ガイドでは、Cisco Meraki MR クラウド管理型ワイヤレス アクセス ポイントを例に、ネットワーク デバイスをダッシュ
ボードに追加する方法を紹介します。

ネットワーク デバイスを登録する3

まず、Cisco Umbrella ダッシュボードから「API キー」を取得します。

 3-1 Umbrella ダッシュボードから API キーを取得する

1  ［Admin］をクリック

2  ［API Keys］をクリック

1

2

  注意

Cisco Umbrella Roaming パッケージでは、ネットワーク デバイスを登録することはできません。
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3 ネットワーク デバイスを登録する

3  ［Create］アイコンをクリック

3

4   ［Umbrella Network Devices]を選択

5  ［CREATE］をクリック

7

6

4

5

  MEMO

Cisco ISR 1000/4000 シリーズおよび 
Cisco ワイヤレス コントローラを登録す
る場合は、［Legacy Network Devices]
を選択します。

  注意

［Your Secret］は一度しか表示されませ
ん。必ずメモ帳などに保存してください。

6  ［Your Key］の [       ]アイコンをクリッ
クして保存

7  ［Your Secret］の [       ]アイコンをク
リックして保存

［Your Key］および［Your Secret］に表示さ
れた文字列をコピーしてメモ帳などに保存して
ください。
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API キーを取得したら、Cisco Umbrella ダッシュボードに追加したいネットワーク デバイスの設定管理ツールで、API 
キーを使用して Umbrella アカウントを登録します。
本ガイドでは、Cisco Meraki MR クラウド管理型ワイヤレス アクセス ポイントをダッシュボードに追加するために、

Cisco Meraki ダッシュボードで Umbrella アカウントを登録する方法を紹介します。

 3-2 ネットワーク デバイスに Umbrella アカウントを登録する

2   [ネットワーク全体 ]をクリック

3   [一般 ]をクリック

1  ブラウザのアドレス バーに［dashboard.
meraki.com］を入力

または次の URL をクリックして、Meraki ダッシュ
ボードにログインします。

dashboard.meraki.com

2

3

http://dashboard.meraki.com
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3 ネットワーク デバイスを登録する

4  ［New Credentials］をクリック

画面最下部にある［Cisco Umbrella account］
の［New Credentials］をクリックします。

5  ［Umbrella key］に「3-1　Umbrella 
ダッシュボードから API キーを取得する」
❻で保存した API キーを入力

6  ［Umbrella secret］に「3-1　Umbrella 
ダッシュボードから API キーを取得する」
❼で保存した API シークレットを入力

7  ［変更内容を保存］をクリック

画面上部に［変更が保存されました。］ポッ
プアップ メッセージが表示されます。Meraki 
ダッシュボードに Umbrella アカウントが登録
されました。

4

6

5

7
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3   ［SSID]ドロップ ダウン リストから 
Umbrella ポリシーを適用したい SSID を
選択

4  ［リンク アンブレラ ポリシー］をクリック

4

3

1  ［ワイヤレス］をクリック

2  ［ファイアウォールとトラフィック シェーピ
ング］をクリック

1
2

ネットワーク デバイスに Cisco Umbrella アカウントを登録したら、各デバイスの設定管理ツールで Cisco Umbrella 
に関連した設定ができるようになります。たとえば、Cisco Meraki MR クラウド管理型ワイヤレス アクセス ポイントでは、 
Cisco Meraki ダッシュボードで、特定の SSID やグループ ポリシーに Cisco Umbrella ポリシーを適用（リンク）するこ
とができるようになります。
本ガイドでは、Meraki MR の SSID に Umbrella ポリシーを適用する方法を紹介します。

 3-3 ネットワーク デバイスに Umbrella ポリシーを適用する
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3 ネットワーク デバイスを登録する

5

6

5  ［Select an Umbrella policy to 
apply.]ドロップ ダウン リストから 適用し
たい Umbrella ポリシーを選択

すべてのアイデンティティに適用される基本的な
ポリシーである「デフォルト ポリシー」（default 
policy）以外のポリシーをすでに作成している
場合は、それらも選択できます。

6  ［保存］をクリック

画面上部に［変更が保存されました。］ポップアッ
プ メッセージが表示されます。Meraki MR の 
SSID に Umbrella ポリシーが適用されました。
なお、❹の［リンク アンブレラ ポリシー］をクリッ
クで、Meraki MR の SSID が、Umbrella ダッ
シュボードにネットワーク デバイスとして追加さ
れています。Umbrella ダッシュボードにアクセ
スして追加を確認します。

9   SSID の追加を確認

9

7  ［Deployments］をクリック

8  ［Network Devices］をクリック
7

8

  MEMO

Umbrella ダッシュボードに追加される
ネットワーク デバイス名は、Meraki ダッ
シュボードの［SSID またはグループ ポリ
シー名 __ネットワーク名］の形式になり
ます。画面例では、Meraki ダッシュボー
ドの SSID が［Arakawa_Branch］、ネッ
トワーク名が［荒川支店］であることから、
［Arakawa_Branch__荒川支店］とい
うデバイス名で追加されています。
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Cisco Umbrella では、ポリシー設定やレポート表示の対象となるアイデンティティとして、個々のコンピュータ（ローミ
ング コンピュータ）も登録（追加）できます。

Cisco Umbrella ダッシュボードにコンピュータを登録するためには、Windows または Mac コンピュータに Cisco 
Umbrella ローミング クライアント ソフトウェアをインストールするか、シスコの VPN クライアント ソフトウェアである 
Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアントで Cisco Umbrella ローミング セキュリティ モジュールを有効化す
る必要があります。
本ガイドでは、Windows コンピュータに Umbrella ローミング クライアントをインストールする方法を紹介します。

ローミング コンピュータを登録する4

まず、Cisco Umbrella ダッシュボードから、Cisco Umbrella ローミング クライアントのインストーラをダウンロードし
ます。

 4-1 ローミング クライアント ソフトウェアをダウンロードする

1  ［Deployments］をクリック

2  ［Roaming Computers］をクリック
7

8

  注意

Cisco Umbrella Branch/WLAN パッケージでは、ローミング コンピュータを登録することはできません。
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4 ローミング コンピュータを登録する

3  ［Roaming Client］アイコンをクリック

3

4   ［Windows Client］の［DOWNLOAD］
をクリック

4

  MEMO

Mac 版インストーラをダウンロード
する場 合 は、［Mac OS X Client］ の
［DOWNLOAD］をクリックします。
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5  ダウンロードの完了を確認

ブラウザによって動作は異なりますが、通常は
ページ下部やポップアップ ウィンドウに、ダウン
ロードの完了を知らせるメッセージが表示され
ます。

5

1  インストーラの圧縮ファイルを解凍

インストーラが保存されているフォルダを開い
て、インストーラの圧縮ファイル（［OpenDNS-
URC-win-x.x.xxx］ ま た は［OpenDNS-
URC-win-x.x.xxx.zip］）を解凍します。

1

Cisco Umbrella ローミング クライアント インストーラのダウンロードが完了したら、Cisco Umbrella ダッシュボードに
登録したいコンピュータにインストールします。

 4-2 ローミング クライアント ソフトウェアをインストールする
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4 ローミング コンピュータを登録する

3  ［Next］をクリック

3

2  ［Setup］または［Setup.msi］をクリッ
クして実行

解凍したインストーラ（［Setup］または［Setup.
msi］）をクリックして実行します。インストーラ
が起動します。

2
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4  ［Next］をクリック

4

5  ［Install］をクリック

インストールが開始します。

5
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4 ローミング コンピュータを登録する

6  ［Finish］をクリック

インストールが完了しました。

6

1  タスク トレイの Umbrella ローミング クラ
イアント [       ]アイコンをクリック

2  ［IPv4 DNS status］ が［Protected］
であることを確認

［IPv4 DNS status］が［Protected］の場合、
Umbrella ローミング クライアントは正常に動作
しています。また、Umbrella ローミング クライ
アントをインストールしたコンピュータの名前が、
Umbrella ダッシュボードにローミング クライア
ントとして追加されています。Umbrella ダッシュ
ボードにアクセスして追加を確認します。

Cisco Umbrella ローミング クライアント ソフトウェアのインストールが完了したら、ローミング クライアントの動作と、
Cisco Umbrella ダッシュボードへのコンピュータの登録を確認します。

 4-3 ローミング コンピュータの登録を確認する

1

2

  MEMO

Umbrella ローミング クライアントは、コ
ンピュータの起動 /再起動に応じて自動起
動および常駐するようになります。
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5   コンピュータの追加を確認

Umbrella ローミング クライアントをインストー
ルしたコンピュータ名が、ステータス情報などと
ともにリスト表示されます。

5

3  ［Deployments］をクリック

4  ［Roaming Computers］をクリック
3

4
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5 ポリシーを設定する

ポリシーを設定する5
ポリシーとは、「どのアイデンティティにどんなセキュリティ設定を適用するか」を定義した、ルールのようなものです。
Cisco Umbrella では、オフィス用、リモート アクセス用、ゲスト アクセス用など、目的に応じて柔軟にカスタマイズ可
能なポリシーを作成および適用できます。たとえば次のようなきめ細やかな設定を、わかりやすいウィザードに従って作成
できます。

 ●「DNS レイヤのセキュリティを適用したい」「コンテンツ フィルタリングを適用したい」などの目的に応じた設定
 ●「マルウェアをホストしているサイトをブロック」「フィッシング サイトをブロック」「有害な可能性があるドメインをブロッ
ク」「クリプトマイニングをブロック」など、セキュリティ カテゴリに応じた設定

 ● コンテンツ フィルタリング設定：ブロックしたいコンテンツを含むサイトを「高」「中」「低」のカテゴリ グループで選択、
または個別のカテゴリで選択

「2　ネットワークを登録する」で追加したネットワークには、「デフォルト ポリシー」（default policy）が適用されていま
す。これは、Cisco Umbrella ダッシュボードに追加されるネットワークやローミング コンピュータなど、すべてのアイデン
ティティに適用される基本的なポリシーで、「マルウェア」「コマンド アンド コントロール コールバック」「フィッシング攻撃」
という代表的な脅威をブロックします。
本ガイドでは、カスタマイズ可能なポリシーの一例として、これら代表的な脅威に加えて「クリプトマイニング」（暗号通
貨の採掘）もブロックし、さらに「低」レベルのコンテンツ フィルタリングを設定したポリシーを追加して、ネットワークに
適用する方法を紹介します。

1  ［Policies］をクリック

2  ［All Policies］をクリック

1

2

Cisco Umbrella ダッシュボードにログインして、新しくポリシーを追加します。

 5-1 ポリシーを追加する
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3  ［Add］をクリック

3

6  ［NEXT］をクリック

基本的な設定オプションを選択できます。デフォ
ルトでは、選択可能なオプションすべてがチェッ
クされています。特定の設定オプションをスキッ
プしたい場合はチェックを外してください。
また、［ADVANCED SETTINGS］では、ログ
の設定など、より詳細な設定オプションが表示
されます。

4  ［Networks］をチェック

ポリシーを適用するアイデンティティを選択し
ます。

5  ［NEXT］をクリック

5

6

4
  注意

パッケージによって、設定項目や表示画面
が異なります。本ガイドのポリシー追加画
面は、Cisco Umbrella Professional パッ
ケージを使用しています。
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5 ポリシーを設定する

7  ［Security Settings］ドロップ ダウン リ
ストから［ADD NEW SETTING］を選択

「マルウェア」「コマンド アンド コントロール コー
ルバック」「フィッシング攻撃」をブロックするデ
フォルトのセキュリティ設定とは別に、これらに
加えて「クリプトマイニング」をブロックする新し
いセキュリティ設定を作成します。
デフォルトのセキュリティ設定を編集（［Edit］）し
て、ブロック対象にクリプトマイニングを追加す
ることもできます。

7

8  ［CREATE］をクリック

必要に応じて［Name Setting］に新しいセキュ
リティ設定の名前を入力してください。

8
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9  ［Malware］をチェック

10  ［Command and Control Callbacks］
をチェック

11  ［Phishing Attacks］をチェック

12  ［Cryptomining］をチェック

13  ［SAVE］をクリック

14  ［NEXT］をクリック

9

10

11

12

14

13
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5 ポリシーを設定する

15  ［Low］を選択

コンテンツ フィルタリングを設定します。「高」
（High）「中」（Moderate）「低」（Low）レベ
ルに分類されたカテゴリ グループを選択してブ
ロックするか、［Custom］で個別のカテゴリを
選択してブロックします。

16  ［NEXT］をクリック

18  ［NEXT］をクリック

ブラウザからのアクセスが Cisco Umbrella に
よってブロックされた場合に表示されるページ
をカスタマイズしたい場合は、ここで設定でき
ます。

17  ［NEXT］をクリック

特定のドメインへのアクセスを許可またはブ
ロックしたい場合は、ここで設定できます。

16
15

17

18



32

19  ［SAVE］をクリック

必要に応じて［Policy Name］に新しいポリシー
の名前を入力してください。

20  ポリシーの追加を確認

20

19
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5 ポリシーを設定する

3  ネットワークの［Primary Policy］が［New 
Policy］に変更されたことを確認

新しいポリシーを適用したネットワークの
［Primary Policy］が、［Default  Policy］から
［New Policy］（または「5-1　ポリシーを追
加する」19で入力した名前）に変更されたこと
を確認します。

1  ［Deployments］をクリック

2  ［Networks］をクリック

ネットワークに、新しく追加したポリシーが適用されていることを確認します。

 5-2 ポリシーの適用を確認する

1

2

3
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5 ポリシーを設定する
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