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はじめに  

このドキュメントの目的 
従来型の防御機構は、一般的な脅威に対する一定の効果は認められるものの、より高

度な攻撃や明確な悪意を含む攻撃に対しては脆弱である。セキュリティ プロフェッショ

ナルの間ではこのような見方が徐々に一般的になってきています。実際、98 ～ 99 % 
の有効性がある防御はトップクラスの性能であるとみなされますが、同時にそれは全攻

撃の 1 ～ 2 % は防御を突破するということであり、その中には特に危険度の大きな脅威

も含まれます。しかも、ほとんどの防御はネットワークの周辺に特化しており、実際に侵

入に成功した危険な脅威に対しては多くの場合無力です。 
 
Cisco Cyber Threat Defense（CTD）ソリューションは、そのような最新かつ高度な脅威に

対する統合および検証済みのアーキテクチャを提供します。シスコのアプローチでは、

ネットワークインフラストラクチャを中央に集中させ、境界だけでなく企業全体において

可視性と制御を提供します。攻撃ライフサイクル（攻撃前、攻撃中、感染後）の全体にお

いて包括的なカバレッジを提供できるのは、包括的かつ統合されたアーキテクチャによ

るアプローチをおいて他にありません。この初見設計ガイドでは、Cisco Cyber Threat 
Defense ソリューションのメジャー アップデートとなるバージョン 2.0 について説明します。 

対象読者 
このドキュメントは、仮想ワークロードおよび物理ワークロードを混在させて柔軟に運用し

つつ、堅牢な分散型のセキュリティ アーキテクチャを展開して今日の高度化した脅威に

対処したり従来のモードで機能を使用する、あるいはクラウド運用モデルに移行する方

法を理解する必要があるセキュリティ、システム アーキテクト、ネットワーク設計エンジニ

ア、システム エンジニア、フィールド コンサルタント、高度なサービスの専門家、および

お客様などを主な対象としています。このドキュメントでは、別の設計および導入ガイド

で説明されている追加の補完的なソリューションも利用しています。このドキュメントで

は、読者が IP プロトコル、サービス品質（QoS）、高可用性（HA）、およびセキュリティ テ
クノロジーの基本概念を理解していることを前提としています。また、読者が一般的なシ

ステム要件を認識しており、企業ネットワークおよびデータセンター アーキテクチャの知

識を持っていることも前提としています。 
 

要約 
初期のバージョンの Cisco Cyber Threat Defense のソリューションは 2013 年に Cisco 
Validated Design（CVD）と共に導入され、シスコ ネットワーク インフラストラクチャの 
NetFlow テレメトリ、Identity Services Engine（ISE）によるユーザおよびデバイスの ID 管
理、および Lancope Inc. とのパートナーシップにより提供される StealthWatch システム

を組み合わせて、ネットワーク振る舞い分析とネットワーク内部における脅威検出を提供

しました。 
 



このドキュメントでは、以前のソリューションのネットワーク可視性を基にした Cisco Cyber 
Threat Defense アーキテクチャのメジャー アップデートおよび強化について説明しま

す。バージョン 2.0 では、2013 年にシスコが合併した Sourcefire（現 Cisco FirePOWER）
が提供する業界トップクラスの次世代侵入防御システム（NGIPS）と高度なマルウェア防

御（AMP）のコンポーネントが追加されました。このソリューションには他にも、電子メール

および Web コンテンツ セキュリティや、ISE バージョン 1.3 の Cisco TrustSec およびエ

ンドポイント保護サービスを使用してネットワークそのものをポリシー適用ポイントとして

利用する機能など、シスコのセキュリティ ポートフォリオのその他の要素が組み込まれて

います。 

ソリューションの概要 

ソリューション設計  
 
図 1 は Cisco Cyber Threat Defense ソリューションのアーキテクチャの概要図です。こ

れは他の CVD のベストプラクティスを基にしていますが、ネットワーク エッジにおける導

入については深く立ち入りません。Cyber Threat Defense ソリューションの目標は、ネッ

トワーク内部に入り込んだ脅威のディスカバリ、隔離、修復に役立つ設計とアーキテク

チャを紹介することです。データセンターにおける脅威対策については、CVD『Threat 
Defense solution for the Secure Data Center』を参照してください。 

 
図 1：Cisco Cyber Threat Defense ソリューションのアーキテクチャ概要 

Cisco Cyber Threat Defense ソリューションのバージョン 2.0 では、目的を達成するため

に複数のソリューションが使用されています。 
• NetFlow と Lancope StealthWatch システム 

o 広範な可視性 
o ユーザとフローのコンテキスト分析 
o ネットワークの振る舞いおよび異常検出 
o インシデント対応およびネットワーク調査  



• Cisco FirePOWER と FireSIGHT 
o リアルタイムの脅威管理  
o 境界をバイパスする脅威に関する広範なコンテキスト可視性  
o URL の制御 

• 高度なマルウェア防御 
o AMP for Endpoints によるエンドポイント制御 
o ネットワーク向け AMP とコンテンツ向け AMP によるマルウェア コントロール  

• コンテンツ セキュリティ アプライアンスおよびサービス  
o Cisco Web セキュリティ アプライアンス（WSA）とクラウド Web セキュリティ

（CWS） 
 Web トラフィックに対する動的脅威制御 
 アウトバウンド URL 分析およびデータ転送制御 
 疑わしい Web アクティビティの検出  

o Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA） 
 メール トラフィックに対する動的脅威制御 
 疑わしいメール アクティビティの検出 

• シスコ アイデンティティ サービス エンジン（ISE） 
o Lancope StealthWatch によるユーザ ID とデバイス ID の統合 
o pxGrid を使用した修復ポリシー アクション 

境界以外の場所に目を向ける 
 
大規模な組織や大企業、政府機関などを標的としたサイバー攻撃によるデータ漏洩や

データ盗難に関する報告は頻発し、毎日のように発生していると感じられるほどです。こ

うした事件の多くにおいて、狙われた企業は攻撃者から直接標的にされており、最初の

侵害は盗難が発見される何か月も前に発生していました。過去において、業界ではこの

種の攻撃を標的型攻撃（APT）と呼び、以後この呼称が必要以上に独り歩きしていまし

た。しかし、この呼称はあまりにも便利に使われすぎたために元の意味が失われてしま

い、もう一度定義を振り返る必要が生じています。その定義とは以下のとおりです。 
 

標的型攻撃（APT）：複数の攻撃ベクトル（サイバー攻撃、物理
攻撃、詐欺攻撃など）を使用して目的を達成する機会を作り出
すことが可能な高度な専門知識と十分なリソースを持つ攻撃の
こと。[NIST IR 7298 Rev 2] 

 
この定義において、注目に値する箇所がいくつかあります。まず最も重要なのは、この

定義では「攻撃」を意味するのに「adversary」という語が使用されていることです。つま

り、APT というのは単に一回だけの攻撃、エクスプロイト、マルウェアで完結するものでは

なく、悪意を持った攻撃者が標的としたエンティティに対して実行する攻撃キャンペーン

全体を指します。2 つ目は、攻撃者は複数の方法を駆使して攻撃してくるということで

す。したがって、感染を試みる攻撃を数回ブロックできたからと言って、攻撃者が他の方

法を使用して攻撃を仕掛け、それが成功しない保証はありません。 



つまり、APT 対策においては、何らかの目的をもってロジックとテクノロジーを駆使して

標的に攻撃を行う、意思を持った人間の攻撃者に対する防御が必要になります。そのよ

うな攻撃者に対する防御を考えるにあたっては、攻撃者はいずれかの時点で必ず境界

を侵害し、ネットワーク内に攻撃の足掛かりを築くであろうということを前提にしておかな

くてはなりません。Cisco Cyber Threat Defense ソリューションの主眼は、そのようにして

ネットワーク内に足掛かりを築いた攻撃者の存在をセキュリティ担当者が発見しやすくな

るよう、ネットワークを整えることにあります。 

侵害の兆候 
 
APT や最新の脅威においては、本質的に攻撃の開始から最終実行フェーズまでの時

間に大きな隔たりがあります。その結果、攻撃の検出に新しいアプローチが必要となっ

ています。これまでは、ほとんどのレガシー脅威システムは攻撃が疑われるあらゆるアク

ティビティを検出するアプローチに基づいて山のようなアラートを生成してきました。これ

に対する新しいアプローチが、侵害インジケータ（IOC）を活用する方法です。 
 

インジケータ：インシデントの発生またはその可能性を示す兆
候。[NIST SP 800-61] 

 
悪意を伴う攻撃や明確な目的を持った攻撃者がいずれはセキュリティ境界をバイパス

し、ネットワーク上に操作の足掛かりをつかむということを前提にしている IOC アプロー

チでは、攻撃者の存在を検出するだけでなく、その攻撃方法を識別するのに必要な

ツールを適切に配置することを主眼とします。検出結果に対して多角的かつより正確な

分析を行うアプローチに必要な情報として、以下のようなものが考えられます。 
• 攻撃の種類。既知のタイプまたはカテゴリなど。 
• 攻撃の詳細な内容。現在/過去の実行方法など。ターゲット エンドポイントな

どに加えられた可能性がある変更の内容。 
• 攻撃の侵入経路。 
• 悪意があると判断した理由。 
• ターゲットは何ですか。ホストかユーザか。 
• このデバイスが接続している他のシステムやユーザ。 
• 標的となっているアプリケーションまたはデータ。 
• ターゲットがこのイベントの影響を受ける機会はあったか。 
• これは新しい問題か。あるいは個人所有デバイスの持ち込み（BYOD）など、

外部ソース経由で発生したものか。 
• 攻撃対象のホストは現在ネットワークの内外どちらにあるか。 
• 根本原因は何か。 
• システムは、この脅威に対して脆弱な可能性があるホストまたはネットワーク 

デバイスの数をすぐに特定できるか。 
• この攻撃がブロックされた場合、システムはどのようにしてこの攻撃が誤検出

か正しい検知かを判別するか。  



侵害機能の指標をさらに詳細に検出するには、イベントを以下と関連付ける必要があり

ます。 
• マルウェア アクティビティ  
• 侵入検知  
• ネットワーク接続  
• ネットワーク ファイル トラジェクトリ  
• デバイス トラジェクトリ  
• デバイスのネットワーク フロー。水平移動、親子関係、コンテキストなどを含む。  

 
この目的は、上記のすべてをネットワーク、エンドポイント、アプリケーションおよびユー

ザ コンテキストに関連付けることです。結果として生成されるデータ セットは、ネットワー

ク全体における侵害の指標を示す独自の機能を提供します。これらの指標は非常に正

確であるため、すぐに実際の対策に活用することができます。 
 

ネットワーク統合型セキュリティを活用したセキュリティ モデル  
 
悪意を持った攻撃者の性質から、企業を標的とした脅威への包括的な対策の開発には

新しいツールと技術が必要となります。このためには、複雑性を最小限に抑え、ビジネス

資産を継続的に保護しつつ、エニーツーエニーのようなビジネス モデルの変化に対応

するモデルを使用する必要があります。セキュリティ システムはネットワーク ファブリック

と直接統合して効率と性能を最大化する必要があります。また同時に、ネットワーク認識

に対応していないセキュリティ制御をばらばらに追加することよるリスクを最小化する必

要もあります。このようなシステムを設計するにはこの統合を適切に実行するための新し

いモデルが必要です。特にエラーの許容範囲が狭いデータセンターで必要とされま

す。この新しいモデルは、あらゆるタイプのネットワーク向けの包括的なセキュリティ ソ
リューションを開発する際の参考になります。この新しいモデルは、一連の攻撃への対

応として知られる主要なコンポーネントを示しています。これは、包括的なセキュリティ シ
ステムに不可欠な、重要な各メカニズムおよびプロセスを特定するものです。 



 
このモデルは、攻撃前、攻撃中、攻撃後に、エンドポイント、モバイル デバイス、データ

センターの資産、仮想マシン、それにクラウドにさえ存在する、広範囲に及ぶ攻撃ベクト

ルに対して防御側が取るべき対応を把握することにより、問題に対処するものです。ほと

んどのセキュリティ ソリューションは、脅威が発生した時点で対応する傾向があります

が、脅威を連続的なサイクルとして見なすことが重要です。 
 

攻撃前 
コンテキスト認識型攻撃に対する防御にはコンテキスト認識型のセキュリティが必要で

す。組織は、守ろうとしているインフラストラクチャについて自分たちよりも多くの情報を

持っている攻撃者を相手にしなくてはなりません。攻撃者に対して情報面で優位に立

ち、攻撃前の防御を行うためには、組織が環境全体を把握する必要があります。つま

り、物理ホストと仮想ホスト、オペレーティング システム、アプリケーション、サービス、プ

ロトコル、ユーザ、コンテンツ、ネットワークの動作など（ただしこれらに限定されません）

について理解する必要があります。防御側は、ターゲットの価値、攻撃の正当性、履歴

に基づいて、インフラストラクチャに対するリスクを理解する必要があります。保護しようと

しているものを理解していないと、防御側は必要なセキュリティ テクノロジーを設定する

ための準備を整えることができません。可視性においては、ネットワーク全体をカバーす

る必要があります。エンドポイント、E メールや Web のゲートウェイ、仮想環境とモバイル 
デバイス、さらにはデータセンターも対象になります。この可視性を通して実用的な警告

を生成し、防御者が十分な情報を得た上で判断できるようにする必要があります。 



攻撃中 
絶え間ない攻撃や複合的な脅威は、特定の時点で 1 回だけ実行されて終わりとはなり

ません。これらのアクティビティは継続的に行われるため、継続的なセキュリティが必要

です。従来のセキュリティ テクノロジーが攻撃を評価できるのは特定の時点のみであり、

攻撃自体の単一のデータ ポイントに基づきます。このアプローチでは、高度な攻撃に

太刀打ちできません。 
 
代わりに必要となるのは、認識（Awareness）という概念に基づいたセキュリティ インフラ

ストラクチャです。この方法では、広範なネットワークでデータを収集して関連付けを行

い、履歴データやグローバルな攻撃に関する情報を基に状況を明らかにし、アクティブ

な攻撃、盗難、偵察などと、単なるバックグラウンド アクティビティとを区別することができ

ます。これは、ある時点でのみ実行するセキュリティから、継続して分析と意思決定を行

うセキュリティへの進化です。安全と見なされて通過したファイルが後から悪意のある動

作を実行した場合、組織はアクションを実行できます。このようなリアルタイムの洞察が

得られることで、セキュリティ プロフェッショナルはインテリジェントな自動機能を利用し

て、手動による介入を必要とせず、セキュリティ ポリシーを適用することができます。 

攻撃後 
一連の執拗な攻撃に対応するには、レトロスペクティブ セキュリティが必要です。レトロ

スペクティブ セキュリティでは、ビッグデータが鍵となりますが、この機能を提供できる企

業はほとんどありません。継続的にデータを収集および分析してセキュリティ インテリ

ジェンスを構築できるインフラストラクチャを用いれば、セキュリティ チームは自動的に侵

害の指標を特定でき、検出を逃れるために動作を変える高度なマルウェアも検出し、修

復を行うことができます。 
 
そのままでは数週間、または数ヵ月も検出されない侵害を素早く特定し、範囲を絞り込

んで抑制および修復することができます。この脅威を中心に据えた新しいセキュリティ 
モデルにより、組織はあらゆる攻撃ベクトルを対象として一連の執拗な攻撃に、いつで

も、継続して、リアルタイムに対応できます。 
 
注：サイバー脅威対策 2.0 ソリューションは、上記の攻撃サイクルのうち「攻撃中」および

「攻撃後」の段階におけるセキュリティを中心として組み立てられています。その他のセ

キュリティ ソリューションについては、Cisco Design Zone Web サイトを参照してください。 

ソリューションのコンポーネント 

NetFlow  
NetFlow は、元のバージョンの Cisco Cyber Threat Defense ソリューションの中心要素

でしたが、更新されたこの第 2 世代でも引き続き重要な役割を担います。 
 

http://www.cisco.com/go/designzone


Cisco IOS ソフトウェアに組み込まれており、接続データを検査してネットワーク運用を分

類します。IPFix プロトコルの RFC プロセスにより標準化されており、Arista、Citrix、
Huawei、Juniper、Palo Alto のネットワーク機器や、オープン ソースの Linux オペレーティ

ング システムのさまざまなディストリビューションでバリエーションが提供されています。 
 
NetFlow は、トラフィック フローの IP ネットワーク トラフィックの属性を測定する、シスコ

のアプリケーションです。フローは、特定の送信元と宛先の間でやり取りされ、シスコ デ
バイスを通過する一方向のパケット ストリームとして認識されます。当初、NetFlow は帯

域幅、アプリケーション パフォーマンス、使用率などのネットワーク トラフィックの特性を

測定するために作成されました。これまでに NetFlow は、課金とアカウンティング、ネッ

トワークの容量計画、および可用性モニタリングに使用されています。 
 
NetFlow は、レポート テクノロジーです。NetFlow が有効になっているネットワーク デバ

イスでは、トラフィックを処理する際にトラフィック フローに関する情報が収集され、その

データが指定されたコレクタにレポートとして送信（またはエクスポート）されます。以前

のバージョンの NetFlow では、データのエクスポートは接続が閉じられた後にのみ行わ

れていました。その後、1 つ以上の有効期限タイマー（アクティブや非アクティブ）や条

件（接続完了時やキャッシュがいっぱいになったとき）を定義できるようになりました。

NetFlow レポートはその性質上、否認防止、異常検出、調査などを含むセキュリティ上

のさまざまな用途に使用できます。 
 
NetFlow は最初の導入以来、以下のテーブルに示すように多くのバージョンを経ていま

す。固定エクスポート形式のバージョン（1、5、7、8）は柔軟性または適応性がなく、各

新バージョンには、以前のバージョンと互換性のない新しいエクスポート フィールドが含

まれています。NetFlow バージョン 9 では、収集とエクスポート プロセスが完全に分離さ

れ、NetFlow 収集のカスタマイズができます。 
 
テーブル 1：NetFlow のバージョン 

バージョン ステータス 
1 元のバージョン。v5 と似ていますが、シーケンス番号または BGP 情報があ

りません 
2 リリースされていません 
3 リリースされていません 
4 リリースされていません 
5 固定形式。実稼動で最も一般的なバージョン。 
6 リリースされていません 
7 v5 と似ていますが、AS インターフェイス、TCP フラグ、および ToS 情報が

含まれません。Cisco Catalyst 6500 および 7600 に固有 
8 11 の集約方式の選択。企業では広く普及しませんでした 



9 追加フィールドおよび技術のサポートを可能にする柔軟で拡張可能なエク

スポート形式 
IPFIX v9 と似ていますが、標準化されていて可変長フィールドが付属しています 
Flexible 
NetFlow 

従来の NetFlow を超えるフロー データの柔軟性と拡張性。AVC 経由で、

1000 以上のアプリケーションを分類可能。 
 
Cisco Cyber Threat Defense ソリューションは、カスタマイズ可能な NetFlow バージョン 
9 レコードに対応できるように、Cisco IOS の Flexible NetFlow 機能のカスタマイズ機能

を利用します。このアプローチを使用して、Cisco Cyber Threat Defense ソリューション

の CVD ではソリューションの各デバイスについて NetFlow レコードを定義し、次世代 
Network Based Application Recognition（NBAR2）と Cisco Application Visibility and 
Control（AVC）を使用してパケットの TCP フラグ、存続可能時間（TTL）値、プロトコル、

アプリケーション名などのフィールドを収集して、各デバイスのセキュリティ監視能力を最

大限に高めます。これらのフィールドの多くは、NetFlow プロトコルの以前のバージョン

で利用できません。これらのフィールドがない場合、Cisco Cyber Threat Defense ソ
リューションの一部として使用される細かく調整された検出アルゴリズムの利点の一部は

失われるか最小化します。 
 
シスコが開発した NetFlow の最新版は Flexible NetFlow です。Flexible NetFlow は 
NetFlow バージョン 9 を拡張したもので、リソース使用率の最適化やネットワークの容量

計画、サービス品質（QoS）用の最適なアプリケーション層の特定に役立つ機能が追加

されています。これは、サービス妨害（DoS）攻撃やネットワーク伝達ワームを検出するこ

とにより、ネットワーク セキュリティにおいて重要な役割を果たします。 
 
ベスト プラクティス：Cisco IOS Flexible NetFlow 機能を可能な限り使用してください。 
 
次の図は、シスコ デバイス上における NetFlow の動作を示しています。 
 
(1) データが NetFlow 対応デバイス（NetFlow ジェネレータ）を通過すると、デバイス接

続テーブルのマイニングと NetFlow のキー データ フィールドの抽出が行われます。 
(2) キー フィールドを使用して新しいフロー データと既存フローの照合と関連付けが行

われ、NetFlow キャッシュ（デバイス上で管理される、フローのデータベース）に新しい

エントリが追加されます。キー フィールドに加えて、シスコ デバイスは TCP フラグ、バイト 
カウンタ、開始および終了時間などの追加で設定された収集フィールドを収集し、この

フローの NetFlow キャッシュ エントリにこの情報を保存します。 
(3) フローが終了するか、タイムアウト イベントが発生すると、フロー レコードと呼ばれる 
NetFlow プロトコル データ ユニット (PDU) が生成されてフロー コレクタに送信されます。 
 
 



 
 
 

Lancope StealthWatch システム 
 
シスコ経由で購入が可能な Lancope StealthWatch システムは、高性能なネットワーク

可視化/セキュリティ インテリジェンス専用ソリューションです。Lancope StealthWatch 
は、Syslog や SNMP などの Cisco ISE システム専用データによるアイデンティティ デー

タや、NBAR2 および Cisco AVC 経由で収集されるアプリケーション データなどのコンテ

クスチュアル データに加えて NetFlow データの収集、集約、分析を行うことで、ネット

ワーク上のあらゆるユーザ、デバイス、トラフィックの状況をリアルタイムで認識するのに

役立ちます。また、継続的な調査やネットワーク トラフィックの可視化をリアルタイムで実

行できるため、セキュリティ担当者はセキュリティ インシデントの発生前、発生中、発生

後の各段階においてすばやく効果的な対応ができるようになります。 
 
Cisco Cyber Threat Defense ソリューションのコンポーネントとしての Lancope 
StealthWatch システムは、次の図とテーブルに示すように、複数の個別コンポーネント

を接続して構成されます。 



 
 
コンポーネント 説明 
StealthWatch 
Management Console 

企業内のセキュリティとネットワーク インテリジェンスを関連付

けるために、すべての StealthWatch アプライアンスを管理、調

整、および設定します。フローとアイデンティティを関連付ける

ために、Cisco Identity Services Engine から認証されたセッ

ション情報を取得します。 
StealthWatch 
FlowCollector 

NetFlow 対応デバイスによって生成されるフロー データの中

央集中型コレクタとして機能します。StealthWatch 
FlowCollector は、ネットワーク トラフィックを監視、分類、およ

び分析して、ネットワークとホストの両方のレベルで包括的なセ

キュリティ インテリジェンスを作成します。 
StealthWatch UDP 
Director（別名 
FlowReplicator） 

単一の高速アプライアンスの NetFlow、syslog、および SNMP 
情報を集約します。この高速 UDP パケット レプリケータは複数

の場所から必要なネットワークの最適化およびセキュリティの

情報を収集し、この情報を単一のデータ ストリームで 1 つ以上

の StealthWatch FlowCollector アプライアンスに転送します。 
StealthWatch 
FlowSensor 

すべてのホストとサーバの通信およびネットワーク トラフィック

統計情報を受動的にモニタし、それを FlowCollector に送信

されるフロー レコードに変換します。 



コンポーネント 説明 
StealthWatch 
FlowSensor VE 

仮想サーバ内部で動作するように設計された仮想アプライア

ンス。FlowSensor VE は、VM 内トラフィックを受動的にモニタ

し、それを FlowCollector に送信されるフロー レコードに変換

します。 

次世代侵入防御システム 
シスコの次世代 IPS（NGIPS）ソリューションは、高度な脅威対策に必要な一連の漸進的

機能を提供します。Cisco NGIPS はリアルタイムのコンテキスト認識とセキュリティ自動化

機能をネットワーク ファブリックにもたらし、セキュリティ インテリジェンスを統合します。ま

た、コンテキスト情報とコンテキスト認識を活用してネットワーク アクティビティ、オペレー

ティング システム、アプリケーション、ユーザなどの詳細情報を提供し、脅威の評価と緩

和、応答の一貫性と処理の提供、および組織のセキュリティ関係の支出の削減を行える

ようにします。脅威が進化を続けて状況が変化していく状況において、レポート、概要分

析、アラート機能を活用するだけでは十分ではありません。攻撃をキャプチャするだけ

でなく、攻撃とフォレンジック機能を理解することが重要です。Cisco NGIPS ソリューショ

ンではそのような状況理解と緩和のためのソリューションを使用できるようになったため、

単に攻撃を検出するだけでなく、防止することも可能になりました。 
 
スペース、電源、運用管理、効率などといった環境に関する要素の進化により複数の機

能を備えたセキュリティ デバイスが出現し、導入の柔軟性と、上記のような環境のダイナ

ミクスを理解するための機能がもたらされました。Cisco NGIPS ソリューションの重要な要

素は次のとおりです。 
 

• Cisco Application, Visibility and Control（AVC）を活用して幅広いクライアント ア
プリケーションとアクティビティを識別、監視、検査し、その情報に基づいてポリ

シーを適用する機能。 
• ネットワークの振る舞い、ユーザ アイデンティティ、ネットワーク リソース、攻撃の

トレンドとベクトル、トラフィック プリファイルなどを識別するため、環境内外の多

様な種類のコンテキスチュアル データにすばやくアクセスする機能（外部で利用

可能な要素や取得可能な情報を参照して相関関係を調査するため）。 
• ネットワーク運用を妨げることなくインラインに設置可能。 
• 脆弱性や脅威中心型の署名とベクトルのサポート。 
• プロトコルに関係なく中継トラフィックのコンテンツ認識とデータ損失防止をサ

ポート。これには、URL フィルタリングや、インバウンド/アウトバウンドのファイル

や添付ファイルを検査および分類（実行可能ファイル、PDF、Office ファイルな

ど）する機能が含まれます。 
• インテリジェンスの収集および使用のサポート：コンテキスト認識（多様なソースか

ら情報を取得し、中継トラフィックに対するブロック/フィルタ/警告に関してより優

れた効果的な判断を行うための支援を提供する）機能。 
 



FirePOWER  
Cisco ASA with FirePOWER Services は業界初の適応型・脅威中心型次世代ファイア

ウォール（NGFW）であり、業界トップクラスを誇る Cisco ASA の性能と業界をリードする 
Cisco FirePOWER の高度なマルウェアおよび脅威防御を組み合わせて、脅威の攻撃

サイクル全体にわたって統合型の防御を提供します。 
 
Cisco ASA は以前からステートフル インスペクション、NAT、VPN、ルーティング サービ

ス、および他の多くの機能をサポートしていましたが、それに加えてパケット フローのパ

スで Cisco FirePOWER サービスとの統合が可能になりました。FirePOWER サービス

は、URL フィルタリング、AVC、NGIPS サービス モジュールおよび Advanced Malware 
Protection による脅威からの保護を提供します。Cisco ASA と FirePOWER サービスを

組み合わせることで、以下のような完全に統合された、脅威中心型の NGIPS/NGFW ソ
リューションが実現します。 

 

 
 
 
 

Cisco Advanced Malware Protection  
Cisco Advanced Malware Protection（AMP）は、ネットワーク全体にわたり、攻撃前、攻

撃中、攻撃後とマルウェアからの脅威に対する継続的な可視性と制御を提供します。 
 

• 攻撃前：既知のマルウェアや、ポリシーに違反するファイル タイプや通信が拡張

ネットワークに侵入するのを防ぎます。 



• 攻撃中：ファイルおよびネットワーク トラフィックを継続的に分析し、第一防衛線

をすり抜けた脅威に対応します。 
• 攻撃後：アクティブな攻撃を迅速かつ効率的に把握し、範囲の特定、封じ込み、

および修復を実行します。 
Cisco AMP は広範な攻撃ベクトルの全体にわたる保護を提供し、以下のような導入が可

能です。 
• 専用の Cisco ASA ファイアウォールと Cisco FirePOWER ネットワーク セキュリティ 

アプライアンスに統合されたネットワークベースのソリューション 
• PC、Mac、モバイル デバイス、および仮想環境のエンドポイント ソリューション 
• 高い機密性が要求される環境として構築されたオンプレミスのプライベート クラ

ウドの仮想アプライアンス 
• Cisco クラウド Web セキュリティまたは Cisco Web および E メール セキュリティ ア

プライアンスに機能の一部として統合 
 

 
 
Cisco AMP は Cisco Collective Security Intelligence エコシステムによるクラウド セキュリ

ティ インテリジェンスに加えて Cisco Talos Security Intellgence およびリサーチ グルー

プからの情報も活用して高度な防御を提供します。また、Cisco AMP Thread Grid 動的

マルウェア分析および脅威インテリジェンス テクノロジーが統合されており、データを集

約および関連付けして、高度な、あるいは存在を秘匿しようとするサイバー脅威を識別

する能力が高められています。 
 



Cisco AMP には継続的な分析とレトロスペクティブ アラート機能があり、次のような機能

が備わっています。 
• ファイル レピュテーション：ネットワークを通過するファイルのペイロードをインラインで分

析し、既存の Cisco Web セキュリティや Cisco E メール セキュリティのユーザ インター

フェイスまたは類似のポリシー レポート フレームワークで悪意のあるファイルを自動的にブ

ロックしたり、管理者が定義したポリシーを適用したりするのに必要な分析情報をユーザに

提供します。 
• ファイル サンドボクシング：ネットワークを通過する不明ファイルを非常にセキュリティの

高いサンドボックス環境で分析し、実際の振る舞いを調査します。これにより、AMP は、

ファイルに関する詳細な動作ベースの詳細を収集し、そのデータを人間とマシンによる詳細

分析と組み合わせて、ファイルの脅威レベルを判定できます。  
• ファイル レトロスペクション：境界防御を通過した後に脅威と判定された悪意のあるファ

イルの問題を解決します。ある時点でのみ実行するセキュリティは、例外なく 100 % 未満

です。ファイル レトロスペクションは、特定の時点で動作するのではなく、連続的な分析を

行います。AMP のクラウド インテリジェンス ネットワークからリアルタイムの更新情報を使

用するので、変化する脅威レベルを常に把握できます。その結果、攻撃が広まる前に、

AMP ですばやく特定して対処できます。 
 
 

ネットワーク向け AMP 
ネットワーク向け Cisco AMP は FirePOWER Services for ASA を含む FirePOWER アプ

ライアンスで実行でき、HTTP、SMTP、IMAP、FTP、NBT などの一般的なファイル転送メ

カニズムでリアルタイムおよびレトロスペクティブなマルウェア検出を行います。 

コンテンツ向け AMP  
電子メールや Web アクセスは不可欠なサービスであり、その利用はビジネス/商用利用

と個人利用の両方の混合となります。今日の Web 2.0 製品の特性やエンド ユーザ デバ

イスのモバイル使用の現状を鑑みると、ビジネス用途以外のアクセスをすべてブロックす

ることは不可能です。AMP の機能は WSA、ESA、および CWS でも使用できます。メー

ルや Web のフローと、IP レピュテーション ベースのファイル レピュテーションの完全な

コンテキストを活用することで、これらのコンテンツ セキュリティ ゲートウェイは、ネット

ワーク エッジでポリシーを適用し、混合攻撃を可視化できます。 

エンドポイント向け AMP  
Cisco AMP for Endpoints は Microsoft Windows、Mac OS X、および Android 搭載モ

バイル デバイスにインストールでき、そうしたエンドポイントに対して優れた脅威防御を

提供します。 

 



FireSIGHT Management Center 
 
FireSIGHT Management Center（FMC）はネットワークに接続されたデバイスに対する可

視性を提供します。これには FirePOWER および AMP による脅威情報と、コンテキスト

情報（物理/仮想ホスト、オペレーティング システム、アプリケーション、サービス、プロト

コル、ユーザ、地理位置情報、コンテンツ、ネットワークの振る舞いなど）が組み合わされ

て使用されます。さらに、FireSIGHT はインテリジェンス ソースや情報へのアクセスを提

供し、自動化された機能によってイベントとインテリジェンス データの関連付けを行って

環境に関する情報に基づいた意思決定ができるようにし、業務の効率化を向上させま

す。FMC は NGIPS ソリューションと AMP ソリューションの管理コンソールとデータベース 
リポジトリであり、セキュリティ オペレーションのイベントおよびポリシーの一元化された管

理ポイントを提供します。また、ネットワークに展開された Cisco ASA with FirePOWER 
Services や Cisco FirePOWER 物理/仮想アプライアンスで生成されたさまざまな情報を

自動的に集約して関連付けることもできます。 
 
FireSIGHT の一元管理機能により、イベントのモニタリング、分析、インシデントの優先

順位付け、レポートなど、あらゆるネットワーク セキュリティ機能と運用機能を集中的に

管理できるようになります。 

 

コンテンツ セキュリティ制御  
今日のエンド デバイスはモバイル性を高めており、業務使用と個人使用の境目も明確

な分離が難しくなっています。そのため、脅威防御アーキテクチャにおいては電子メー

ルおよび Web コンテンツ セキュリティは欠かすことのできない重要なコンポーネントで

す。特定のデバイスやユーザがアクセスできるエンド ポイントを限定できる他のアプリ

ケーションやデバイスのセキュリティとは異なり、コンテンツ セキュリティにおいてはさまざ

まなサーバやユーザに一定レベルのユビキタスなアクセスを提供する必要があります。

犯罪エコシステムは、このアクセス レベルを悪用しようとします。インバウンド フローのコ

ンテンツ セキュリティの価値については多くのレポートやガイドで広く議論されています

が、このセクションではアウトバウンドに注目します。 



Web セキュリティ 

熟練の攻撃者は、モバイル デバイス、Web 対応およびモバイル アプリケーション、Web 
ブラウザなどの新しい攻撃ベクトルを利用して、目的を達成しています。この新しい環境

では、組織内のあらゆるユーザはどこにいても常に攻撃の標的となり得ます。次に 2 つ
の理由を述べます。 

• Web は犯罪者が一般的に使用する攻撃ベクトルである：攻撃は組織的に行われ、

Web 生まれの攻撃戦術は発見が容易ではありません。水飲み場型攻撃はメンバー

登録型サイトの中にマルウェアを潜ませ、フィッシング詐欺は個人を標的に個人情

報を引き出そうとし、ボットネットは被害者のデバイスに乗っ取りを仕掛けます。脅威

となりうるサイトの数は決して少なくありません。顧客ネットワークの実に 93 % はマル

ウェアをホストする Web サイトにアクセスしています。1  Web ベースの攻撃は常にそ

の形を変えており、検出は困難で、その影響はかつてなく大きくなっています。 

• 適切な制御がない場合、自社ユーザにより企業全体がリスクにさらされる：支社、

個々の従業員、ゲスト ユーザが超過帯域幅を使用してスロットリングを発生させ、

Sofware as a Service（SaaS）アプリケーションや優先度の高いビジネス機能の利用

に悪影響を及ぼす可能性があります。また、ソーシャル メディア、インターネット動

画、個人向け SaaS アプリケーションなどを利用したり、IT 部門のガバナンスが及ば

ず従来のセキュリティ ソリューションの保護も届かないシャドー IT インフラストラク

チャを構築する場合もあります。 

セキュリティは単に大きな壁を構築し、単機能ソリューションを数多く導入すればよいと

いうものでありません。犯罪者を阻止し、ユーザによる使用を制御するためには、自社イ

ンフラストラクチャに適合し、ビジネスの成長と共に成長でき、目まぐるしく変化する脅威

に迅速に適応できるソリューションが必要です。また、最新のマルウェア防御や、侵害の

発生時にその対応を行うためのツールを提供する必要があります。 

Cisco CTD バージョン 2.0 で展開される Web セキュリティ ポートフォリオの主要なコン

ポーネントは以下のとおりです。 

• インバウンド フローに対する高度なマルウェア防御と、サンドボクシングとレトロス

ペクションに特化した脅威のトラッキング。これは他の AMP コンポーネントの説明

と同じですが、AMP は現在アウトバウンド フローのみをスキャンします。CTD でこ

れが生きてくるのは、レトロスペクションにより侵害の八世が判明した後の、感染の

可能性があるクライアントの検出においてです。悪意のあるコードやそのコンテン

ツの出所とやりとりを行ったことのあるあらゆるクライアントのクリーン リストにより、

ゼロ号患者や感染源に関する詳細情報を得ることができます。 
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• 署名ベースのセキュリティ。アウトバウンドのフローに対するウイルス対策スキャン

により、感染や、ユーザが分散型攻撃で踏み台として利用されている可能性を

検出しやすくなります。 

• C&C サイトへのアウトバウンド フローの振る舞い分析は、L4TM で容易に検出で

きます。あらゆるアウトバウンド TCP および UDP フローをスキャンすることで、

WSA は C&C サーバへのこうした通信をモニタリングし、ブロックできます。Cisco 
CTD バージョン 2.0 の他の要素と組み合わせてこの重要なデータを活用するこ

とで、IoC の発見に役立てることができます。 
 

E メール セキュリティ 
電子メール脅威の領域においては、高度な脅威と標的を絞った攻撃の狡猾さが高まっ

てきています。スパム メールが大量にばらまかれたり、安全でない添付ファイルが送付

されてきたりといったことは、もはやセキュリティ上の問題として大きなものではなくなりま

した。いまや攻撃者はソーシャル メディア Web サイトで標的とする被害者の情報を探

し、スペア フィッシング メールを送りつけるようになっています。この種の攻撃において

は個人情報やソーシャル エンジニアリングの手法が使用され、世界的なニュース イベ

ントなどを巧妙に利用して、マルウェアを仕込む悪意のあるリンクへとユーザを引き込も

うとします。現在では、攻撃の機会はかつてなく多くなっています。以前は、企業の従業

員は会社のファイアウォールの内側に置かれたワークステーションでテキストベースの

電子メールをチェックしていました。しかし現在ではリッチな HTML メッセージが当たり前

になり、しかもアクセスは複数のデバイスから、場所や時間も関係なく行われます。ユビ

キタスなアクセスによりネットワークへの新しいエントリ ポイントが生まれ、かつては明確

に分けられていたセキュリティ階層の境界はあいまいになっています。 
このように進化した環境において、Cisco E メール セキュリティ（CES）は業界をリードする

製品です。他の製品と比較して、シスコ製品におけるスパムのキャプチャ率は最高レベ

ル、誤検出率は最低レベルを誇ります。シスコは業界唯一の実証済みゼロアワー ウイ

ルス対策ソリューションを保持しており、新発見のウイルスに対しても 60 分以内での対

応が可能です。それを、Defense in Depth と呼ばれるスパムおよびウイルス対策用の従

来型スキャニング エンジンと組み合わせて使用します。また、アウトバウンドの電子メー

ルも同じソリューションでスキャンし、データ損失防止やコンプライアンス要件への準拠

に役立てることもできます。アウトバウンドの電子メールを自動でスキャンし、政府発行の

個人識別番号、クレジット カード番号、患者の医療情報などの情報が含まれていないか

をチェックすることもできます。そのようなメッセージは自動的に暗号化され、受信者が

開いて表示するためには認証が必要になるため、それだけでコンプライアンス要件を満

たすことができます。また、シスコ製品を使用することにより、最高レベルのパフォーマン

スを最低レベルの総所有コストで利用できます。シスコはセキュリティ アーキテクチャ全

体をカバーしており、常に将来を見据えています。シスコのセキュリティ テクノロジーは

すべてが連係して機能し、お客様のセキュリティを強化します。 



Cisco CTD バージョン 2.0 で展開される電子メール セキュリティ ポートフォリオの主要な

コンポーネントは以下のとおりです。 

• インバウンド フローに対する高度なマルウェア防御と、サンドボクシングとレトロス

ペクションに特化した脅威のトラッキング。 

• 署名ベースのセキュリティ。アウトバウンド フローを対象としたスパム対策/ウイル

ス対策スキャン。 

• 振る舞い分析による、C&C サイトへのアウトバウンド フローやスパム攻撃に利用

されているアウトバウンド フローの検出。アウトバウンド フローをモニタリングして

平常時の基準値または予測値と比較することで、感染が発生した場合にすばや

く検出し、クリーンアップに役立てることができます。 
 

TrustSec および Identity Services Engine  
 
Cisco ISE は業界をリードするセキュリティ ポリシー管理プラットフォームで、アクセス制御

を統合、自動化してエンタープライズ ネットワークやリソースへのロールベースのアクセ

スをプロアクティブに適用します。このロールベース アクセスは、接続方法（有線、無

線、VPN）に関係なく適用されます。 
 
Cisco ISE は Cisco Platform Exchange Grid（pxGrid）技術を使用して、他のシスコ プ
ラットフォームや統合されたパートナー エコシステムのソリューションと豊富なコンテキス

ト データを共有します。これにより、これまでになく容易にセキュリティに対する脅威の識

別、緩和、修復用の機能をネットワーク全体に追加できるようになります。総合的に見

て、セキュアなアクセス制御とは一元化されたシンプルなもので、基幹ビジネス サービス

の安全な提供、インフラ セキュリティの強化、コンプライアンスの保持、サービス運営の

合理化を実現します。 
 
Cisco TrustSec により、ネットワーク サービスやアプリケーションへのセキュア アクセスの

プロビジョニングや管理が容易になります。ネットワーク トポロジを基礎とするアクセス制

御メカニズムと比較して、Cisco TrustSec は論理的なポリシーを使って定義されているた

め、たとえリソースがモバイルや仮想ネットワークに移動した場合でも、セキュア アクセス

を一貫した形で維持することができます。アクセス資格と IP アドレスや VLAN と切り離す

ことでセキュリティ ポリシーのメンテナンスのタスクがシンプルになり、運用コストも削減さ

れます。また、有線、無線、VPN のアクセスに対して共通のアクセス ポリシーを一貫して

適用することもできます。 
 



Cisco TrustSec の分類およびポリシーの適用の機能は シスコのスイッチ、ルータ、無線 
LAN、およびファイアウォールの各製品に組み込まれています。トラフィックをエンドポイ

ントのコンテキスチャルなアイデンティティと IP アドレスの組み合わせによって分類する

ことで、Cisco TrustSec では動的なネットワーキング環境やデータセンターでも柔軟なア

クセス制御が可能です。 
 
ネットワーク アクセスの時点で、セキュリティ グループ タグ（SGT）と呼ばれる Cisco 
TrustSec ポリシー グループがエンドポイントに割り当てられます。この割り当ては通常、

エンドポイントのユーザ、デバイス、および場所などの属性に基づいて行われます。SGT 
はそのエンドポイントのアクセス資格を表すものであり、そのエンドポイントからのすべて

のトラフィックにこの SGT 情報が付加されます。SGT は、スイッチ、ルータ、ファイア

ウォールで転送の判定に使用されます。SGT の割り当てには職務や部署の情報を含め

ることができるため、Cisco TrustSec の制御はネットワーキングとは関係なくビジネス 
ニーズに沿って定義することができます。 

侵害を前提とした運用 
 
最良レベルのあらゆるセキュリティ制御を駆使したとしても、強い意志と目的を持った攻

撃者は、目的を果たすための足がかりをネットワーク上で得ます。攻撃者は自分の目的

を知っているため、多くの点で優位に立つことができます。逆に防御側は攻撃者の存在

を検知できなくてはなりませんが、これは簡単なことではありません。このセクションでは

まず、攻撃のライフサイクルを段階ごとに分割し、その後で、サイバー脅威対策ソリュー

ションのコンポーネントから得られるデータを活用して攻撃者の存在を発見し、重要な資

産を保護する方法について説明します。 

攻撃ライフサイクルの分割 
 
攻撃ライフサイクルは基本的に、その初期段階から目的達成のために行動を起こす準

備が整う段階までに攻撃者が行う手順に注目します。すべての攻撃手順には技術を活

用した手口とそうでない手口があり、初期の手順の一部は標的となっている組織とは

まったく関係のないところで進められる場合があります。次の図は、攻撃の手順を段階

ごとにまとめたものです。 
 



 
 

最初の偵察 
この手順では、攻撃者は標的の組織に関する情報を収集します。この段階では

公開されている情報の収集と活用を行います。情報の収集はソーシャル メディ

アを使用して行われ、標的とする従業員の決定、標的の組織で使用されている

テクノロジーの調査、最初の攻撃の準備などを行います。 
 

最初の不正アクセス 
この手順では、攻撃者は標的の組織内に攻撃のための足掛かりを築きます。こ

れにはゼロデイ脆弱性を突くカスタム マルウェアが使用される場合もありますし、

既知のマルウェアが使用される場合もあれば、ソーシャル エンジニアリングなど

の、技術を使用しない形態をとる場合もあります。いずれの方法を採るにせよ、こ

の手順を終えた攻撃者は標的組織内への侵入に成功しています。 
 

侵入 
前の手順を完了したことで、攻撃者は標的組織への侵入を果たしました。この手

順の主な目的は、その足掛かりを維持することになります。たとえば、前の手順

で、攻撃者がユーザ名とパスワードを取得することに成功している場合、この手

順では、組織にリモート接続を確立しようとします。最初の不正アクセスで従業員

の 1 人のパーソナル コンピュータにマルウェアを埋め込むことに成功している場

合は、この手順ではそのパルウェアを使用して指揮および統制（C&C）チャネル

を開こうとするでしょう。 
 



探索活動  
 
この段階に進んだ攻撃者は、目的の達成に関係するリソースを組織内で探し始めま

す。具体的にどのようなことをするかは、攻撃者、その目的、侵入経路などで変わってき

ます。多くの場合、攻撃者はネットワーク内部のスキャニングを開始し、利用できる脆弱

性が他に存在しないか、エクスプロイトする価値のありそうなデータがホストされていない

かを探ります。また、正当なクレデンシャル（ユーザ名とパスワードなど）の回復を試みる

場合もあります。 

足掛かりの拡大 
 
この時点に至るまで、攻撃者は標的組織内に侵入のための足掛かりを 1 つしか確保で

きていません（マルウェアの感染に成功した 1 台のマシン、盗み出した 1 対のクレデン

シャルなど）。この手順では、攻撃者は侵入ポイントを複数確保したり、組織内に埋め込

む足掛かりを増やそうとします。図では侵入の段階に戻る経路も示されていますが、こ

れは新しいリソースへのリモート接続を表しています。 

ステージング  
 
この手順では、攻撃者は、最終段階に向けた準備を行います。ここで行われることは、

攻撃者の目的によって異なります。目標がデータの取得や盗み出しであれば、この段

階ではたとえば組織内の複数のリソースから微量ずつのデータ収集を行います。目標

がサービスや運営の中断であれば、たとえば標的に対する捜査が確実に行えることを

確認しようとするでしょう。図では侵入の段階に戻る経路も示されていますが、これは攻撃

者が侵入ポイントとして使用しているリモート接続やクレデンシャルを表しています。 

実行 
 
これは、攻撃の最終段階です。攻撃者が、すべての目標をクリアし、目的を果たしたと

判断する段階です。攻撃者の目的は通常、主に 2 つのカテゴリ（データの盗み出しまた

はアクティビティの中断）のいずれかの範疇に入ります。 
 

ネットワークに復元力を組み込む 
 
ネットワークに復元力を組み込むための最初のステップは、攻撃のライフサイクルを理

解することです。ここでの目的は、攻撃者の存在をすばやく認識し、攻撃に対処するた

めの適切なツールを準備することです。このセクションでは、Cisco Cyber Threat 
Defense ソリューションの各部分について説明し、それらが攻撃のライフサイクルの各段

階でどのように識別や管理に役立つのかを見ていきます。 



既知の攻撃のブロック：NGIPS  
 
ネットワークに復元力を組み込むための最初のステップは、ネットワークへのアクセスを

制御するためのテクノロジーを適切な組み合わせで展開することです。そのためには、

シスコのベストプラクティスや検証済みの設計に従って、社内とデータセンターの両方で

セキュアなアクセス制御とネットワーク エッジを構築する必要があります。 
 
Cisco Cyber Threat Defense ソリューションでは、www.cisco.com/go/designzone で公

開されている以下の CVD で説明しているベストプラクティスと原則に従うことを推奨して

います。 
• Cisco Threat Management with Next-Generation IPS  
• Firewall and IPS Technology Design Guide  

o 一部の設計ガイドではまだ最新情報が反映されておらず、FirePOWER 
ではなくレガシーの Cisco IPS を使用するように説明されていることに注

意してください。 
• Cisco TrustSec 2.0 Design and Implementation Guide 

 
上記の CVD に準拠してネットワークを構築することで、アクセス制御と脅威管理のソ

リューションを展開できます。これにより攻撃対象領域が限定され、攻撃者は既知のエク

スプロイトを使用して攻撃の足掛かりをつかむことが難しくなります。このようなネットワー

クの効果は次のとおりです。 
• NGIPS により、既知のマルウェアがブロックされる 
• ESA により、SMTP を使用する既知のマルウェアがブロックされる 
• WSA により、HTTP を使用するマルウェアがブロックされる  
• ISE により、ネットワークに参加するデバイスのポスチャ チェックとポリシー適用が

行われる  
 
このガイドでは、ネットワークとアクセス エッジがテレメトリを利用できる形で設計および

展開されており、Cisco Cyber Threat Defense ソリューションの他のユースケースをサ

ポートすることも可能な状況になっていることを前提としています。 
 
 

指揮および統制の検出  
 
運用上、攻撃者の C&C チャネルはネットワーク内（信頼済み、認証済みゾーン）のホスト

から外部ホストへの通信チャネルです。このチャネルは、マルウェアに感染したホストか

ら C&C サーバへの通信チャネルや、盗んだクレデンシャルを使用した VPN 接続など、

さまざまな形態をとります。以下の図は、C&C チャネルの概念図です。ここでは、ネット

ワーク内に配置されているリソースと、ネットワーク外に置かれている攻撃者のコントロー

ル ポイント間のレイヤ 3 またはレイヤ 4 接続が示されています。 
 



 
C&C チャネルを検出し、それに対処して攻撃者に開けられた侵入ポイントを修復するに

は、まずチャンネル自体を観察すること、考えられる擬態方法を理解すること、そして

チャネルを検出するためにできることをネットワークやプロトコルの観点から探ることで

す。以下のリストは、C&C チャネルを検出するために分析するべき項目の例です。 
 

• 国 
• アプリケーション 
• アップロードとダウンロードの比率 
• 時刻 
• 接続の繰り返し 
• ビーコン：中断される接続の繰り返し 
• 長時間にわたるフロー 
• 既知の C&C サーバ 
• Web 要求/URL  
• 疑わしいユーザ ログイン アクティビティ  

 
Cisco Cyber Threat Defense ソリューションの一部として組み込まれているテクノロジー

を使用すると、上記項目の一部のチェックを自動化し、C&C チャネルの振る舞いや異常

の検出を行ったり、データを可視化して環境内における C&C アクティビティの手動検出

に役立てたりすることができます。以下に、Cisco Cyber Threat Defense ソリューションで

使用されているテクノロジーと、C&C アクティビティの検出および修復にそれらがどのよう

に役立つかを説明します。 
 
Lancope StealthWatch：ネットワークと境界のデバイスからの NetFlow データを活用し

て、ネットワークを出入りするあらゆるトラフィック フローを可視化します。振る舞いや異

常を検出するアルゴリズムでネットワーク トラフィックを分析することにより、疑わしいトラ

フィック フローを識別して秘匿されたチャネルをあぶり出します。また、StealthWatch 
Labs Information Center（SLIC）からの脅威フィードにより StealthWatch システムに既

知の C&C サーバのリストが提供されるため、これらのサーバへの通信が検出された際に

警告を発信させることができます（注：既知の C&C サーバ リストは IP アドレスまたは 
URL の形で提供されます）。さらに、すべての通信のレコードが保持されるため、セキュ

リティ担当者によって新情報や IoC が発見された際には過去にさかのぼってフォレン

ジックな検査を実施し、秘匿されたチャネルや不正アクセスを受けたデバイスの特定に

役立てることができます。 
 



Cisco Web セキュリティ アプライアンス：アプライアンスを通過するトラフィックの URL イン

スペクションを行い、レピュテーションの低い Web サーバへの HTTP/HTTPS トラフィック

をインラインで自動的にブロックできます。レピュテーションの低い Web サーバは、ボッ

トネット C&C サーバとして利用されていることが少なくありません。 
 
Cisco FirePOWER：NGIPS センサーを通過するトラフィックの URL インスペクションを行

い、レピュテーションの低い Web サーバへのトラフィックをインラインで自動的にブロック

できます。レピュテーションの低い Web サーバは、ボットネット C&C サーバとして利用さ

れていることが少なくありません。 
 
Cisco クラウド Web セキュリティ（CWS）と Cognitive Threat Analytics（CTA）：Cisco CWS 
Premium で提供されている CTA サービスでは、URL アクティビティの監視による C&C 
チャネルの分析と異常の検出が提供されます。これにより、以前は検出されていなかっ

た C&C サーバや、特定の組織を標的として設置されたことが判明している C&C サーバ

の識別に役立ちます。 
 
 

内部における偵察アクティビティに対する防御 
 

偵察：ターゲットの調査、特定、選択を目的として、電子メール アドレ
ス、社会的関係、特定のテクノロジーに関する情報を求めて、インター
ネット上で会議記録やメーリング リストなどの Web サイトを見て回るこ
と。[Lockheed Martin, “Intelligence-Driven Computer Network 
Defense”] 

 
ネットワーク内部から見た場合、攻撃者によるこのような活動のためのアクティビティはレ

イヤ 3 およびレイヤ 4 を使用した標的リソースの検索という形を取ります。次の図は、内

部における偵察の考え方を概念的に表したものです。 

 
 



アクティビティの例としては、ランダムな内部 IP アドレスに対する ICMP エコー要求メッ

セージの送信や、ネットワーク アドレス ブロックの広範なスキャニングによる、開かれた

サービスやポートの検索などがあります。これらの偵察テクニックはやり方によっては非

常に目立ちやすくもなるため、標的を絞った狡猾な攻撃者は、同様の方法を使いつつ

も時間をかけて少しずつ偵察を進めていきます。たとえば、既存の足掛かりを起点にし

て、ネットワーク プロトコル経由でネットワーク上の他のリソースを発見しようとします。以

下のリストは、ネットワーク内部における偵察アクティビティを検出するために分析するべ

き項目の例です。 
 

• 高いフロー数 
• 高いクライアント バイト比 
• 単方向または未応答のフロー 
• サブネット/論理グループ内のフロー 
• 存在しない IP へのフロー 
• フローのパターン 
• 異常な動作（セキュリティで保護されたデータセンターへの接続試行など） 
• ICMP などの疑わしいフロー タイプ  

 
Cisco Cyber Threat Defense ソリューションの一部として組み込まれているテクノロジー

を使用すると、上記項目の一部のチェックを自動化し、内部における偵察アクティビティ

の振る舞いや異常の検出を行ったり、データを可視化して環境内における偵察アクティ

ビティの手動検出に役立てたりすることができます。以下に、Cisco Cyber Threat 
Defense ソリューションで使用されているテクノロジーと、内部における偵察アクティビ

ティの防止、検出、修復にそれらがどのように役立つかを説明します。 
 
Lancope StealthWatch：ネットワークの全レイヤ（アクセス、ディストリビューション、コア、

エッジ）のネットワーク デバイスから収集した NetFlow データを活用して、ネットワーク内

のあらゆるトラフィック フローを可視化します。この可視性により、ネットワーク デバイスを

通過するあらゆる通信のメタデータ レコードを保存できます。この集約データを分析す

ることで、疑わしいアクティビティ パターンを示すホストを識別できます。Lancope 
StealthWatch のアラーム カテゴリには「Reconnaissance（偵察）」があり、複数のアルゴ

リズムで振る舞いを監視して疑わしいアクティビティを識別します。また、アクティビティを

さかのぼってレトロスペクティブに検査できるため、システムで IoC が発見された際に別

のホストで感染の有無を確認する際に役立てることができます。 
 
Cisco NGIPS：展開されている主要なセグメンテーション ポイントでスキャニングのアク

ティビティに使用される特定のアプリケーションを検出し、ブロックできます。たとえば、

キャンパス ネットワークとデータセンター間の ICMP メッセージをブロックできます。 
 



Cisco TrustSec：ポリシーとセキュリティ グループに基づいたセグメンテーションにより、

ネットワーク内部で行われる偵察アクティビティや暴露アクティビティの効果を低下させ

ることができます。同じセキュリティ グループに属するホストからビジネス クリティカルな

アプリケーションへのピアツーピア ネットワーク トラフィックを制限するポリシーを適用す

ることで、ネットワークレベルの偵察アクティビティを能動的に抑制できます。 
 
 

内部における APT 伝達に対する防御 
 
追加リソース、つまり標的とするリソースが決定すると、攻撃者はマルウェアを活用して

標的への足掛かりを増やせるようになります。次の図はそれを概念的に示したもので

す。マルウェアの感染拡大は、2 つのホスト間で標的ホストに向かってまとまった量の

データが送信されるレイヤ 4 通信のように見えます。これが完了すると、標的ホストは

ネットワークの偵察やマルウェアの伝達など、疑わしいアクティビティを見せるようになり

ます。 
 

 
 
マルウェアの伝達の例は次のとおりです。 

• 自己増殖機能を持つマルウェアの株が特定の脆弱性を持つホストを探してス

キャンし、その脆弱性を突いて増殖する   
• 正当なクレデンシャルを持つ攻撃者がリモート ソースに接続し、実行可能ファイ

ルを転送して実行する  
内部におけるマルウェアの伝達に対する防御には、ネットワーク トラフィックの分析とファ

イルの分析および追跡を組み合わせる必要があります。以下のリストは、ネットワーク内

部におけるマルウェアの伝達を検出するために分析するべき項目の例です。 
 

• 高いフロー数 
• 高いクライアント バイト比 
• 同一サブネット/ホスト グループ内の接続 
• フローのパターン 
• 異常な振る舞い  
• 既知の脆弱性（ルールによる照合）  
• ファイル トラジェクトリとファイルの移動 



• プロトコルへの非準拠  
• トンネル化されたフロー  
• 実行可能ファイルの分析 

 
Cisco Cyber Threat Defense ソリューションの一部として組み込まれているテクノロジー

を使用すると、上記項目の一部のチェックを自動化し、内部におけるマルウェアの伝達

の検出を行ったり、データを可視化して環境内におけるマルウェア アクティビティの手

動検出に役立てたりすることができます。以下に、Cisco Cyber Threat Defense ソリュー

ションで使用されているテクノロジーと、内部におけるマルウェア伝達の防止、検出、修

復にそれらがどのように役立つかを説明します。 
 
Lancope StealthWatch：ネットワークの全レイヤ（アクセス、ディストリビューション、コア、

エッジ）のネットワーク デバイスから収集した NetFlow データを活用して、ネットワーク内

のあらゆるトラフィック フローを可視化します。この可視性により、ネットワーク デバイスを

通過するあらゆる通信のメタデータ レコードを保存できます。この集約データを分析す

ることで、疑わしいアクティビティ パターンを示すホストを識別できます。Lancope 
StealthWatch のアラーム カテゴリにはマルウェアの感染拡大に関するものが用意され

ており、複数のアルゴリズムで振る舞いを監視して疑わしいアクティビティを識別します。

また、Worm Tracker（下図）という機能も備わっており、これを使用すると、ネットワーク

内における疑わしいアクティビティを追跡してマルウェアの感染状況をトラッキングできま

す。また、アクティビティをさかのぼってレトロスペクティブに検査できるため、システムで 
IoC が発見された際に別のホストで感染の有無を確認する際に役立てることができます。 



 
図 2：StealthWatch による疑わしい振る舞いのトラッキング 

 
Advanced Malware Protection：Cisco AMP for Endpoints は、エンドポイントに転送さ

れてくるファイルに照合分析を行い、疑わしいファイルを識別できます。疑わしいファイ

ルを自動的にブロックしたり、File Trajectory（下図）機能により、ネットワーク内における

ファイルの伝達状況をトラッキングしたりすることもできます。 
 



 
 
 
 
 
Cisco TrustSec：ポリシーとセキュリティ グループに基づいたセグメンテーションにより、

攻撃による同時並行のファイル移動に対するネットワーク レベルの防御を提供します。

ポリシーにより、ユーザとサーバ間のトラフィックに影響を与えることなく、ユーザ間のネッ

トワーク レベルの通信を制限できます。 
 
 

データ損失やデータ漏洩への防御 
 
攻撃者の最終目的が標的組織からのデータ取得であることは少なくありません。標的と

なるデータは取引や状態にかかわる機密、知的財産、クレジットカード情報をはじめと

する顧客情報など、さまざまな形態をとります。運用上の観点からは、データ損失はトラ

ンスポート層またはアプリケーション層のプロトコルを使用した、ネットワーク内部から外

部へのデータ転送です。また中間段階として、攻撃者が持ち出し前のデータを仲介デ

バイスに保存しておくデータ ステージングまたはデータ ホーディングと呼ばれるアクショ

ンが実行される場合もあります。 
 



 
 
守るべきデータが広範にわたる（攻撃者がどのようなデータに価値を見出すかを知るこ

とは困難）こと、およびデータへの攻撃ベクトルは複数存在しうる（複数の POS ターミナ

ルを持つ大規模小売店など、地理的に広範囲に攻撃対象領域が存在する）ことなどか

ら、データ損失に対する防御はほとんどの組織にとって非常に困難な課題です。攻撃ラ

イフサイクルの最後の手順としてここで重要なのは、これが検知されるのはいくらかの

データがすでに漏洩した後であることが多いということです。そのため、システムでは

データ損失が発生する前に攻撃を検知できるような防衛機構の構築に加え、事後にそ

れを分析するための適切なテクノロジーも備えておく必要があります。したがって、デー

タ損失への備えとしては多段防御が不可欠であり、データ損失の検出には複数の異な

るテクノロジーの導入が必要になる場合もあります。以下のリストは、ネットワーク内部に

おけるデータ損失を検出するために分析するべき項目の例です。 
 

• 履歴データの転送動作 
• アプリケーション 
• 時刻 
• 国 
• データ量：単一データまたは集約データ  
• タイム フレーム 
• 非対称なトラフィック パターン 
• 業務部門間をまたぐトラフィック 

 
Cisco Cyber Threat Defense ソリューションの一部として組み込まれているテクノロジー

を使用すると、上記項目の一部のチェックを自動化し、データ窃盗アクティビティの振る

舞いや異常の検出を行ったり、データを可視化して環境内におけるデータ窃盗アクティ

ビティの手動検出に役立てたりすることができます。以下に、Cisco Cyber Threat 
Defense ソリューションで使用されているテクノロジーと、内部におけるマルウェア伝達の

防止、検出、修復にそれらがどのように役立つかを説明します。 
 



Lancope StealthWatch：ネットワークの全レイヤ（アクセス、ディストリビューション、コア、

エッジ）のネットワーク デバイスから収集した NetFlow データを活用して、ネットワーク内

のあらゆるトラフィック フローを可視化します。この可視性により、ネットワーク デバイスを

通過するあらゆる通信のメタデータ レコードを保存できるため、データ漏洩が起こってし

まった場合にフォレンジック調査を行うための監査証跡を保持しておくことができます。

Lancope StealthWatch を使用すると上記の考慮事項の多くについて分析を自動化で

きるうえ、データ ホーディングとデータ漏洩に関するアラーム カテゴリも用意されており、

疑わしい動作や異常を通知できます。ホスト グループを作成できるためネットワーク上

の別の場所へのデータ移動を監視でき（次のセクションで詳説）、重要なサーバから疑

わしい場所にデータが漏洩した場合にプロアクティブなモニタリングが可能です。また、

アクティビティをさかのぼってレトロスペクティブに検査できるため、システムで IoC が発

見された際に別のホストで感染の有無を確認する際に役立てることができます。 
 
 
 

重要な資産の継続的モニタリング 
 
ネットワークに接続されたすべてのデバイスが同じ価値を持っているわけではありませ

ん。デバイスによっては、ビジネス プロセスや運営に不可欠であったり、センシティブ 
データが格納されていたりする場合があります。そのようなデバイス、ホスト、およびユー

ザに対しては、その使用（または不正使用）について特別な注意が必要となります。これ

らの重要な資産のネットワーク アクティビティのモニタリングは不可欠であり、疑わしいア

クティビティや悪意のあるアクティビティの識別、およびインシデント対応と隔離プロセスの

迅速な実施に役立ち、リスクへの暴露を最小限に抑えることができます。 
 
何をもって最重要の保護対象とするか、また何を重要資産とするのかについては、組織

によって優先順位が異なります。そうした重要資産の決定は、想定されるリスクや、標的

やそれに関する情報にどれだけの価値を認めるかに基づいて判断することになります。

以下のリストは、最重要の保護対象の選定時に考慮すべき項目の例です。 
• ビジネス インパクト分析 

o ビジネスの運営に直接関連するシステム 
• 収益への影響 

o 発注と納品を後押しするシステム 
• コストへの影響 

o 契約上の義務を管理するシステム  
• 法的要件 

o 保護すべき情報やシステムを指定している法規や契約（コンプライアンス

要件など） 
• 機密プロファイル 

o 特権が必要であるか制限されている情報にアクセスするシステム  



• リスク プロファイル 
o その性質上保護が弱いシステム（レガシー システムなど） 

• 可視性プロファイル  
o 攻撃された場合に組織の評判を落とす可能性のある、広く公開されてい

るシステム 
 
Cisco Cyber Threat Defense ソリューションを構成するテクノロジーは、あらゆる重要資

産のアクティブ モニタリングを行うことができます。NetFlow と Lancope StealthWatch に
よって広範な可視性が得られるため、ネットワークに接続されているデバイスで行われる

あらゆる通信のエンドツーエンドの監査証跡を保持できます。Cisco NGIPS と FMC の提供

する優れた可視性により、重要資産によって使用された、または重要資産に対して使用さ

れた悪意のあるファイルに関する、関連性の高い情報を詳細に確認できます。 
 
次の図は、Lancope StealthWatch のホスト グループ機能とカスタム マップ機能を使用

して組織の PCI ゾーンに対するアクティブなモニタリングを行っている様子を示したもの

です。この例では、PCI ゾーンの主要な各コンポーネントに対するホスト グループの定

義、ゾーン間の関係性プロパティとポリシーの定義とマッピング、ポリシーに違反するトラ

フィックがネットワーク上で観測された場合にアラートを送信するためのカスタム ルール

の作成が行われています。 

 
図 3：NetFlow と Lancope StealthWatch によるセグメンテーション モニタリング 

 
ネットワーク インフラストラクチャ自体が攻撃されることもあるため、ネットワーク インフラス

トラクチャの通信をモニタリングするアクティブ ポリシー モニタリングを行うこともできます

（下図）。 



 
図 4：NetFlow と Lancope StealthWatch によるネットワーク制御プレーンのモニタリング 

 
 

設計上の考慮事項 
 

NetFlow と Lancope StealthWatch システム 
 

Lancope StealthWatch システム  

手順 1 StealthWatch FlowSensor の追加（オプション） 

NetFlow 生成をネットワーク機器から行えない場合は、Lancope StealthWatch 
FlowSensor および FlowSensor VE を使用して、通信をフロー レコードに変換で
きます。これにより、このガイドで指定されていないネットワーキング機器を 
Cisco Cyber Threat Defense Solution バージョン 1.1 の導入に参加させることが
できます。また、StealthWatch FlowSensor はネットワークの重要な領域に対す
るパケット レベルのアプリケーション ID とパフォーマンス メトリックの追加に
使用できます。Cisco Cyber Threat Defense Solution バージョン 1.1 の導入に 
StealthWatch FlowSensor を追加することを検討する場合は、次の手順を実行し
ます。 



ステップ 1 StealthWatch FlowSensor を選択します 

StealthWatch FlowSensor を選択する場合は、モニタリング ポイントの予期され
るトラフィック プロファイルを考慮します。FlowSensor でそのポイントに送信
されているトラフィックのレベルを処理できるようにする必要があるためです。
Cisco Cyber Threat Defense Solution バージョン 1.1 の他の NetFlow 生成デバイ
スと同じように、FlowSensor をできるだけアクセス レイヤの近くに配置するこ
とを推奨します。 

次のテーブルに、StealthWatch FlowSensor アプライアンス モデルとその仕様を
示します。表示される処理容量は、サポートされる平均レートです。
FlowSensor は、表示された容量を超える短期バーストを処理できます。すべて
の NetFlow ジェネレータと同様に、StealthWatch FlowSensor によって生成され
る NetFlow トラフィックの量はモニタ対象のトラフィック プロファイルによっ
て異なります。 

StealthWatch FlowSensor アプライアンスの仕様 

モデル 処理容量 インター

フェイス

（Interface） 

速度 物理層 フォーム 
ファクタ 

電源 

250 100 Mbps 2 10/100/
100 

銅線 1 RU 
ショート 

非冗長 

1000 1 Gbps 3 10/100/
1000 

銅線 1 RU 
ショート 

非冗長 

2000 60,000 5 10/100/
1000 

銅または

ファイバ 
1 RU 冗長 

3000 120,000 1 または 2 1GB ファイバ 1 RU 冗長 

 

注：1 つの StealthWatch FlowSensor の処理容量に到達した場合は、適切なイーサネット ロード バラ

ンサを使用して複数の FlowSensor をスタックできます。 



StealthWatch FlowSensor VE は、vSphere/ESX ホスト内にインストールされ、
そのホスト内の VM 間のトラフィックの NetFlow レコードを生成するために使
用できる仮想アプライアンスです。FlowSensor VE は仮想スイッチに無差別に接
続します。これは、監視するトラフィックからイーサネット フレームを受動的
にキャプチャし、カンバセーション ペア、ビット レートおよびパケット レート
に関係する貴重なセッション統計情報を含むフロー レコードを作成します。
FlowSensor VE はその後、StealthWatch FlowCollector にこれらのレコードを送
信します。次のテーブルでは、StealthWatch FlowCollector VE の導入要件につ
いて説明します。 

StealthWatch FlowSensor VE の仕様 

ディスク領域の

要件 
フロー エク

スポート 
形式 

CPU の最低 
要件 

最小メモリ要件 インターフェ

イス 

1.4 GB NetFlow v9 2 GHz プロセッサ 512 MB 
アプリケーション イン

スペクション用に 
1024 MB 

最大 16 個の 
vNIC 

 

ステップ 2 ネットワークに StealthWatch FlowSensor を統合します 

StealthWatch FlowSensor は、レイヤ 1 またはレイヤ 2 に隣接した形でモニタリ
ング ポイントに配置する必要があります。サンプル配置モードでは、テスト ア
クセス ポート (TAP)、Switched Port Analyzer (SPAN) ポート、またはネットワー
ク ハブを使用します。ネットワークに StealthWatch FlowSensor を統合する方
法の詳細については、Lancope StealthWatch Documentation CD の『System 
Hardware Installation Guide』を参照してください。 



手順 2 StealthWatch FlowCollector の選択 

StealthWatch FlowCollector は、Cisco Cyber Threat Defense Solution バージョ
ン 1.1 ですべての NetFlow ジェネレータによって生成される NetFlow データの中
央集中型コレクションおよび分析ポイントとして機能します。ソリューションの
導入に必要な StealthWatch FlowCollector の数とモデルの選択は、次の要因に
よって異なります。 

• StealthWatch FlowCollector に到達する 1 秒あたりのフロー ボリュームに
影響する前の項で行った決定 

• StealthWatch FlowCollector の導入戦略  

• 各 StealthWatch FlowCollector の物理容量 

ステップ 1 StealthWatch FlowCollector の導入戦略を決定します 

StealthWatch FlowCollector は分散型または集中型方式で配置できます。分散配
置では、FlowCollector は複数のサイトに配置され、通常は最も多い NetFlow レ
コード数を生成する送信元の近くに配置されます。この配置は、NetFlow によっ
て生じるオーバーヘッドを制限するという利点があります。集中型配置では、す
べての StealthWatch FlowCollector は単一のデータセンターに配置され（通常は
ロード バランサの背後など）、NetFlow 収集全体に対する 1 つの収集場所、ま
たは1 つの IP アドレスの利点が得られます。この配置は、NetFlow ジェネレータ
が離れている環境で利点をもたらします。 

サイト間の帯域幅が制限されることがあるという点も考慮する必要があります
（WAN 経由の場合など）。一般に、1 つの FlowCollector をできるだけ関連トラ
フィックに使用する必要があります。一元化されたコレクションの利点は、トラ
フィックが類似していないと小さくなります。 

FlowCollector がフロー データを受信するとき、受信したフロー レコードが重複
していた場合、データベースにはそのフローに対して 1 つのエントリが作成さ
れます。この重複除去プロセスにより、FlowCollector は各フロー エクスポータ
に関する詳細を保持し、急増したトラフィック量のレポートを排除すると同時に
最も効率的な方法でフロー データを保存できます。 



理想的な実装では、特定のフローに関連するデータをエクスポートするすべての
ルータはそのデータを同じ FlowCollector に送信します。ただし、一意の各ホス
ト ペア（またはカンバセーション）は FlowCollector で追加のリソースを消費し
ます。同時接続数が多すぎる場合、フロー レコードはメモリから消去されま
す。カンバセーションがしばらくの間アイドル状態になるまでレコードを消去す
ることなく、すべてのアクティブなカンバセーションで状態を保つのに十分なリ
ソースが FlowCollector に確実に割り当てられるよう、導入計画時に配慮してく
ださい。 

ベスト プラクティス：フローに属するすべての NetFlow レコードは、同じ StealthWatch FlowCollector 
に送信される必要があります。 

 

ステップ 2 パフォーマンス上の考慮事項 

StealthWatch FlowCollector の各モデルは、手順の末尾にあるテーブルに示すと
おり、最低限保証されたフローの量に対応できます。ただし、Cisco Cyber 
Threat Defense Solution バージョン 1.1 用の StealthWatch FlowCollector を選択
する際は次の要因についても考慮してください。 

• エクスポータ カウント：各 StealthWatch FlowCollector が受け入れる
ことができる NetFlow 生成デバイスの数。 

• データ レート：StealthWatch FlowCollector が受信している fps の
レート。 

• ホスト カウント：StealthWatch FlowCollector が状態を維持できるホ
ストの数（ネットワークの内部と外部の両方）。内部ホストの数はホ
スト カウント値の 60 パーセントを超えないことを推奨します。 

• フロー ストレージ：ネットワークの特定のロケーションに必要なきめ
細かいフロー データの量。 

注：特定のシャーシに対しエクスポータの最大数および最大データ レートの両方に近づいたシステム

は、パフォーマンスの問題の影響を受ける可能性があります。たとえば、最大データ レートの推定 
10 % ～ 20 % の低下は、エクスポータの最大数で発生する場合があります。 

 



StealthWatch FlowCollector アプライアンスの仕様  

モデル 1 秒あたりの 
フロー数 

エクス 
ポータ 

ホスト ストレージ 

StealthWatch 
FlowCollector 1000 

最大 30,000 最大 500 最大 250,000 1.0 TB 

StealthWatch 
FlowCollector 2000 

最大 60,000 最大 1000 最大 500,000 2.0 TB 

StealthWatch 
FlowCollector 4000 

最大 120,000 最大 2000 最大 1,000,000 4.0 TB 

 

次のテーブルに、VM の予約済みメモリと CPU 数に基づく StealthWatch 
FlowCollector VE のサポートを示します。 

 
StealthWatch FlowCollector VE の仕様 

1 秒あたりのフロー数 エクスポータ ホスト 予約済みメモリ 予約済み CPU 
最大 4500 最大 250 最大 125,000 4 GB 2 

最大 15,000 最大 500 最大 250,000 8 GB 3 

最大 22,500 最大 1000 最大 500,000 16 GB 4 

最大 30,000 最大 1000 最大 500,000 32 GB 5 

手順 3 StealthWatch Management Console の選択 

StealthWatch Management Console (SMC) は、StealthWatch システム全体のイ
ンストールを管理し、システムに接続される FlowCollector の数とシステム全体
でモニタされるフローの総ボリュームによってライセンス供与されます。 

以下の最初のテーブルに、SMC モデルとそれらがサポートできる StealthWatch 
FlowCollector の数を示します。2 番目のテーブルに、SMC VE がサポートでき
る（予約済みメモリと CPU に基づく）FlowCollector と同時使用ユーザの数を示
します。 



SMC アプライアンスの仕様 

SMC モデル 最大 FlowCollector 数 サイズ ストレージ メモリ 
SMC 1000 5 1 RU 1.0 TB 8 GB 

SMC 2000 25 2 RU 2.0 TB 16 GB 

 
SMC VE の仕様 

FlowCollector の数 同時使用ユーザ 予約済みメモリ 予約済み 
CPU 

1 2 4 GB 2 

3 5 8 GB 3 

5 10 16 GB 4 

 
 

注：導入環境で多数のホスト グループとモニタ対象インターフェイスが予想される場合は、SMC に送信

されるデータの量がこれらの環境で増加する可能性があるため、より高性能な SMC を検討する必

要があります。 

手順 4 StealthWatch FlowReplicator の選択（オプション） 

StealthWatch FlowReplicator は、UDP パケットをモニタし、それらのパケット
のコピーを生成して 1 つ以上の新しい宛先に送信します。パケットはアプライ
アンスを通過するときに元の送信元から送信されたように見えるように変換され
ます。各 FlowReplicator には 2 つのアクティブなインターフェイスが用意され
ています。一方はパケット コピーの管理、モニタリング、および生成用に IP ア
ドレスが割り当てられ、もう一方はモニタリング用の無差別モードにすることが
できます。 

各 FlowReplicator は、1 秒あたりのパケット数 (pps) の観点から、一定ボリュー
ムの出入力について評価されます。それぞれは、パケットあたり 2 ～ 3 個のコ
ピーの生成に対してテストされますが、必要に応じてより多くの宛先をサポート
できます。次の表に、StealthWatch FlowReplicator のモデルと仕様を示します。 



StealthWatch FlowReplicator アプライアンスの仕様 

FlowReplicator 
モデル 

処理容量 物理層 フォーム 
ファクタ 

電源 耐障害性 

1000 10,000 pps の入力 
20,000 pps の出力 

銅線 1 RU 
ショート 

非冗長 × 

2000 20,000 pps の入力 
60,000 pps の出力 

銅線または

光ファイバ 
1 RU 冗長 ○ 

 

注：アプライアンスの物理的制限を超過し、多くのコピーがリンクに対して生成されている場合、パケット

はドロップされます。 

 

NetFlow 
 
プラット 
フォーム 

ハードウェア

の詳細 
ソフトウェア

の詳細 
NetFlow の
詳細 

CTD バージョ

ン 1 で使用 

Catalyst 3K-X 3560-X/ 
3750-X  
および SM 

IOS 
15.0.(2)SE7 

FNF（v9） ○ 

Catalyst 
3850/3650 

3850/ 
3650 

IOS-XE 
3.3.5SE 

FNF（v9） 部分的（1.1.2 
で 3850 を 
使用） 

Catalyst 4500 Sup7-E 
Sup8-E 

IOS-XE 
3.4.5SG 
IOS-XE 
3.3.2XO 

FNF（v9） 部分的

（Sup7-E） 

Catalyst 6500 Sup2T IOS 
15.0.(1) 
SY7a 

FNF（v9） ○ 

Catalyst 
2960-X  
（NetFlow 
Lite） 

2960-X IOS 
15.0.(2)EX 

NetFlow 
Lite（サンプ

リングされた 
V9） 

× 

ISR G2 2901、2911 IOS 
15.3(3)M4 

FNF（v9） ○ 

ASR 1000 ASR 1001/ 
1002F 

IOS-XE 
3.10.xS 

FNF（v9） ○ 



プラット 
フォーム 

ハードウェア

の詳細 
ソフトウェア

の詳細 
NetFlow の
詳細 

CTD バージョ

ン 1 で使用 

ASA 5500 ASA 5505、
5510 

ASA 9.0.4 NSEL（v9） ○ 

ASA 5500-X  
および 
FirePOWER 
Services 

ASA 5515-
X、5545-X 

ASA 9.3.2 
FirePOWE
R 5.3.1 

NSEL（v9） × 

Netflow 
Generation 
Appliance
（NGA） 

NGA 3240 1.0.2 FNF（v9） 〇（3140） 

UCS VIC VIC 1240/ 
1280/1225 

2.2(2e) FNF（v9） × 

 

次世代侵入防御システム 
 

FirePOWER 展開オプション  
 
セキュアなネットワークを設計するためには、基盤となるネットワークが高い信頼性と可

用性を備えているときにのみ効果を発揮する、綿密に計画されたセキュリティ ポリシー

が必要です。Cisco ASA には、高可用性構成およびロードバランシング構成をサポート

し、サービスを保証してきた実績があります。 
 
Cisco ASA with FirePOWER Services は、次の展開モードでサポートされています。 
 

• アクティブ/スタンバイ：高可用性が最優先で必要とされる場所 
• クラスタリング：以下のような要件が求められる場所 

o 非対称性が問題となる可能性がある 
o 高可用性（HA）が必要 
o 水平パフォーマンス スケーリングが必要 

• マルチコンテキスト：論理および物理インターフェイスでポリシーの分離が必要な

場合 
 

注：Cisco ASA 上の FirePOWER サービスは単一または複数の Cisco ASA が導入されて

いる HA 環境において、透過モードとルーテッド モード（L3）でサポートされます。 
 



アクティブ/スタンバイ（高可用性） 
Cisco ASA 5500-X プラットフォームと Cisco ASA 5585-X プラットフォームでは、アクティ

ブ/スタンバイ モデルによる高可用性（HA）構成がサポートされます。アクティブ/スタン

バイ モデルでは、HA ペアの片方をプライマリ（アクティブ）、もう一方をセカンダリ（スタン

バイ）とします。フェールオーバーを迅速に行えるよう、Cisco ASA の状態（接続情報な

ど）は、ファイアウォール間で共有されます。これはステートフル フェールオーバーと呼

ばれます。ただし、FirePOWER の状態に関する情報は、フェールオーバー ペアの 
FirePOWER モジュール間で共有されません。 
 
FirePOWER サービス モジュールは、正規化後に、Cisco ASA パケット処理のパスに挿

入されます。異常なパケットは TCP/IP 正規化サービスにより検出され、Cisco ASA がそ

れに対するアクションを行います。 
 
以下に、一般的なアクティブ/スタンバイ構成の導入例を示します。 
 

 

クラスタ構成の導入 
拡張性を高める場合、1 つのクラスタには最大 16 個の Cico ASA 5585-X ファイアウォー

ルと FirePOWER サービス モジュールを含めることができます。Cisco ASA 5500-X で
は、2 ユニットのクラスタをサポートしています。 
Cisco ASA のクラスタリングには次の利点があります。 

• トラフィックの集約により高スループットを実現 
• データセンター アーキテクチャ内で Cisco ASA アプライアンスの数をスケーリン

グさせ、1 つの論理ファイアウォールとする 
• 真のアクティブ/アクティブ モデル（マルチコンテキスト モードでは、クラスタの全コ

ンテキストのすべてのメンバがあらゆるトラフィック フローを転送可能）を使用可能 
• フローを所有していない ASA で受信したパケットを Cluster Control Link（CCL）

で実際のオーナーに送信し、非対称性を除去 



• レイヤ 2 とレイヤ 3 のいずれのモードでも動作 
• シングル コンテキストとマルチ コンテキストの両方をサポート（ファイアウォールの

仮想化） 
• クラスタ全体の統計情報によりリソースの使用状況を追跡 
• 設定の自動同期により、クラスタ内のすべてのユニットで同一の Cisco ASA 設定

を維持 
 
注：Cisco ASA クラスタ内の FirePOWER サービス間では状態の共有は行われません。

そのため、クラスタ内で FirePOWER の設定は同期されません。 
 
以下に、一般的なクラスタ構成の導入例を示します。 
 

 

マルチコンテキストの導入 
Cisco ASA を通過するトラフィックをセグメント化する一般的な方法は、マルチコンテキス

ト モードを設定することです。これにより、分割された仮想セキュリティ コンテキストのそ

れぞれに別個のセキュリティ ポリシーを適用できます。Cisco ASA のマルチコンテキスト 
モードの一般的な使用例には次のようなものがあります。 

• 多数の顧客のセキュリティ サービスをサポートするサービス プロバイダー 
• 各部門や学部を完全に分離する必要がある大企業や大学  
• 部門ごとに個別のセキュリティ ポリシーを適用する必要がある企業  
• 複数の Cisco ASA が必要だが予算に余裕がないネットワーク 

マルチコンテキスト モードでは、Cisco ASA のインターフェイスとサブ インターフェイスは、

各コンテキストに割り当てられます。マルチコンテキスト モードの Cisco ASA で 
FirePOWER サービスを導入すると、各コンテキストに関連付けられているインターフェイ

スをグループ化してセキュリティ ゾーンとしてまとめることができます。各ゾーンには個別

の FirePOWER ポリシーを適用できるため、たとえばコンテキスト A の外部インターフェイ

スからコンテキスト A の内部インターフェイスへのトラフィックにポリシーを適用できます。 



以下に、一般的なマルチコンテキスト構成の導入例を示します。 

 
 
FirePOWER アプライアンスには多様な導入オプションがあります。これには次が含まれ

ます。 
• パッシブ：スイッチの SPAN ポートやネットワーク TAP から送信されてくる

パケットを検査できます。アプライアンスがパケット フロー内にない（受信

するパケットはコピーでありオリジナルではない）ため、遅延シナリオにお

いても障害シナリオにおいてもネットワークに影響を与えることはありませ

ん。端緒としては、パッシブ モードで動作しているために元のパケットを

処理するのではないため、悪意のあるトラフィックがあったとしてもそれを

配信前にドロップすることができません。 
• インターフェイス ペアリング：通常の IPS モードであり、片方のインター

フェイスでパケットを受け取り、検査をしてから別のインターフェイスで送

信します。アプライアンスがインラインに設置されるため、シングル パケッ

トであろうとも悪意のあるトラフィックをブロックできます。ただし、トラフィッ

クは必ずアプライアンスを通過する必要があるため、処理による遅延が発

生します。また、障害発生時のシナリオを考慮しておく必要があります。こ

れは、フェール オープンインターフェイスなどの機能が一般的に使用さ

れる理由の 1 つになっています。 
• 仮想スイッチ：仮想的なレイヤ 2 スイッチとして機能し、1 つまたは複数の

仮想インターフェイスで受信するパケットを検査できます。このモードで

は、インターフェイス ペアリング モードと同じようにパケットのドロップがで

きます。 
• ルーテッド モード：レイヤ 3 デバイスのように機能し、各インターフェイス

に IP アドレスを持たせます。一般的に、このモードはデバイスをファイア

ウォールとして使用し、IPS、AVC、URL ポリシーに加えてレイヤ 3 および

レイヤ 4 ポリシーを適用する際に使用します。 
 



本アプライアンスにはパフォーマンス レベルの異なるさまざまなモデルがあります。イン

ターフェイスの種類もさまざまです。 
また、目的によってフェール オープン モードまたはフェール クローズド モードに設定で

きます。 
 

FireSIGHT Management Center 
 
FireSIGHT Management Center（FMC）は、アプライアンスと仮想フォーム ファクタの両

方で提供されています。機能はどちらも同じですが、パフォーマンスが異なります。アプ

ライアンス バージョンは、全種類の FirePOWER センサーを管理できます。仮想 FMC に
は、全種類のセンサーを管理できるフル バージョンと、Cisco ASA センサーの 
FirePOWER サービスのみを管理するバージョンの 2 種類があります。 
 
FMC では高可用性機能が使用できます。これにより、複数の Management Center でラ

イセンスを共有し、構成を同期させることができます。仮想デバイスでは、仮想ソリュー

ションで一般的な組み込みのリカバリ メソッドを使用する必要があります。 
 

高度なマルウェア防御 
 
Cisco AMP は広範な攻撃ベクトルの全体にわたる保護を提供し、以下のような導入が可

能です。 
• 専用の Cisco ASA ファイアウォールと Cisco FirePOWER ネットワーク セキュリティ 

アプライアンスに統合されたネットワークベースのソリューション 
• PC、Mac、モバイル デバイス、および仮想環境のエンドポイント ソリューション 
• 高い機密性が要求される環境として構築されたオンプレミスのプライベート クラ

ウドの仮想アプライアンス 
• Cisco クラウド Web セキュリティまたは Cisco Web および E メール セキュリティ ア

プライアンスに機能の一部として統合 
 
ネットワーク向け AMP は、全種類の FirePOWER センサーでライセンス使用できる機能

です。そのため、設計や導入に関する考慮事項は、FirePOWER サービス モジュール

や FirePOWER アプライアンスとまったく同じです。 
 
AMP for Endpoints は Windows PC、Mac、仮想環境、モバイル デバイスにインストー

ルして使用できる機能です。ファイルを監視して悪意のあるコンテンツを検出するだけ

でなく、システムに入り込んだ不明ファイルによって引き起こされるアクションを監視する

こともできます。それにより、悪意ありと判定されたファイルの展開やシステムへの損害を

防ぐことができます。 
 
 



コンテンツ セキュリティ制御 
シスコのコンテンツ セキュリティ製品は、物理アプライアンス、仮想アプライアンス、クラウ

ド サービスなど、セキュア ゲートウェイ導入オプションのすべての側面をカバーします。

顧客環境の要件に基づいて、電子メール セキュリティ製品と Web セキュリティ製品のど

ちらでもこれらのオプションをカバーします。電子メール セキュリティと Web セキュリティ

のどちらも、透過型のインライン デバイスではありません。どちらも、ペイロードがゲート

ウェイを通過するためには一定レベルのリダイレクションまたはルーティングが必要です。 
 
電子メール セキュリティの導入オプション 

電子メール セキュリティ（ESA）は SMTP メール転送エージェント（MTA）として機能し

ます。ただし、Exchange、Lotus Notes、その他のサードパーティ製データ ストアなど

のような電子メール メールボックス サーバの機能はありません。ESA への送受信を

行うための SMTP ルーティングは、メールメッセージのドメイン部分、または A レコー

ドや IP アドレス ベースで定義された SMTP ルートに基づく MX レコードを使用して 
DNS で行われます。 

 
• ESA のハードウェア アプライアンスには 3 つのモデル（C170、C380、C680）があ

り、それぞれ小規模、中規模、大規模のネットワークに適しています。ソフトウェア

の機能は、すべてのモデルで共通です。 
• ESA の仮想アプライアンス（ESAV）は VMware ESXi ハイパーバイザ上で使用で

き、こちらも複数のサイズがあります。 
o Cisco ESAV C000v：評価用途専用 
o Cisco ESAV C100v：最大 1000 のメールボックス 
o Cisco ESAV C300v：最大 5000 のメールボックス 
o Cisco ESAV C600v：大企業およびサービス プロバイダー向け 

• オンプレミスに導入する物理/仮想 ESA アプライアンスの代替サービスとしては 
Cisco クラウド E メール セキュリティ（CES）があります。これは Cisco データセン

ターでホストされるサービスで、同レベルの保護を提供します。ハイブリッドの導

入も可能です。 
• 導入にあたっては、企業ネットワークに入ってくるトラフィックの最初の SMTP ホッ

プ、かつ出ていくトラフィックの最後のホップになる位置に ESA を設置することを

お勧めします。 
• 簡素化のため、通常 ESA は 1 つのインターフェイスと IP アドレスでメール トラ

フィックと管理トラフィックの両方を処理するよう展開します。 
• ESA の導入オプションの詳細は、このマニュアルでは取り扱いません。詳細につ

いては、Cisco Design Zone（www.cisco.com/go/designzone）でインターネット 
エッジに関する文書をご覧ください。 

 



Web セキュリティの導入オプション 
 

• Web セキュリティ（WSA）のハードウェア アプライアンスには 3 つのモデル

（S170、S380、S680）があり、それぞれ小規模、中規模、大規模のネットワークに

適しています。ソフトウェアの機能は、すべてのモデルで共通です。 
• WSA の仮想アプライアンス（WSAV）は KVM および VMware ESXi ハイパーバイ

ザ上で使用でき、こちらも複数のサイズがあります。 
o Cisco ESAV C000v：最大 1000 名の Web ユーザ 
o Cisco ESAV C100v：最大 3000 名の Web ユーザ 
o Cisco ESAV C300v：最大 6000 名の Web ユーザ 

• Cisco CWS は完全なクラウドベース ソリューションとしても、オンプレミスの WSA 
アプライアンスと統合しても導入できます。Cisco CWS Premium サービスは AMP 
と CTA を組み合わせて高度な脅威の検出を行います。 

• WSA アプライアンスの導入には、透過的なリダイレクション、明示的なプロキシ構

成など、複数のオプションを利用できます。WSA の導入オプションの詳細は、こ

のマニュアルでは取り扱いません。詳細については、Cisco Design Zone
（www.cisco.com/go/designzone）でインターネット エッジに関する文書をご覧

ください。 
 

 

TrustSec および Identity Services Engine  
Cisco TrustSec、ISE、およびエンドポイント保護サービスの詳細（CVD を含む）について

は www.cisco.com/go/trustsec をご覧ください。 
 

まとめ 
 
このドキュメントでは、最新の手法を使った高度な脅威からネットワークを守る際の課題

について説明し、Cisco Cyber Threat Defense ソリューションの設計ガイダンスを提供し

ました。このソリューションは、ネットワークの現状に関する認識度を高め、脅威の検出と

対処にかかる時間を短縮することに主眼を置いています。また、従来のようにネットワー

クの境界のみに注目するのではなく、すでにネットワークの内部に入り込んだ脅威にも

対応します。これを行うために、このソリューションではネットワークインフラストラクチャの

可視性と制御性を高め、シスコの業界をリードするセキュリティ テクノロジーを統合設計

で活用します。その結果、防御者が新しい方法で脅威を検出、ブロック、修復する能力

を真の意味で高めることができます。 
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はじめに 

このドキュメントの目的

従来型の防御機構は、一般的な脅威に対する一定の効果は認められるものの、より高度な攻撃や明確な悪意を含む攻撃に対しては脆弱である。セキュリティ プロフェッショナルの間ではこのような見方が徐々に一般的になってきています。実際、98 ～ 99 % の有効性がある防御はトップクラスの性能であるとみなされますが、同時にそれは全攻撃の 1 ～ 2 % は防御を突破するということであり、その中には特に危険度の大きな脅威も含まれます。しかも、ほとんどの防御はネットワークの周辺に特化しており、実際に侵入に成功した危険な脅威に対しては多くの場合無力です。



Cisco Cyber Threat Defense（CTD）ソリューションは、そのような最新かつ高度な脅威に対する統合および検証済みのアーキテクチャを提供します。シスコのアプローチでは、ネットワークインフラストラクチャを中央に集中させ、境界だけでなく企業全体において可視性と制御を提供します。攻撃ライフサイクル（攻撃前、攻撃中、感染後）の全体において包括的なカバレッジを提供できるのは、包括的かつ統合されたアーキテクチャによるアプローチをおいて他にありません。この初見設計ガイドでは、Cisco Cyber Threat Defense ソリューションのメジャー アップデートとなるバージョン 2.0 について説明します。

対象読者

このドキュメントは、仮想ワークロードおよび物理ワークロードを混在させて柔軟に運用しつつ、堅牢な分散型のセキュリティ アーキテクチャを展開して今日の高度化した脅威に対処したり従来のモードで機能を使用する、あるいはクラウド運用モデルに移行する方法を理解する必要があるセキュリティ、システム アーキテクト、ネットワーク設計エンジニア、システム エンジニア、フィールド コンサルタント、高度なサービスの専門家、およびお客様などを主な対象としています。このドキュメントでは、別の設計および導入ガイドで説明されている追加の補完的なソリューションも利用しています。このドキュメントでは、読者が IP プロトコル、サービス品質（QoS）、高可用性（HA）、およびセキュリティ テクノロジーの基本概念を理解していることを前提としています。また、読者が一般的なシステム要件を認識しており、企業ネットワークおよびデータセンター アーキテクチャの知識を持っていることも前提としています。



要約

初期のバージョンの Cisco Cyber Threat Defense のソリューションは 2013 年に Cisco Validated Design（CVD）と共に導入され、シスコ ネットワーク インフラストラクチャの NetFlow テレメトリ、Identity Services Engine（ISE）によるユーザおよびデバイスの ID 管理、および Lancope Inc. とのパートナーシップにより提供される StealthWatch システムを組み合わせて、ネットワーク振る舞い分析とネットワーク内部における脅威検出を提供しました。



このドキュメントでは、以前のソリューションのネットワーク可視性を基にした Cisco Cyber Threat Defense アーキテクチャのメジャー アップデートおよび強化について説明します。バージョン 2.0 では、2013 年にシスコが合併した Sourcefire（現 Cisco FirePOWER）が提供する業界トップクラスの次世代侵入防御システム（NGIPS）と高度なマルウェア防御（AMP）のコンポーネントが追加されました。このソリューションには他にも、電子メールおよび Web コンテンツ セキュリティや、ISE バージョン 1.3 の Cisco TrustSec およびエンドポイント保護サービスを使用してネットワークそのものをポリシー適用ポイントとして利用する機能など、シスコのセキュリティ ポートフォリオのその他の要素が組み込まれています。

ソリューションの概要

ソリューション設計 



図 1 は Cisco Cyber Threat Defense ソリューションのアーキテクチャの概要図です。これは他の CVD のベストプラクティスを基にしていますが、ネットワーク エッジにおける導入については深く立ち入りません。Cyber Threat Defense ソリューションの目標は、ネットワーク内部に入り込んだ脅威のディスカバリ、隔離、修復に役立つ設計とアーキテクチャを紹介することです。データセンターにおける脅威対策については、CVD『Threat Defense solution for the Secure Data Center』を参照してください。



図 1：Cisco Cyber Threat Defense ソリューションのアーキテクチャ概要

Cisco Cyber Threat Defense ソリューションのバージョン 2.0 では、目的を達成するために複数のソリューションが使用されています。

· NetFlow と Lancope StealthWatch システム

· 広範な可視性

· ユーザとフローのコンテキスト分析

· ネットワークの振る舞いおよび異常検出

· インシデント対応およびネットワーク調査 

· Cisco FirePOWER と FireSIGHT

· リアルタイムの脅威管理 

· 境界をバイパスする脅威に関する広範なコンテキスト可視性 

· URL の制御

· 高度なマルウェア防御

· AMP for Endpoints によるエンドポイント制御

· ネットワーク向け AMP とコンテンツ向け AMP によるマルウェア コントロール 

· コンテンツ セキュリティ アプライアンスおよびサービス 

· Cisco Web セキュリティ アプライアンス（WSA）とクラウド Web セキュリティ（CWS）

· Web トラフィックに対する動的脅威制御

· アウトバウンド URL 分析およびデータ転送制御

· 疑わしい Web アクティビティの検出 

· Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）

· メール トラフィックに対する動的脅威制御

· 疑わしいメール アクティビティの検出

· シスコ アイデンティティ サービス エンジン（ISE）

· Lancope StealthWatch によるユーザ ID とデバイス ID の統合

· pxGrid を使用した修復ポリシー アクション

境界以外の場所に目を向ける



大規模な組織や大企業、政府機関などを標的としたサイバー攻撃によるデータ漏洩やデータ盗難に関する報告は頻発し、毎日のように発生していると感じられるほどです。こうした事件の多くにおいて、狙われた企業は攻撃者から直接標的にされており、最初の侵害は盗難が発見される何か月も前に発生していました。過去において、業界ではこの種の攻撃を標的型攻撃（APT）と呼び、以後この呼称が必要以上に独り歩きしていました。しかし、この呼称はあまりにも便利に使われすぎたために元の意味が失われてしまい、もう一度定義を振り返る必要が生じています。その定義とは以下のとおりです。



標的型攻撃（APT）：複数の攻撃ベクトル（サイバー攻撃、物理攻撃、詐欺攻撃など）を使用して目的を達成する機会を作り出すことが可能な高度な専門知識と十分なリソースを持つ攻撃のこと。[NIST IR 7298 Rev 2]



この定義において、注目に値する箇所がいくつかあります。まず最も重要なのは、この定義では「攻撃」を意味するのに「adversary」という語が使用されていることです。つまり、APT というのは単に一回だけの攻撃、エクスプロイト、マルウェアで完結するものではなく、悪意を持った攻撃者が標的としたエンティティに対して実行する攻撃キャンペーン全体を指します。2 つ目は、攻撃者は複数の方法を駆使して攻撃してくるということです。したがって、感染を試みる攻撃を数回ブロックできたからと言って、攻撃者が他の方法を使用して攻撃を仕掛け、それが成功しない保証はありません。

つまり、APT 対策においては、何らかの目的をもってロジックとテクノロジーを駆使して標的に攻撃を行う、意思を持った人間の攻撃者に対する防御が必要になります。そのような攻撃者に対する防御を考えるにあたっては、攻撃者はいずれかの時点で必ず境界を侵害し、ネットワーク内に攻撃の足掛かりを築くであろうということを前提にしておかなくてはなりません。Cisco Cyber Threat Defense ソリューションの主眼は、そのようにしてネットワーク内に足掛かりを築いた攻撃者の存在をセキュリティ担当者が発見しやすくなるよう、ネットワークを整えることにあります。

侵害の兆候



APT や最新の脅威においては、本質的に攻撃の開始から最終実行フェーズまでの時間に大きな隔たりがあります。その結果、攻撃の検出に新しいアプローチが必要となっています。これまでは、ほとんどのレガシー脅威システムは攻撃が疑われるあらゆるアクティビティを検出するアプローチに基づいて山のようなアラートを生成してきました。これに対する新しいアプローチが、侵害インジケータ（IOC）を活用する方法です。



インジケータ：インシデントの発生またはその可能性を示す兆候。[NIST SP 800-61]



悪意を伴う攻撃や明確な目的を持った攻撃者がいずれはセキュリティ境界をバイパスし、ネットワーク上に操作の足掛かりをつかむということを前提にしている IOC アプローチでは、攻撃者の存在を検出するだけでなく、その攻撃方法を識別するのに必要なツールを適切に配置することを主眼とします。検出結果に対して多角的かつより正確な分析を行うアプローチに必要な情報として、以下のようなものが考えられます。

· 攻撃の種類。既知のタイプまたはカテゴリなど。

· 攻撃の詳細な内容。現在/過去の実行方法など。ターゲット エンドポイントなどに加えられた可能性がある変更の内容。

· 攻撃の侵入経路。

· 悪意があると判断した理由。

· ターゲットは何ですか。ホストかユーザか。

· このデバイスが接続している他のシステムやユーザ。

· 標的となっているアプリケーションまたはデータ。

· ターゲットがこのイベントの影響を受ける機会はあったか。

· これは新しい問題か。あるいは個人所有デバイスの持ち込み（BYOD）など、外部ソース経由で発生したものか。

· 攻撃対象のホストは現在ネットワークの内外どちらにあるか。

· 根本原因は何か。

· システムは、この脅威に対して脆弱な可能性があるホストまたはネットワーク デバイスの数をすぐに特定できるか。

· この攻撃がブロックされた場合、システムはどのようにしてこの攻撃が誤検出か正しい検知かを判別するか。 

侵害機能の指標をさらに詳細に検出するには、イベントを以下と関連付ける必要があります。

· マルウェア アクティビティ 

· 侵入検知 

· ネットワーク接続 

· ネットワーク ファイル トラジェクトリ 

· デバイス トラジェクトリ 

· デバイスのネットワーク フロー。水平移動、親子関係、コンテキストなどを含む。 



この目的は、上記のすべてをネットワーク、エンドポイント、アプリケーションおよびユーザ コンテキストに関連付けることです。結果として生成されるデータ セットは、ネットワーク全体における侵害の指標を示す独自の機能を提供します。これらの指標は非常に正確であるため、すぐに実際の対策に活用することができます。



ネットワーク統合型セキュリティを活用したセキュリティ モデル 



悪意を持った攻撃者の性質から、企業を標的とした脅威への包括的な対策の開発には新しいツールと技術が必要となります。このためには、複雑性を最小限に抑え、ビジネス資産を継続的に保護しつつ、エニーツーエニーのようなビジネス モデルの変化に対応するモデルを使用する必要があります。セキュリティ システムはネットワーク ファブリックと直接統合して効率と性能を最大化する必要があります。また同時に、ネットワーク認識に対応していないセキュリティ制御をばらばらに追加することよるリスクを最小化する必要もあります。このようなシステムを設計するにはこの統合を適切に実行するための新しいモデルが必要です。特にエラーの許容範囲が狭いデータセンターで必要とされます。この新しいモデルは、あらゆるタイプのネットワーク向けの包括的なセキュリティ ソリューションを開発する際の参考になります。この新しいモデルは、一連の攻撃への対応として知られる主要なコンポーネントを示しています。これは、包括的なセキュリティ システムに不可欠な、重要な各メカニズムおよびプロセスを特定するものです。



このモデルは、攻撃前、攻撃中、攻撃後に、エンドポイント、モバイル デバイス、データセンターの資産、仮想マシン、それにクラウドにさえ存在する、広範囲に及ぶ攻撃ベクトルに対して防御側が取るべき対応を把握することにより、問題に対処するものです。ほとんどのセキュリティ ソリューションは、脅威が発生した時点で対応する傾向がありますが、脅威を連続的なサイクルとして見なすことが重要です。



攻撃前

コンテキスト認識型攻撃に対する防御にはコンテキスト認識型のセキュリティが必要です。組織は、守ろうとしているインフラストラクチャについて自分たちよりも多くの情報を持っている攻撃者を相手にしなくてはなりません。攻撃者に対して情報面で優位に立ち、攻撃前の防御を行うためには、組織が環境全体を把握する必要があります。つまり、物理ホストと仮想ホスト、オペレーティング システム、アプリケーション、サービス、プロトコル、ユーザ、コンテンツ、ネットワークの動作など（ただしこれらに限定されません）について理解する必要があります。防御側は、ターゲットの価値、攻撃の正当性、履歴に基づいて、インフラストラクチャに対するリスクを理解する必要があります。保護しようとしているものを理解していないと、防御側は必要なセキュリティ テクノロジーを設定するための準備を整えることができません。可視性においては、ネットワーク全体をカバーする必要があります。エンドポイント、E メールや Web のゲートウェイ、仮想環境とモバイル デバイス、さらにはデータセンターも対象になります。この可視性を通して実用的な警告を生成し、防御者が十分な情報を得た上で判断できるようにする必要があります。

攻撃中

絶え間ない攻撃や複合的な脅威は、特定の時点で 1 回だけ実行されて終わりとはなりません。これらのアクティビティは継続的に行われるため、継続的なセキュリティが必要です。従来のセキュリティ テクノロジーが攻撃を評価できるのは特定の時点のみであり、攻撃自体の単一のデータ ポイントに基づきます。このアプローチでは、高度な攻撃に太刀打ちできません。



代わりに必要となるのは、認識（Awareness）という概念に基づいたセキュリティ インフラストラクチャです。この方法では、広範なネットワークでデータを収集して関連付けを行い、履歴データやグローバルな攻撃に関する情報を基に状況を明らかにし、アクティブな攻撃、盗難、偵察などと、単なるバックグラウンド アクティビティとを区別することができます。これは、ある時点でのみ実行するセキュリティから、継続して分析と意思決定を行うセキュリティへの進化です。安全と見なされて通過したファイルが後から悪意のある動作を実行した場合、組織はアクションを実行できます。このようなリアルタイムの洞察が得られることで、セキュリティ プロフェッショナルはインテリジェントな自動機能を利用して、手動による介入を必要とせず、セキュリティ ポリシーを適用することができます。

攻撃後

一連の執拗な攻撃に対応するには、レトロスペクティブ セキュリティが必要です。レトロスペクティブ セキュリティでは、ビッグデータが鍵となりますが、この機能を提供できる企業はほとんどありません。継続的にデータを収集および分析してセキュリティ インテリジェンスを構築できるインフラストラクチャを用いれば、セキュリティ チームは自動的に侵害の指標を特定でき、検出を逃れるために動作を変える高度なマルウェアも検出し、修復を行うことができます。



そのままでは数週間、または数ヵ月も検出されない侵害を素早く特定し、範囲を絞り込んで抑制および修復することができます。この脅威を中心に据えた新しいセキュリティ モデルにより、組織はあらゆる攻撃ベクトルを対象として一連の執拗な攻撃に、いつでも、継続して、リアルタイムに対応できます。



注：サイバー脅威対策 2.0 ソリューションは、上記の攻撃サイクルのうち「攻撃中」および「攻撃後」の段階におけるセキュリティを中心として組み立てられています。その他のセキュリティ ソリューションについては、Cisco Design Zone Web サイトを参照してください。

ソリューションのコンポーネント

NetFlow 

NetFlow は、元のバージョンの Cisco Cyber Threat Defense ソリューションの中心要素でしたが、更新されたこの第 2 世代でも引き続き重要な役割を担います。



Cisco IOS ソフトウェアに組み込まれており、接続データを検査してネットワーク運用を分類します。IPFix プロトコルの RFC プロセスにより標準化されており、Arista、Citrix、Huawei、Juniper、Palo Alto のネットワーク機器や、オープン ソースの Linux オペレーティング システムのさまざまなディストリビューションでバリエーションが提供されています。



NetFlow は、トラフィック フローの IP ネットワーク トラフィックの属性を測定する、シスコのアプリケーションです。フローは、特定の送信元と宛先の間でやり取りされ、シスコ デバイスを通過する一方向のパケット ストリームとして認識されます。当初、NetFlow は帯域幅、アプリケーション パフォーマンス、使用率などのネットワーク トラフィックの特性を測定するために作成されました。これまでに NetFlow は、課金とアカウンティング、ネットワークの容量計画、および可用性モニタリングに使用されています。



NetFlow は、レポート テクノロジーです。NetFlow が有効になっているネットワーク デバイスでは、トラフィックを処理する際にトラフィック フローに関する情報が収集され、そのデータが指定されたコレクタにレポートとして送信（またはエクスポート）されます。以前のバージョンの NetFlow では、データのエクスポートは接続が閉じられた後にのみ行われていました。その後、1 つ以上の有効期限タイマー（アクティブや非アクティブ）や条件（接続完了時やキャッシュがいっぱいになったとき）を定義できるようになりました。NetFlow レポートはその性質上、否認防止、異常検出、調査などを含むセキュリティ上のさまざまな用途に使用できます。



NetFlow は最初の導入以来、以下のテーブルに示すように多くのバージョンを経ています。固定エクスポート形式のバージョン（1、5、7、8）は柔軟性または適応性がなく、各新バージョンには、以前のバージョンと互換性のない新しいエクスポート フィールドが含まれています。NetFlow バージョン 9 では、収集とエクスポート プロセスが完全に分離され、NetFlow 収集のカスタマイズができます。



テーブル 1：NetFlow のバージョン

		バージョン

		ステータス



		1

		元のバージョン。v5 と似ていますが、シーケンス番号または BGP 情報がありません



		2

		リリースされていません



		3

		リリースされていません



		4

		リリースされていません



		5

		固定形式。実稼動で最も一般的なバージョン。



		6

		リリースされていません



		7

		v5 と似ていますが、AS インターフェイス、TCP フラグ、および ToS 情報が含まれません。Cisco Catalyst 6500 および 7600 に固有



		8

		11 の集約方式の選択。企業では広く普及しませんでした



		9

		追加フィールドおよび技術のサポートを可能にする柔軟で拡張可能なエクスポート形式



		IPFIX

		v9 と似ていますが、標準化されていて可変長フィールドが付属しています



		Flexible NetFlow

		従来の NetFlow を超えるフロー データの柔軟性と拡張性。AVC 経由で、1000 以上のアプリケーションを分類可能。







Cisco Cyber Threat Defense ソリューションは、カスタマイズ可能な NetFlow バージョン 9 レコードに対応できるように、Cisco IOS の Flexible NetFlow 機能のカスタマイズ機能を利用します。このアプローチを使用して、Cisco Cyber Threat Defense ソリューションの CVD ではソリューションの各デバイスについて NetFlow レコードを定義し、次世代 Network Based Application Recognition（NBAR2）と Cisco Application Visibility and Control（AVC）を使用してパケットの TCP フラグ、存続可能時間（TTL）値、プロトコル、アプリケーション名などのフィールドを収集して、各デバイスのセキュリティ監視能力を最大限に高めます。これらのフィールドの多くは、NetFlow プロトコルの以前のバージョンで利用できません。これらのフィールドがない場合、Cisco Cyber Threat Defense ソリューションの一部として使用される細かく調整された検出アルゴリズムの利点の一部は失われるか最小化します。



シスコが開発した NetFlow の最新版は Flexible NetFlow です。Flexible NetFlow は NetFlow バージョン 9 を拡張したもので、リソース使用率の最適化やネットワークの容量計画、サービス品質（QoS）用の最適なアプリケーション層の特定に役立つ機能が追加されています。これは、サービス妨害（DoS）攻撃やネットワーク伝達ワームを検出することにより、ネットワーク セキュリティにおいて重要な役割を果たします。



ベスト プラクティス：Cisco IOS Flexible NetFlow 機能を可能な限り使用してください。



次の図は、シスコ デバイス上における NetFlow の動作を示しています。



(1) データが NetFlow 対応デバイス（NetFlow ジェネレータ）を通過すると、デバイス接続テーブルのマイニングと NetFlow のキー データ フィールドの抽出が行われます。

(2) キー フィールドを使用して新しいフロー データと既存フローの照合と関連付けが行われ、NetFlow キャッシュ（デバイス上で管理される、フローのデータベース）に新しいエントリが追加されます。キー フィールドに加えて、シスコ デバイスは TCP フラグ、バイト カウンタ、開始および終了時間などの追加で設定された収集フィールドを収集し、このフローの NetFlow キャッシュ エントリにこの情報を保存します。

(3) フローが終了するか、タイムアウト イベントが発生すると、フロー レコードと呼ばれる NetFlow プロトコル データ ユニット (PDU) が生成されてフロー コレクタに送信されます。











Lancope StealthWatch システム



シスコ経由で購入が可能な Lancope StealthWatch システムは、高性能なネットワーク可視化/セキュリティ インテリジェンス専用ソリューションです。Lancope StealthWatch は、Syslog や SNMP などの Cisco ISE システム専用データによるアイデンティティ データや、NBAR2 および Cisco AVC 経由で収集されるアプリケーション データなどのコンテクスチュアル データに加えて NetFlow データの収集、集約、分析を行うことで、ネットワーク上のあらゆるユーザ、デバイス、トラフィックの状況をリアルタイムで認識するのに役立ちます。また、継続的な調査やネットワーク トラフィックの可視化をリアルタイムで実行できるため、セキュリティ担当者はセキュリティ インシデントの発生前、発生中、発生後の各段階においてすばやく効果的な対応ができるようになります。



Cisco Cyber Threat Defense ソリューションのコンポーネントとしての Lancope StealthWatch システムは、次の図とテーブルに示すように、複数の個別コンポーネントを接続して構成されます。





		コンポーネント

		説明



		StealthWatch Management Console

		企業内のセキュリティとネットワーク インテリジェンスを関連付けるために、すべての StealthWatch アプライアンスを管理、調整、および設定します。フローとアイデンティティを関連付けるために、Cisco Identity Services Engine から認証されたセッション情報を取得します。



		StealthWatch FlowCollector

		NetFlow 対応デバイスによって生成されるフロー データの中央集中型コレクタとして機能します。StealthWatch FlowCollector は、ネットワーク トラフィックを監視、分類、および分析して、ネットワークとホストの両方のレベルで包括的なセキュリティ インテリジェンスを作成します。



		StealthWatch UDP Director（別名 FlowReplicator）

		単一の高速アプライアンスの NetFlow、syslog、および SNMP 情報を集約します。この高速 UDP パケット レプリケータは複数の場所から必要なネットワークの最適化およびセキュリティの情報を収集し、この情報を単一のデータ ストリームで 1 つ以上の StealthWatch FlowCollector アプライアンスに転送します。



		StealthWatch FlowSensor

		すべてのホストとサーバの通信およびネットワーク トラフィック統計情報を受動的にモニタし、それを FlowCollector に送信されるフロー レコードに変換します。



		StealthWatch FlowSensor VE

		仮想サーバ内部で動作するように設計された仮想アプライアンス。FlowSensor VE は、VM 内トラフィックを受動的にモニタし、それを FlowCollector に送信されるフロー レコードに変換します。





次世代侵入防御システム

シスコの次世代 IPS（NGIPS）ソリューションは、高度な脅威対策に必要な一連の漸進的機能を提供します。Cisco NGIPS はリアルタイムのコンテキスト認識とセキュリティ自動化機能をネットワーク ファブリックにもたらし、セキュリティ インテリジェンスを統合します。また、コンテキスト情報とコンテキスト認識を活用してネットワーク アクティビティ、オペレーティング システム、アプリケーション、ユーザなどの詳細情報を提供し、脅威の評価と緩和、応答の一貫性と処理の提供、および組織のセキュリティ関係の支出の削減を行えるようにします。脅威が進化を続けて状況が変化していく状況において、レポート、概要分析、アラート機能を活用するだけでは十分ではありません。攻撃をキャプチャするだけでなく、攻撃とフォレンジック機能を理解することが重要です。Cisco NGIPS ソリューションではそのような状況理解と緩和のためのソリューションを使用できるようになったため、単に攻撃を検出するだけでなく、防止することも可能になりました。



スペース、電源、運用管理、効率などといった環境に関する要素の進化により複数の機能を備えたセキュリティ デバイスが出現し、導入の柔軟性と、上記のような環境のダイナミクスを理解するための機能がもたらされました。Cisco NGIPS ソリューションの重要な要素は次のとおりです。



· Cisco Application, Visibility and Control（AVC）を活用して幅広いクライアント アプリケーションとアクティビティを識別、監視、検査し、その情報に基づいてポリシーを適用する機能。

· ネットワークの振る舞い、ユーザ アイデンティティ、ネットワーク リソース、攻撃のトレンドとベクトル、トラフィック プリファイルなどを識別するため、環境内外の多様な種類のコンテキスチュアル データにすばやくアクセスする機能（外部で利用可能な要素や取得可能な情報を参照して相関関係を調査するため）。

· ネットワーク運用を妨げることなくインラインに設置可能。

· 脆弱性や脅威中心型の署名とベクトルのサポート。

· プロトコルに関係なく中継トラフィックのコンテンツ認識とデータ損失防止をサポート。これには、URL フィルタリングや、インバウンド/アウトバウンドのファイルや添付ファイルを検査および分類（実行可能ファイル、PDF、Office ファイルなど）する機能が含まれます。

· インテリジェンスの収集および使用のサポート：コンテキスト認識（多様なソースから情報を取得し、中継トラフィックに対するブロック/フィルタ/警告に関してより優れた効果的な判断を行うための支援を提供する）機能。



FirePOWER 

Cisco ASA with FirePOWER Services は業界初の適応型・脅威中心型次世代ファイアウォール（NGFW）であり、業界トップクラスを誇る Cisco ASA の性能と業界をリードする Cisco FirePOWER の高度なマルウェアおよび脅威防御を組み合わせて、脅威の攻撃サイクル全体にわたって統合型の防御を提供します。



Cisco ASA は以前からステートフル インスペクション、NAT、VPN、ルーティング サービス、および他の多くの機能をサポートしていましたが、それに加えてパケット フローのパスで Cisco FirePOWER サービスとの統合が可能になりました。FirePOWER サービスは、URL フィルタリング、AVC、NGIPS サービス モジュールおよび Advanced Malware Protection による脅威からの保護を提供します。Cisco ASA と FirePOWER サービスを組み合わせることで、以下のような完全に統合された、脅威中心型の NGIPS/NGFW ソリューションが実現します。











Cisco Advanced Malware Protection 

Cisco Advanced Malware Protection（AMP）は、ネットワーク全体にわたり、攻撃前、攻撃中、攻撃後とマルウェアからの脅威に対する継続的な可視性と制御を提供します。



· 攻撃前：既知のマルウェアや、ポリシーに違反するファイル タイプや通信が拡張ネットワークに侵入するのを防ぎます。

· 攻撃中：ファイルおよびネットワーク トラフィックを継続的に分析し、第一防衛線をすり抜けた脅威に対応します。

· 攻撃後：アクティブな攻撃を迅速かつ効率的に把握し、範囲の特定、封じ込み、および修復を実行します。

Cisco AMP は広範な攻撃ベクトルの全体にわたる保護を提供し、以下のような導入が可能です。

· 専用の Cisco ASA ファイアウォールと Cisco FirePOWER ネットワーク セキュリティ アプライアンスに統合されたネットワークベースのソリューション

· PC、Mac、モバイル デバイス、および仮想環境のエンドポイント ソリューション

· 高い機密性が要求される環境として構築されたオンプレミスのプライベート クラウドの仮想アプライアンス

· Cisco クラウド Web セキュリティまたは Cisco Web および E メール セキュリティ アプライアンスに機能の一部として統合







Cisco AMP は Cisco Collective Security Intelligence エコシステムによるクラウド セキュリティ インテリジェンスに加えて Cisco Talos Security Intellgence およびリサーチ グループからの情報も活用して高度な防御を提供します。また、Cisco AMP Thread Grid 動的マルウェア分析および脅威インテリジェンス テクノロジーが統合されており、データを集約および関連付けして、高度な、あるいは存在を秘匿しようとするサイバー脅威を識別する能力が高められています。



Cisco AMP には継続的な分析とレトロスペクティブ アラート機能があり、次のような機能が備わっています。

· ファイル レピュテーション：ネットワークを通過するファイルのペイロードをインラインで分析し、既存の Cisco Web セキュリティや Cisco E メール セキュリティのユーザ インターフェイスまたは類似のポリシー レポート フレームワークで悪意のあるファイルを自動的にブロックしたり、管理者が定義したポリシーを適用したりするのに必要な分析情報をユーザに提供します。

· ファイル サンドボクシング：ネットワークを通過する不明ファイルを非常にセキュリティの高いサンドボックス環境で分析し、実際の振る舞いを調査します。これにより、AMP は、ファイルに関する詳細な動作ベースの詳細を収集し、そのデータを人間とマシンによる詳細分析と組み合わせて、ファイルの脅威レベルを判定できます。 

· ファイル レトロスペクション：境界防御を通過した後に脅威と判定された悪意のあるファイルの問題を解決します。ある時点でのみ実行するセキュリティは、例外なく 100 % 未満です。ファイル レトロスペクションは、特定の時点で動作するのではなく、連続的な分析を行います。AMP のクラウド インテリジェンス ネットワークからリアルタイムの更新情報を使用するので、変化する脅威レベルを常に把握できます。その結果、攻撃が広まる前に、AMP ですばやく特定して対処できます。





ネットワーク向け AMP

ネットワーク向け Cisco AMP は FirePOWER Services for ASA を含む FirePOWER アプライアンスで実行でき、HTTP、SMTP、IMAP、FTP、NBT などの一般的なファイル転送メカニズムでリアルタイムおよびレトロスペクティブなマルウェア検出を行います。

コンテンツ向け AMP 

電子メールや Web アクセスは不可欠なサービスであり、その利用はビジネス/商用利用と個人利用の両方の混合となります。今日の Web 2.0 製品の特性やエンド ユーザ デバイスのモバイル使用の現状を鑑みると、ビジネス用途以外のアクセスをすべてブロックすることは不可能です。AMP の機能は WSA、ESA、および CWS でも使用できます。メールや Web のフローと、IP レピュテーション ベースのファイル レピュテーションの完全なコンテキストを活用することで、これらのコンテンツ セキュリティ ゲートウェイは、ネットワーク エッジでポリシーを適用し、混合攻撃を可視化できます。

エンドポイント向け AMP 

Cisco AMP for Endpoints は Microsoft Windows、Mac OS X、および Android 搭載モバイル デバイスにインストールでき、そうしたエンドポイントに対して優れた脅威防御を提供します。



FireSIGHT Management Center



FireSIGHT Management Center（FMC）はネットワークに接続されたデバイスに対する可視性を提供します。これには FirePOWER および AMP による脅威情報と、コンテキスト情報（物理/仮想ホスト、オペレーティング システム、アプリケーション、サービス、プロトコル、ユーザ、地理位置情報、コンテンツ、ネットワークの振る舞いなど）が組み合わされて使用されます。さらに、FireSIGHT はインテリジェンス ソースや情報へのアクセスを提供し、自動化された機能によってイベントとインテリジェンス データの関連付けを行って環境に関する情報に基づいた意思決定ができるようにし、業務の効率化を向上させます。FMC は NGIPS ソリューションと AMP ソリューションの管理コンソールとデータベース リポジトリであり、セキュリティ オペレーションのイベントおよびポリシーの一元化された管理ポイントを提供します。また、ネットワークに展開された Cisco ASA with FirePOWER Services や Cisco FirePOWER 物理/仮想アプライアンスで生成されたさまざまな情報を自動的に集約して関連付けることもできます。



FireSIGHT の一元管理機能により、イベントのモニタリング、分析、インシデントの優先順位付け、レポートなど、あらゆるネットワーク セキュリティ機能と運用機能を集中的に管理できるようになります。



コンテンツ セキュリティ制御 

今日のエンド デバイスはモバイル性を高めており、業務使用と個人使用の境目も明確な分離が難しくなっています。そのため、脅威防御アーキテクチャにおいては電子メールおよび Web コンテンツ セキュリティは欠かすことのできない重要なコンポーネントです。特定のデバイスやユーザがアクセスできるエンド ポイントを限定できる他のアプリケーションやデバイスのセキュリティとは異なり、コンテンツ セキュリティにおいてはさまざまなサーバやユーザに一定レベルのユビキタスなアクセスを提供する必要があります。犯罪エコシステムは、このアクセス レベルを悪用しようとします。インバウンド フローのコンテンツ セキュリティの価値については多くのレポートやガイドで広く議論されていますが、このセクションではアウトバウンドに注目します。

Web セキュリティ

熟練の攻撃者は、モバイル デバイス、Web 対応およびモバイル アプリケーション、Web ブラウザなどの新しい攻撃ベクトルを利用して、目的を達成しています。この新しい環境では、組織内のあらゆるユーザはどこにいても常に攻撃の標的となり得ます。次に 2 つの理由を述べます。

Web は犯罪者が一般的に使用する攻撃ベクトルである：攻撃は組織的に行われ、Web 生まれの攻撃戦術は発見が容易ではありません。水飲み場型攻撃はメンバー登録型サイトの中にマルウェアを潜ませ、フィッシング詐欺は個人を標的に個人情報を引き出そうとし、ボットネットは被害者のデバイスに乗っ取りを仕掛けます。脅威となりうるサイトの数は決して少なくありません。顧客ネットワークの実に 93 % はマルウェアをホストする Web サイトにアクセスしています。[footnoteRef:2]  Web ベースの攻撃は常にその形を変えており、検出は困難で、その影響はかつてなく大きくなっています。 [2:  シスコ年次セキュリティ レポート] 


適切な制御がない場合、自社ユーザにより企業全体がリスクにさらされる：支社、個々の従業員、ゲスト ユーザが超過帯域幅を使用してスロットリングを発生させ、Sofware as a Service（SaaS）アプリケーションや優先度の高いビジネス機能の利用に悪影響を及ぼす可能性があります。また、ソーシャル メディア、インターネット動画、個人向け SaaS アプリケーションなどを利用したり、IT 部門のガバナンスが及ばず従来のセキュリティ ソリューションの保護も届かないシャドー IT インフラストラクチャを構築する場合もあります。

セキュリティは単に大きな壁を構築し、単機能ソリューションを数多く導入すればよいというものでありません。犯罪者を阻止し、ユーザによる使用を制御するためには、自社インフラストラクチャに適合し、ビジネスの成長と共に成長でき、目まぐるしく変化する脅威に迅速に適応できるソリューションが必要です。また、最新のマルウェア防御や、侵害の発生時にその対応を行うためのツールを提供する必要があります。

Cisco CTD バージョン 2.0 で展開される Web セキュリティ ポートフォリオの主要なコンポーネントは以下のとおりです。

· インバウンド フローに対する高度なマルウェア防御と、サンドボクシングとレトロスペクションに特化した脅威のトラッキング。これは他の AMP コンポーネントの説明と同じですが、AMP は現在アウトバウンド フローのみをスキャンします。CTD でこれが生きてくるのは、レトロスペクションにより侵害の八世が判明した後の、感染の可能性があるクライアントの検出においてです。悪意のあるコードやそのコンテンツの出所とやりとりを行ったことのあるあらゆるクライアントのクリーン リストにより、ゼロ号患者や感染源に関する詳細情報を得ることができます。

· 署名ベースのセキュリティ。アウトバウンドのフローに対するウイルス対策スキャンにより、感染や、ユーザが分散型攻撃で踏み台として利用されている可能性を検出しやすくなります。

· C&C サイトへのアウトバウンド フローの振る舞い分析は、L4TM で容易に検出できます。あらゆるアウトバウンド TCP および UDP フローをスキャンすることで、WSA は C&C サーバへのこうした通信をモニタリングし、ブロックできます。Cisco CTD バージョン 2.0 の他の要素と組み合わせてこの重要なデータを活用することで、IoC の発見に役立てることができます。



E メール セキュリティ

電子メール脅威の領域においては、高度な脅威と標的を絞った攻撃の狡猾さが高まってきています。スパム メールが大量にばらまかれたり、安全でない添付ファイルが送付されてきたりといったことは、もはやセキュリティ上の問題として大きなものではなくなりました。いまや攻撃者はソーシャル メディア Web サイトで標的とする被害者の情報を探し、スペア フィッシング メールを送りつけるようになっています。この種の攻撃においては個人情報やソーシャル エンジニアリングの手法が使用され、世界的なニュース イベントなどを巧妙に利用して、マルウェアを仕込む悪意のあるリンクへとユーザを引き込もうとします。現在では、攻撃の機会はかつてなく多くなっています。以前は、企業の従業員は会社のファイアウォールの内側に置かれたワークステーションでテキストベースの電子メールをチェックしていました。しかし現在ではリッチな HTML メッセージが当たり前になり、しかもアクセスは複数のデバイスから、場所や時間も関係なく行われます。ユビキタスなアクセスによりネットワークへの新しいエントリ ポイントが生まれ、かつては明確に分けられていたセキュリティ階層の境界はあいまいになっています。

このように進化した環境において、Cisco E メール セキュリティ（CES）は業界をリードする製品です。他の製品と比較して、シスコ製品におけるスパムのキャプチャ率は最高レベル、誤検出率は最低レベルを誇ります。シスコは業界唯一の実証済みゼロアワー ウイルス対策ソリューションを保持しており、新発見のウイルスに対しても 60 分以内での対応が可能です。それを、Defense in Depth と呼ばれるスパムおよびウイルス対策用の従来型スキャニング エンジンと組み合わせて使用します。また、アウトバウンドの電子メールも同じソリューションでスキャンし、データ損失防止やコンプライアンス要件への準拠に役立てることもできます。アウトバウンドの電子メールを自動でスキャンし、政府発行の個人識別番号、クレジット カード番号、患者の医療情報などの情報が含まれていないかをチェックすることもできます。そのようなメッセージは自動的に暗号化され、受信者が開いて表示するためには認証が必要になるため、それだけでコンプライアンス要件を満たすことができます。また、シスコ製品を使用することにより、最高レベルのパフォーマンスを最低レベルの総所有コストで利用できます。シスコはセキュリティ アーキテクチャ全体をカバーしており、常に将来を見据えています。シスコのセキュリティ テクノロジーはすべてが連係して機能し、お客様のセキュリティを強化します。

Cisco CTD バージョン 2.0 で展開される電子メール セキュリティ ポートフォリオの主要なコンポーネントは以下のとおりです。

· インバウンド フローに対する高度なマルウェア防御と、サンドボクシングとレトロスペクションに特化した脅威のトラッキング。

· 署名ベースのセキュリティ。アウトバウンド フローを対象としたスパム対策/ウイルス対策スキャン。

· 振る舞い分析による、C&C サイトへのアウトバウンド フローやスパム攻撃に利用されているアウトバウンド フローの検出。アウトバウンド フローをモニタリングして平常時の基準値または予測値と比較することで、感染が発生した場合にすばやく検出し、クリーンアップに役立てることができます。



TrustSec および Identity Services Engine 



Cisco ISE は業界をリードするセキュリティ ポリシー管理プラットフォームで、アクセス制御を統合、自動化してエンタープライズ ネットワークやリソースへのロールベースのアクセスをプロアクティブに適用します。このロールベース アクセスは、接続方法（有線、無線、VPN）に関係なく適用されます。



Cisco ISE は Cisco Platform Exchange Grid（pxGrid）技術を使用して、他のシスコ プラットフォームや統合されたパートナー エコシステムのソリューションと豊富なコンテキスト データを共有します。これにより、これまでになく容易にセキュリティに対する脅威の識別、緩和、修復用の機能をネットワーク全体に追加できるようになります。総合的に見て、セキュアなアクセス制御とは一元化されたシンプルなもので、基幹ビジネス サービスの安全な提供、インフラ セキュリティの強化、コンプライアンスの保持、サービス運営の合理化を実現します。



Cisco TrustSec により、ネットワーク サービスやアプリケーションへのセキュア アクセスのプロビジョニングや管理が容易になります。ネットワーク トポロジを基礎とするアクセス制御メカニズムと比較して、Cisco TrustSec は論理的なポリシーを使って定義されているため、たとえリソースがモバイルや仮想ネットワークに移動した場合でも、セキュア アクセスを一貫した形で維持することができます。アクセス資格と IP アドレスや VLAN と切り離すことでセキュリティ ポリシーのメンテナンスのタスクがシンプルになり、運用コストも削減されます。また、有線、無線、VPN のアクセスに対して共通のアクセス ポリシーを一貫して適用することもできます。



Cisco TrustSec の分類およびポリシーの適用の機能は シスコのスイッチ、ルータ、無線 LAN、およびファイアウォールの各製品に組み込まれています。トラフィックをエンドポイントのコンテキスチャルなアイデンティティと IP アドレスの組み合わせによって分類することで、Cisco TrustSec では動的なネットワーキング環境やデータセンターでも柔軟なアクセス制御が可能です。



ネットワーク アクセスの時点で、セキュリティ グループ タグ（SGT）と呼ばれる Cisco TrustSec ポリシー グループがエンドポイントに割り当てられます。この割り当ては通常、エンドポイントのユーザ、デバイス、および場所などの属性に基づいて行われます。SGT はそのエンドポイントのアクセス資格を表すものであり、そのエンドポイントからのすべてのトラフィックにこの SGT 情報が付加されます。SGT は、スイッチ、ルータ、ファイアウォールで転送の判定に使用されます。SGT の割り当てには職務や部署の情報を含めることができるため、Cisco TrustSec の制御はネットワーキングとは関係なくビジネス ニーズに沿って定義することができます。

侵害を前提とした運用



最良レベルのあらゆるセキュリティ制御を駆使したとしても、強い意志と目的を持った攻撃者は、目的を果たすための足がかりをネットワーク上で得ます。攻撃者は自分の目的を知っているため、多くの点で優位に立つことができます。逆に防御側は攻撃者の存在を検知できなくてはなりませんが、これは簡単なことではありません。このセクションではまず、攻撃のライフサイクルを段階ごとに分割し、その後で、サイバー脅威対策ソリューションのコンポーネントから得られるデータを活用して攻撃者の存在を発見し、重要な資産を保護する方法について説明します。

攻撃ライフサイクルの分割



攻撃ライフサイクルは基本的に、その初期段階から目的達成のために行動を起こす準備が整う段階までに攻撃者が行う手順に注目します。すべての攻撃手順には技術を活用した手口とそうでない手口があり、初期の手順の一部は標的となっている組織とはまったく関係のないところで進められる場合があります。次の図は、攻撃の手順を段階ごとにまとめたものです。







最初の偵察

この手順では、攻撃者は標的の組織に関する情報を収集します。この段階では公開されている情報の収集と活用を行います。情報の収集はソーシャル メディアを使用して行われ、標的とする従業員の決定、標的の組織で使用されているテクノロジーの調査、最初の攻撃の準備などを行います。



最初の不正アクセス

この手順では、攻撃者は標的の組織内に攻撃のための足掛かりを築きます。これにはゼロデイ脆弱性を突くカスタム マルウェアが使用される場合もありますし、既知のマルウェアが使用される場合もあれば、ソーシャル エンジニアリングなどの、技術を使用しない形態をとる場合もあります。いずれの方法を採るにせよ、この手順を終えた攻撃者は標的組織内への侵入に成功しています。



侵入

前の手順を完了したことで、攻撃者は標的組織への侵入を果たしました。この手順の主な目的は、その足掛かりを維持することになります。たとえば、前の手順で、攻撃者がユーザ名とパスワードを取得することに成功している場合、この手順では、組織にリモート接続を確立しようとします。最初の不正アクセスで従業員の 1 人のパーソナル コンピュータにマルウェアを埋め込むことに成功している場合は、この手順ではそのパルウェアを使用して指揮および統制（C&C）チャネルを開こうとするでしょう。



探索活動 



この段階に進んだ攻撃者は、目的の達成に関係するリソースを組織内で探し始めます。具体的にどのようなことをするかは、攻撃者、その目的、侵入経路などで変わってきます。多くの場合、攻撃者はネットワーク内部のスキャニングを開始し、利用できる脆弱性が他に存在しないか、エクスプロイトする価値のありそうなデータがホストされていないかを探ります。また、正当なクレデンシャル（ユーザ名とパスワードなど）の回復を試みる場合もあります。

足掛かりの拡大



この時点に至るまで、攻撃者は標的組織内に侵入のための足掛かりを 1 つしか確保できていません（マルウェアの感染に成功した 1 台のマシン、盗み出した 1 対のクレデンシャルなど）。この手順では、攻撃者は侵入ポイントを複数確保したり、組織内に埋め込む足掛かりを増やそうとします。図では侵入の段階に戻る経路も示されていますが、これは新しいリソースへのリモート接続を表しています。

ステージング 



この手順では、攻撃者は、最終段階に向けた準備を行います。ここで行われることは、攻撃者の目的によって異なります。目標がデータの取得や盗み出しであれば、この段階ではたとえば組織内の複数のリソースから微量ずつのデータ収集を行います。目標がサービスや運営の中断であれば、たとえば標的に対する捜査が確実に行えることを確認しようとするでしょう。図では侵入の段階に戻る経路も示されていますが、これは攻撃者が侵入ポイントとして使用しているリモート接続やクレデンシャルを表しています。

実行



これは、攻撃の最終段階です。攻撃者が、すべての目標をクリアし、目的を果たしたと判断する段階です。攻撃者の目的は通常、主に 2 つのカテゴリ（データの盗み出しまたはアクティビティの中断）のいずれかの範疇に入ります。



ネットワークに復元力を組み込む



ネットワークに復元力を組み込むための最初のステップは、攻撃のライフサイクルを理解することです。ここでの目的は、攻撃者の存在をすばやく認識し、攻撃に対処するための適切なツールを準備することです。このセクションでは、Cisco Cyber Threat Defense ソリューションの各部分について説明し、それらが攻撃のライフサイクルの各段階でどのように識別や管理に役立つのかを見ていきます。

既知の攻撃のブロック：NGIPS 



ネットワークに復元力を組み込むための最初のステップは、ネットワークへのアクセスを制御するためのテクノロジーを適切な組み合わせで展開することです。そのためには、シスコのベストプラクティスや検証済みの設計に従って、社内とデータセンターの両方でセキュアなアクセス制御とネットワーク エッジを構築する必要があります。



Cisco Cyber Threat Defense ソリューションでは、www.cisco.com/go/designzone で公開されている以下の CVD で説明しているベストプラクティスと原則に従うことを推奨しています。

· Cisco Threat Management with Next-Generation IPS 

· Firewall and IPS Technology Design Guide 

· 一部の設計ガイドではまだ最新情報が反映されておらず、FirePOWER ではなくレガシーの Cisco IPS を使用するように説明されていることに注意してください。

· Cisco TrustSec 2.0 Design and Implementation Guide



上記の CVD に準拠してネットワークを構築することで、アクセス制御と脅威管理のソリューションを展開できます。これにより攻撃対象領域が限定され、攻撃者は既知のエクスプロイトを使用して攻撃の足掛かりをつかむことが難しくなります。このようなネットワークの効果は次のとおりです。

· NGIPS により、既知のマルウェアがブロックされる

· ESA により、SMTP を使用する既知のマルウェアがブロックされる

· WSA により、HTTP を使用するマルウェアがブロックされる 

· ISE により、ネットワークに参加するデバイスのポスチャ チェックとポリシー適用が行われる 



このガイドでは、ネットワークとアクセス エッジがテレメトリを利用できる形で設計および展開されており、Cisco Cyber Threat Defense ソリューションの他のユースケースをサポートすることも可能な状況になっていることを前提としています。





指揮および統制の検出 



運用上、攻撃者の C&C チャネルはネットワーク内（信頼済み、認証済みゾーン）のホストから外部ホストへの通信チャネルです。このチャネルは、マルウェアに感染したホストから C&C サーバへの通信チャネルや、盗んだクレデンシャルを使用した VPN 接続など、さまざまな形態をとります。以下の図は、C&C チャネルの概念図です。ここでは、ネットワーク内に配置されているリソースと、ネットワーク外に置かれている攻撃者のコントロール ポイント間のレイヤ 3 またはレイヤ 4 接続が示されています。





C&C チャネルを検出し、それに対処して攻撃者に開けられた侵入ポイントを修復するには、まずチャンネル自体を観察すること、考えられる擬態方法を理解すること、そしてチャネルを検出するためにできることをネットワークやプロトコルの観点から探ることです。以下のリストは、C&C チャネルを検出するために分析するべき項目の例です。



· 国

· アプリケーション

· アップロードとダウンロードの比率

· 時刻

· 接続の繰り返し

· ビーコン：中断される接続の繰り返し

· 長時間にわたるフロー

· 既知の C&C サーバ

· Web 要求/URL 

· 疑わしいユーザ ログイン アクティビティ 



Cisco Cyber Threat Defense ソリューションの一部として組み込まれているテクノロジーを使用すると、上記項目の一部のチェックを自動化し、C&C チャネルの振る舞いや異常の検出を行ったり、データを可視化して環境内における C&C アクティビティの手動検出に役立てたりすることができます。以下に、Cisco Cyber Threat Defense ソリューションで使用されているテクノロジーと、C&C アクティビティの検出および修復にそれらがどのように役立つかを説明します。



Lancope StealthWatch：ネットワークと境界のデバイスからの NetFlow データを活用して、ネットワークを出入りするあらゆるトラフィック フローを可視化します。振る舞いや異常を検出するアルゴリズムでネットワーク トラフィックを分析することにより、疑わしいトラフィック フローを識別して秘匿されたチャネルをあぶり出します。また、StealthWatch Labs Information Center（SLIC）からの脅威フィードにより StealthWatch システムに既知の C&C サーバのリストが提供されるため、これらのサーバへの通信が検出された際に警告を発信させることができます（注：既知の C&C サーバ リストは IP アドレスまたは URL の形で提供されます）。さらに、すべての通信のレコードが保持されるため、セキュリティ担当者によって新情報や IoC が発見された際には過去にさかのぼってフォレンジックな検査を実施し、秘匿されたチャネルや不正アクセスを受けたデバイスの特定に役立てることができます。



Cisco Web セキュリティ アプライアンス：アプライアンスを通過するトラフィックの URL インスペクションを行い、レピュテーションの低い Web サーバへの HTTP/HTTPS トラフィックをインラインで自動的にブロックできます。レピュテーションの低い Web サーバは、ボットネット C&C サーバとして利用されていることが少なくありません。



Cisco FirePOWER：NGIPS センサーを通過するトラフィックの URL インスペクションを行い、レピュテーションの低い Web サーバへのトラフィックをインラインで自動的にブロックできます。レピュテーションの低い Web サーバは、ボットネット C&C サーバとして利用されていることが少なくありません。



Cisco クラウド Web セキュリティ（CWS）と Cognitive Threat Analytics（CTA）：Cisco CWS Premium で提供されている CTA サービスでは、URL アクティビティの監視による C&C チャネルの分析と異常の検出が提供されます。これにより、以前は検出されていなかった C&C サーバや、特定の組織を標的として設置されたことが判明している C&C サーバの識別に役立ちます。





内部における偵察アクティビティに対する防御



偵察：ターゲットの調査、特定、選択を目的として、電子メール アドレス、社会的関係、特定のテクノロジーに関する情報を求めて、インターネット上で会議記録やメーリング リストなどの Web サイトを見て回ること。[Lockheed Martin, “Intelligence-Driven Computer Network Defense”]



ネットワーク内部から見た場合、攻撃者によるこのような活動のためのアクティビティはレイヤ 3 およびレイヤ 4 を使用した標的リソースの検索という形を取ります。次の図は、内部における偵察の考え方を概念的に表したものです。





アクティビティの例としては、ランダムな内部 IP アドレスに対する ICMP エコー要求メッセージの送信や、ネットワーク アドレス ブロックの広範なスキャニングによる、開かれたサービスやポートの検索などがあります。これらの偵察テクニックはやり方によっては非常に目立ちやすくもなるため、標的を絞った狡猾な攻撃者は、同様の方法を使いつつも時間をかけて少しずつ偵察を進めていきます。たとえば、既存の足掛かりを起点にして、ネットワーク プロトコル経由でネットワーク上の他のリソースを発見しようとします。以下のリストは、ネットワーク内部における偵察アクティビティを検出するために分析するべき項目の例です。



· 高いフロー数

· 高いクライアント バイト比

· 単方向または未応答のフロー

· サブネット/論理グループ内のフロー

· 存在しない IP へのフロー

· フローのパターン

· 異常な動作（セキュリティで保護されたデータセンターへの接続試行など）

· ICMP などの疑わしいフロー タイプ 



Cisco Cyber Threat Defense ソリューションの一部として組み込まれているテクノロジーを使用すると、上記項目の一部のチェックを自動化し、内部における偵察アクティビティの振る舞いや異常の検出を行ったり、データを可視化して環境内における偵察アクティビティの手動検出に役立てたりすることができます。以下に、Cisco Cyber Threat Defense ソリューションで使用されているテクノロジーと、内部における偵察アクティビティの防止、検出、修復にそれらがどのように役立つかを説明します。



Lancope StealthWatch：ネットワークの全レイヤ（アクセス、ディストリビューション、コア、エッジ）のネットワーク デバイスから収集した NetFlow データを活用して、ネットワーク内のあらゆるトラフィック フローを可視化します。この可視性により、ネットワーク デバイスを通過するあらゆる通信のメタデータ レコードを保存できます。この集約データを分析することで、疑わしいアクティビティ パターンを示すホストを識別できます。Lancope StealthWatch のアラーム カテゴリには「Reconnaissance（偵察）」があり、複数のアルゴリズムで振る舞いを監視して疑わしいアクティビティを識別します。また、アクティビティをさかのぼってレトロスペクティブに検査できるため、システムで IoC が発見された際に別のホストで感染の有無を確認する際に役立てることができます。



Cisco NGIPS：展開されている主要なセグメンテーション ポイントでスキャニングのアクティビティに使用される特定のアプリケーションを検出し、ブロックできます。たとえば、キャンパス ネットワークとデータセンター間の ICMP メッセージをブロックできます。



Cisco TrustSec：ポリシーとセキュリティ グループに基づいたセグメンテーションにより、ネットワーク内部で行われる偵察アクティビティや暴露アクティビティの効果を低下させることができます。同じセキュリティ グループに属するホストからビジネス クリティカルなアプリケーションへのピアツーピア ネットワーク トラフィックを制限するポリシーを適用することで、ネットワークレベルの偵察アクティビティを能動的に抑制できます。





内部における APT 伝達に対する防御



追加リソース、つまり標的とするリソースが決定すると、攻撃者はマルウェアを活用して標的への足掛かりを増やせるようになります。次の図はそれを概念的に示したものです。マルウェアの感染拡大は、2 つのホスト間で標的ホストに向かってまとまった量のデータが送信されるレイヤ 4 通信のように見えます。これが完了すると、標的ホストはネットワークの偵察やマルウェアの伝達など、疑わしいアクティビティを見せるようになります。







マルウェアの伝達の例は次のとおりです。

· 自己増殖機能を持つマルウェアの株が特定の脆弱性を持つホストを探してスキャンし、その脆弱性を突いて増殖する  

· 正当なクレデンシャルを持つ攻撃者がリモート ソースに接続し、実行可能ファイルを転送して実行する 

内部におけるマルウェアの伝達に対する防御には、ネットワーク トラフィックの分析とファイルの分析および追跡を組み合わせる必要があります。以下のリストは、ネットワーク内部におけるマルウェアの伝達を検出するために分析するべき項目の例です。



· 高いフロー数

· 高いクライアント バイト比

· 同一サブネット/ホスト グループ内の接続

· フローのパターン

· 異常な振る舞い 

· 既知の脆弱性（ルールによる照合） 

· ファイル トラジェクトリとファイルの移動

· プロトコルへの非準拠 

· トンネル化されたフロー 

· 実行可能ファイルの分析



Cisco Cyber Threat Defense ソリューションの一部として組み込まれているテクノロジーを使用すると、上記項目の一部のチェックを自動化し、内部におけるマルウェアの伝達の検出を行ったり、データを可視化して環境内におけるマルウェア アクティビティの手動検出に役立てたりすることができます。以下に、Cisco Cyber Threat Defense ソリューションで使用されているテクノロジーと、内部におけるマルウェア伝達の防止、検出、修復にそれらがどのように役立つかを説明します。



Lancope StealthWatch：ネットワークの全レイヤ（アクセス、ディストリビューション、コア、エッジ）のネットワーク デバイスから収集した NetFlow データを活用して、ネットワーク内のあらゆるトラフィック フローを可視化します。この可視性により、ネットワーク デバイスを通過するあらゆる通信のメタデータ レコードを保存できます。この集約データを分析することで、疑わしいアクティビティ パターンを示すホストを識別できます。Lancope StealthWatch のアラーム カテゴリにはマルウェアの感染拡大に関するものが用意されており、複数のアルゴリズムで振る舞いを監視して疑わしいアクティビティを識別します。また、Worm Tracker（下図）という機能も備わっており、これを使用すると、ネットワーク内における疑わしいアクティビティを追跡してマルウェアの感染状況をトラッキングできます。また、アクティビティをさかのぼってレトロスペクティブに検査できるため、システムで IoC が発見された際に別のホストで感染の有無を確認する際に役立てることができます。



図 2：StealthWatch による疑わしい振る舞いのトラッキング



Advanced Malware Protection：Cisco AMP for Endpoints は、エンドポイントに転送されてくるファイルに照合分析を行い、疑わしいファイルを識別できます。疑わしいファイルを自動的にブロックしたり、File Trajectory（下図）機能により、ネットワーク内におけるファイルの伝達状況をトラッキングしたりすることもできます。













Cisco TrustSec：ポリシーとセキュリティ グループに基づいたセグメンテーションにより、攻撃による同時並行のファイル移動に対するネットワーク レベルの防御を提供します。ポリシーにより、ユーザとサーバ間のトラフィックに影響を与えることなく、ユーザ間のネットワーク レベルの通信を制限できます。





データ損失やデータ漏洩への防御



攻撃者の最終目的が標的組織からのデータ取得であることは少なくありません。標的となるデータは取引や状態にかかわる機密、知的財産、クレジットカード情報をはじめとする顧客情報など、さまざまな形態をとります。運用上の観点からは、データ損失はトランスポート層またはアプリケーション層のプロトコルを使用した、ネットワーク内部から外部へのデータ転送です。また中間段階として、攻撃者が持ち出し前のデータを仲介デバイスに保存しておくデータ ステージングまたはデータ ホーディングと呼ばれるアクションが実行される場合もあります。







守るべきデータが広範にわたる（攻撃者がどのようなデータに価値を見出すかを知ることは困難）こと、およびデータへの攻撃ベクトルは複数存在しうる（複数の POS ターミナルを持つ大規模小売店など、地理的に広範囲に攻撃対象領域が存在する）ことなどから、データ損失に対する防御はほとんどの組織にとって非常に困難な課題です。攻撃ライフサイクルの最後の手順としてここで重要なのは、これが検知されるのはいくらかのデータがすでに漏洩した後であることが多いということです。そのため、システムではデータ損失が発生する前に攻撃を検知できるような防衛機構の構築に加え、事後にそれを分析するための適切なテクノロジーも備えておく必要があります。したがって、データ損失への備えとしては多段防御が不可欠であり、データ損失の検出には複数の異なるテクノロジーの導入が必要になる場合もあります。以下のリストは、ネットワーク内部におけるデータ損失を検出するために分析するべき項目の例です。



· 履歴データの転送動作

· アプリケーション

· 時刻

· 国

· データ量：単一データまたは集約データ 

· タイム フレーム

· 非対称なトラフィック パターン

· 業務部門間をまたぐトラフィック



Cisco Cyber Threat Defense ソリューションの一部として組み込まれているテクノロジーを使用すると、上記項目の一部のチェックを自動化し、データ窃盗アクティビティの振る舞いや異常の検出を行ったり、データを可視化して環境内におけるデータ窃盗アクティビティの手動検出に役立てたりすることができます。以下に、Cisco Cyber Threat Defense ソリューションで使用されているテクノロジーと、内部におけるマルウェア伝達の防止、検出、修復にそれらがどのように役立つかを説明します。



Lancope StealthWatch：ネットワークの全レイヤ（アクセス、ディストリビューション、コア、エッジ）のネットワーク デバイスから収集した NetFlow データを活用して、ネットワーク内のあらゆるトラフィック フローを可視化します。この可視性により、ネットワーク デバイスを通過するあらゆる通信のメタデータ レコードを保存できるため、データ漏洩が起こってしまった場合にフォレンジック調査を行うための監査証跡を保持しておくことができます。Lancope StealthWatch を使用すると上記の考慮事項の多くについて分析を自動化できるうえ、データ ホーディングとデータ漏洩に関するアラーム カテゴリも用意されており、疑わしい動作や異常を通知できます。ホスト グループを作成できるためネットワーク上の別の場所へのデータ移動を監視でき（次のセクションで詳説）、重要なサーバから疑わしい場所にデータが漏洩した場合にプロアクティブなモニタリングが可能です。また、アクティビティをさかのぼってレトロスペクティブに検査できるため、システムで IoC が発見された際に別のホストで感染の有無を確認する際に役立てることができます。







重要な資産の継続的モニタリング



ネットワークに接続されたすべてのデバイスが同じ価値を持っているわけではありません。デバイスによっては、ビジネス プロセスや運営に不可欠であったり、センシティブ データが格納されていたりする場合があります。そのようなデバイス、ホスト、およびユーザに対しては、その使用（または不正使用）について特別な注意が必要となります。これらの重要な資産のネットワーク アクティビティのモニタリングは不可欠であり、疑わしいアクティビティや悪意のあるアクティビティの識別、およびインシデント対応と隔離プロセスの迅速な実施に役立ち、リスクへの暴露を最小限に抑えることができます。



何をもって最重要の保護対象とするか、また何を重要資産とするのかについては、組織によって優先順位が異なります。そうした重要資産の決定は、想定されるリスクや、標的やそれに関する情報にどれだけの価値を認めるかに基づいて判断することになります。以下のリストは、最重要の保護対象の選定時に考慮すべき項目の例です。

· ビジネス インパクト分析

· ビジネスの運営に直接関連するシステム

· 収益への影響

· 発注と納品を後押しするシステム

· コストへの影響

· 契約上の義務を管理するシステム 

· 法的要件

· 保護すべき情報やシステムを指定している法規や契約（コンプライアンス要件など）

· 機密プロファイル

· 特権が必要であるか制限されている情報にアクセスするシステム 

· リスク プロファイル

· その性質上保護が弱いシステム（レガシー システムなど）

· 可視性プロファイル 

· 攻撃された場合に組織の評判を落とす可能性のある、広く公開されているシステム



Cisco Cyber Threat Defense ソリューションを構成するテクノロジーは、あらゆる重要資産のアクティブ モニタリングを行うことができます。NetFlow と Lancope StealthWatch によって広範な可視性が得られるため、ネットワークに接続されているデバイスで行われるあらゆる通信のエンドツーエンドの監査証跡を保持できます。Cisco NGIPS と FMC の提供する優れた可視性により、重要資産によって使用された、または重要資産に対して使用された悪意のあるファイルに関する、関連性の高い情報を詳細に確認できます。



次の図は、Lancope StealthWatch のホスト グループ機能とカスタム マップ機能を使用して組織の PCI ゾーンに対するアクティブなモニタリングを行っている様子を示したものです。この例では、PCI ゾーンの主要な各コンポーネントに対するホスト グループの定義、ゾーン間の関係性プロパティとポリシーの定義とマッピング、ポリシーに違反するトラフィックがネットワーク上で観測された場合にアラートを送信するためのカスタム ルールの作成が行われています。



図 3：NetFlow と Lancope StealthWatch によるセグメンテーション モニタリング



ネットワーク インフラストラクチャ自体が攻撃されることもあるため、ネットワーク インフラストラクチャの通信をモニタリングするアクティブ ポリシー モニタリングを行うこともできます（下図）。



図 4：NetFlow と Lancope StealthWatch によるネットワーク制御プレーンのモニタリング





設計上の考慮事項



NetFlow と Lancope StealthWatch システム



Lancope StealthWatch システム 

StealthWatch FlowSensor の追加（オプション）

NetFlow 生成をネットワーク機器から行えない場合は、Lancope StealthWatch FlowSensor および FlowSensor VE を使用して、通信をフロー レコードに変換できます。これにより、このガイドで指定されていないネットワーキング機器を Cisco Cyber Threat Defense Solution バージョン 1.1 の導入に参加させることができます。また、StealthWatch FlowSensor はネットワークの重要な領域に対するパケット レベルのアプリケーション ID とパフォーマンス メトリックの追加に使用できます。Cisco Cyber Threat Defense Solution バージョン 1.1 の導入に StealthWatch FlowSensor を追加することを検討する場合は、次の手順を実行します。

StealthWatch FlowSensor を選択します

StealthWatch FlowSensor を選択する場合は、モニタリング ポイントの予期されるトラフィック プロファイルを考慮します。FlowSensor でそのポイントに送信されているトラフィックのレベルを処理できるようにする必要があるためです。Cisco Cyber Threat Defense Solution バージョン 1.1 の他の NetFlow 生成デバイスと同じように、FlowSensor をできるだけアクセス レイヤの近くに配置することを推奨します。

次のテーブルに、StealthWatch FlowSensor アプライアンス モデルとその仕様を示します。表示される処理容量は、サポートされる平均レートです。FlowSensor は、表示された容量を超える短期バーストを処理できます。すべての NetFlow ジェネレータと同様に、StealthWatch FlowSensor によって生成される NetFlow トラフィックの量はモニタ対象のトラフィック プロファイルによって異なります。

StealthWatch FlowSensor アプライアンスの仕様

		モデル

		処理容量

		インターフェイス（Interface）

		速度

		物理層

		フォーム ファクタ

		電源



		250

		100 Mbps

		2

		10/100/100

		銅線

		1 RU ショート

		非冗長



		1000

		1 Gbps

		3

		10/100/1000

		銅線

		1 RU ショート

		非冗長



		2000

		60,000

		5

		10/100/1000

		銅またはファイバ

		1 RU

		冗長



		3000

		120,000

		1 または 2

		1GB

		ファイバ

		1 RU

		冗長







注：1 つの StealthWatch FlowSensor の処理容量に到達した場合は、適切なイーサネット ロード バランサを使用して複数の FlowSensor をスタックできます。

StealthWatch FlowSensor VE は、vSphere/ESX ホスト内にインストールされ、そのホスト内の VM 間のトラフィックの NetFlow レコードを生成するために使用できる仮想アプライアンスです。FlowSensor VE は仮想スイッチに無差別に接続します。これは、監視するトラフィックからイーサネット フレームを受動的にキャプチャし、カンバセーション ペア、ビット レートおよびパケット レートに関係する貴重なセッション統計情報を含むフロー レコードを作成します。FlowSensor VE はその後、StealthWatch FlowCollector にこれらのレコードを送信します。次のテーブルでは、StealthWatch FlowCollector VE の導入要件について説明します。

StealthWatch FlowSensor VE の仕様

		ディスク領域の要件

		フロー エクスポート
形式

		CPU の最低
要件

		最小メモリ要件

		インターフェイス



		1.4 GB

		NetFlow v9

		2 GHz プロセッサ

		512 MB

アプリケーション インスペクション用に 1024 MB

		最大 16 個の vNIC







ネットワークに StealthWatch FlowSensor を統合します

StealthWatch FlowSensor は、レイヤ 1 またはレイヤ 2 に隣接した形でモニタリング ポイントに配置する必要があります。サンプル配置モードでは、テスト アクセス ポート (TAP)、Switched Port Analyzer (SPAN) ポート、またはネットワーク ハブを使用します。ネットワークに StealthWatch FlowSensor を統合する方法の詳細については、Lancope StealthWatch Documentation CD の『System Hardware Installation Guide』を参照してください。

StealthWatch FlowCollector の選択

StealthWatch FlowCollector は、Cisco Cyber Threat Defense Solution バージョン 1.1 ですべての NetFlow ジェネレータによって生成される NetFlow データの中央集中型コレクションおよび分析ポイントとして機能します。ソリューションの導入に必要な StealthWatch FlowCollector の数とモデルの選択は、次の要因によって異なります。

· StealthWatch FlowCollector に到達する 1 秒あたりのフロー ボリュームに影響する前の項で行った決定

· StealthWatch FlowCollector の導入戦略 

· 各 StealthWatch FlowCollector の物理容量

1. StealthWatch FlowCollector の導入戦略を決定します

StealthWatch FlowCollector は分散型または集中型方式で配置できます。分散配置では、FlowCollector は複数のサイトに配置され、通常は最も多い NetFlow レコード数を生成する送信元の近くに配置されます。この配置は、NetFlow によって生じるオーバーヘッドを制限するという利点があります。集中型配置では、すべての StealthWatch FlowCollector は単一のデータセンターに配置され（通常はロード バランサの背後など）、NetFlow 収集全体に対する 1 つの収集場所、または1 つの IP アドレスの利点が得られます。この配置は、NetFlow ジェネレータが離れている環境で利点をもたらします。

サイト間の帯域幅が制限されることがあるという点も考慮する必要があります（WAN 経由の場合など）。一般に、1 つの FlowCollector をできるだけ関連トラフィックに使用する必要があります。一元化されたコレクションの利点は、トラフィックが類似していないと小さくなります。

FlowCollector がフロー データを受信するとき、受信したフロー レコードが重複していた場合、データベースにはそのフローに対して 1 つのエントリが作成されます。この重複除去プロセスにより、FlowCollector は各フロー エクスポータに関する詳細を保持し、急増したトラフィック量のレポートを排除すると同時に最も効率的な方法でフロー データを保存できます。

理想的な実装では、特定のフローに関連するデータをエクスポートするすべてのルータはそのデータを同じ FlowCollector に送信します。ただし、一意の各ホスト ペア（またはカンバセーション）は FlowCollector で追加のリソースを消費します。同時接続数が多すぎる場合、フロー レコードはメモリから消去されます。カンバセーションがしばらくの間アイドル状態になるまでレコードを消去することなく、すべてのアクティブなカンバセーションで状態を保つのに十分なリソースが FlowCollector に確実に割り当てられるよう、導入計画時に配慮してください。

ベスト プラクティス：フローに属するすべての NetFlow レコードは、同じ StealthWatch FlowCollector に送信される必要があります。



パフォーマンス上の考慮事項

StealthWatch FlowCollector の各モデルは、手順の末尾にあるテーブルに示すとおり、最低限保証されたフローの量に対応できます。ただし、Cisco Cyber Threat Defense Solution バージョン 1.1 用の StealthWatch FlowCollector を選択する際は次の要因についても考慮してください。

· エクスポータ カウント：各 StealthWatch FlowCollector が受け入れることができる NetFlow 生成デバイスの数。

· データ レート：StealthWatch FlowCollector が受信している fps のレート。

· ホスト カウント：StealthWatch FlowCollector が状態を維持できるホストの数（ネットワークの内部と外部の両方）。内部ホストの数はホスト カウント値の 60 パーセントを超えないことを推奨します。

· フロー ストレージ：ネットワークの特定のロケーションに必要なきめ細かいフロー データの量。

注：特定のシャーシに対しエクスポータの最大数および最大データ レートの両方に近づいたシステムは、パフォーマンスの問題の影響を受ける可能性があります。たとえば、最大データ レートの推定 10 % ～ 20 % の低下は、エクスポータの最大数で発生する場合があります。



StealthWatch FlowCollector アプライアンスの仕様 

		モデル

		1 秒あたりの
フロー数

		エクス
ポータ

		ホスト

		ストレージ



		StealthWatch FlowCollector 1000

		最大 30,000

		最大 500

		最大 250,000

		1.0 TB



		StealthWatch FlowCollector 2000

		最大 60,000

		最大 1000

		最大 500,000

		2.0 TB



		StealthWatch FlowCollector 4000

		最大 120,000

		最大 2000

		最大 1,000,000

		4.0 TB







次のテーブルに、VM の予約済みメモリと CPU 数に基づく StealthWatch FlowCollector VE のサポートを示します。



StealthWatch FlowCollector VE の仕様

		1 秒あたりのフロー数

		エクスポータ

		ホスト

		予約済みメモリ

		予約済み CPU



		最大 4500

		最大 250

		最大 125,000

		4 GB

		2



		最大 15,000

		最大 500

		最大 250,000

		8 GB

		3



		最大 22,500

		最大 1000

		最大 500,000

		16 GB

		4



		最大 30,000

		最大 1000

		最大 500,000

		32 GB

		5





StealthWatch Management Console の選択

StealthWatch Management Console (SMC) は、StealthWatch システム全体のインストールを管理し、システムに接続される FlowCollector の数とシステム全体でモニタされるフローの総ボリュームによってライセンス供与されます。

以下の最初のテーブルに、SMC モデルとそれらがサポートできる StealthWatch FlowCollector の数を示します。2 番目のテーブルに、SMC VE がサポートできる（予約済みメモリと CPU に基づく）FlowCollector と同時使用ユーザの数を示します。

SMC アプライアンスの仕様

		SMC モデル

		最大 FlowCollector 数

		サイズ

		ストレージ

		メモリ



		SMC 1000

		5

		1 RU

		1.0 TB

		8 GB



		SMC 2000

		25

		2 RU

		2.0 TB

		16 GB







SMC VE の仕様

		FlowCollector の数

		同時使用ユーザ

		予約済みメモリ

		予約済み CPU



		1

		2

		4 GB

		2



		3

		5

		8 GB

		3



		5

		10

		16 GB

		4









注：導入環境で多数のホスト グループとモニタ対象インターフェイスが予想される場合は、SMC に送信されるデータの量がこれらの環境で増加する可能性があるため、より高性能な SMC を検討する必要があります。

StealthWatch FlowReplicator の選択（オプション）

StealthWatch FlowReplicator は、UDP パケットをモニタし、それらのパケットのコピーを生成して 1 つ以上の新しい宛先に送信します。パケットはアプライアンスを通過するときに元の送信元から送信されたように見えるように変換されます。各 FlowReplicator には 2 つのアクティブなインターフェイスが用意されています。一方はパケット コピーの管理、モニタリング、および生成用に IP アドレスが割り当てられ、もう一方はモニタリング用の無差別モードにすることができます。

各 FlowReplicator は、1 秒あたりのパケット数 (pps) の観点から、一定ボリュームの出入力について評価されます。それぞれは、パケットあたり 2 ～ 3 個のコピーの生成に対してテストされますが、必要に応じてより多くの宛先をサポートできます。次の表に、StealthWatch FlowReplicator のモデルと仕様を示します。

StealthWatch FlowReplicator アプライアンスの仕様

		FlowReplicator モデル

		処理容量

		物理層

		フォーム ファクタ

		電源

		耐障害性



		1000

		10,000 pps の入力

20,000 pps の出力

		銅線

		1 RU ショート

		非冗長

		×



		2000

		20,000 pps の入力

60,000 pps の出力

		銅線または光ファイバ

		1 RU

		冗長

		○







注：アプライアンスの物理的制限を超過し、多くのコピーがリンクに対して生成されている場合、パケットはドロップされます。



NetFlow



		プラット
フォーム

		ハードウェアの詳細

		ソフトウェアの詳細

		NetFlow の詳細

		CTD バージョン 1 で使用



		Catalyst 3K-X

		3560-X/
3750-X 
および SM

		IOS 15.0.(2)SE7

		FNF（v9）

		○



		Catalyst 3850/3650

		3850/
3650

		IOS-XE 3.3.5SE

		FNF（v9）

		部分的（1.1.2 で 3850 を
使用）



		Catalyst 4500

		Sup7-E

Sup8-E

		IOS-XE 3.4.5SG

IOS-XE 3.3.2XO

		FNF（v9）

		部分的（Sup7-E）



		Catalyst 6500

		Sup2T

		IOS 15.0.(1)
SY7a

		FNF（v9）

		○



		Catalyst 2960-X 

（NetFlow Lite）

		2960-X

		IOS 15.0.(2)EX

		NetFlow Lite（サンプリングされた V9）

		×



		ISR G2

		2901、2911

		IOS 15.3(3)M4

		FNF（v9）

		○



		ASR 1000

		ASR 1001/
1002F

		IOS-XE 3.10.xS

		FNF（v9）

		○



		ASA 5500

		ASA 5505、5510

		ASA 9.0.4

		NSEL（v9）

		○



		ASA 5500-X 

および FirePOWER Services

		ASA 5515-X、5545-X

		ASA 9.3.2

FirePOWER 5.3.1

		NSEL（v9）

		×



		Netflow Generation Appliance（NGA）

		NGA 3240

		1.0.2

		FNF（v9）

		〇（3140）



		UCS VIC

		VIC 1240/
1280/1225

		2.2(2e)

		FNF（v9）

		×







次世代侵入防御システム



FirePOWER 展開オプション 



セキュアなネットワークを設計するためには、基盤となるネットワークが高い信頼性と可用性を備えているときにのみ効果を発揮する、綿密に計画されたセキュリティ ポリシーが必要です。Cisco ASA には、高可用性構成およびロードバランシング構成をサポートし、サービスを保証してきた実績があります。



Cisco ASA with FirePOWER Services は、次の展開モードでサポートされています。



· アクティブ/スタンバイ：高可用性が最優先で必要とされる場所

· クラスタリング：以下のような要件が求められる場所

· 非対称性が問題となる可能性がある

· 高可用性（HA）が必要

· 水平パフォーマンス スケーリングが必要

· マルチコンテキスト：論理および物理インターフェイスでポリシーの分離が必要な場合



注：Cisco ASA 上の FirePOWER サービスは単一または複数の Cisco ASA が導入されている HA 環境において、透過モードとルーテッド モード（L3）でサポートされます。



アクティブ/スタンバイ（高可用性）

Cisco ASA 5500-X プラットフォームと Cisco ASA 5585-X プラットフォームでは、アクティブ/スタンバイ モデルによる高可用性（HA）構成がサポートされます。アクティブ/スタンバイ モデルでは、HA ペアの片方をプライマリ（アクティブ）、もう一方をセカンダリ（スタンバイ）とします。フェールオーバーを迅速に行えるよう、Cisco ASA の状態（接続情報など）は、ファイアウォール間で共有されます。これはステートフル フェールオーバーと呼ばれます。ただし、FirePOWER の状態に関する情報は、フェールオーバー ペアの FirePOWER モジュール間で共有されません。



FirePOWER サービス モジュールは、正規化後に、Cisco ASA パケット処理のパスに挿入されます。異常なパケットは TCP/IP 正規化サービスにより検出され、Cisco ASA がそれに対するアクションを行います。



以下に、一般的なアクティブ/スタンバイ構成の導入例を示します。





クラスタ構成の導入

拡張性を高める場合、1 つのクラスタには最大 16 個の Cico ASA 5585-X ファイアウォールと FirePOWER サービス モジュールを含めることができます。Cisco ASA 5500-X では、2 ユニットのクラスタをサポートしています。

Cisco ASA のクラスタリングには次の利点があります。

· トラフィックの集約により高スループットを実現

· データセンター アーキテクチャ内で Cisco ASA アプライアンスの数をスケーリングさせ、1 つの論理ファイアウォールとする

· 真のアクティブ/アクティブ モデル（マルチコンテキスト モードでは、クラスタの全コンテキストのすべてのメンバがあらゆるトラフィック フローを転送可能）を使用可能

· フローを所有していない ASA で受信したパケットを Cluster Control Link（CCL）で実際のオーナーに送信し、非対称性を除去

· レイヤ 2 とレイヤ 3 のいずれのモードでも動作

· シングル コンテキストとマルチ コンテキストの両方をサポート（ファイアウォールの仮想化）

· クラスタ全体の統計情報によりリソースの使用状況を追跡

· 設定の自動同期により、クラスタ内のすべてのユニットで同一の Cisco ASA 設定を維持



注：Cisco ASA クラスタ内の FirePOWER サービス間では状態の共有は行われません。そのため、クラスタ内で FirePOWER の設定は同期されません。



以下に、一般的なクラスタ構成の導入例を示します。





マルチコンテキストの導入

Cisco ASA を通過するトラフィックをセグメント化する一般的な方法は、マルチコンテキスト モードを設定することです。これにより、分割された仮想セキュリティ コンテキストのそれぞれに別個のセキュリティ ポリシーを適用できます。Cisco ASA のマルチコンテキスト モードの一般的な使用例には次のようなものがあります。

· 多数の顧客のセキュリティ サービスをサポートするサービス プロバイダー

· 各部門や学部を完全に分離する必要がある大企業や大学 

· 部門ごとに個別のセキュリティ ポリシーを適用する必要がある企業 

· 複数の Cisco ASA が必要だが予算に余裕がないネットワーク

マルチコンテキスト モードでは、Cisco ASA のインターフェイスとサブ インターフェイスは、各コンテキストに割り当てられます。マルチコンテキスト モードの Cisco ASA で FirePOWER サービスを導入すると、各コンテキストに関連付けられているインターフェイスをグループ化してセキュリティ ゾーンとしてまとめることができます。各ゾーンには個別の FirePOWER ポリシーを適用できるため、たとえばコンテキスト A の外部インターフェイスからコンテキスト A の内部インターフェイスへのトラフィックにポリシーを適用できます。

以下に、一般的なマルチコンテキスト構成の導入例を示します。





FirePOWER アプライアンスには多様な導入オプションがあります。これには次が含まれます。

· パッシブ：スイッチの SPAN ポートやネットワーク TAP から送信されてくるパケットを検査できます。アプライアンスがパケット フロー内にない（受信するパケットはコピーでありオリジナルではない）ため、遅延シナリオにおいても障害シナリオにおいてもネットワークに影響を与えることはありません。端緒としては、パッシブ モードで動作しているために元のパケットを処理するのではないため、悪意のあるトラフィックがあったとしてもそれを配信前にドロップすることができません。

· インターフェイス ペアリング：通常の IPS モードであり、片方のインターフェイスでパケットを受け取り、検査をしてから別のインターフェイスで送信します。アプライアンスがインラインに設置されるため、シングル パケットであろうとも悪意のあるトラフィックをブロックできます。ただし、トラフィックは必ずアプライアンスを通過する必要があるため、処理による遅延が発生します。また、障害発生時のシナリオを考慮しておく必要があります。これは、フェール オープンインターフェイスなどの機能が一般的に使用される理由の 1 つになっています。

· 仮想スイッチ：仮想的なレイヤ 2 スイッチとして機能し、1 つまたは複数の仮想インターフェイスで受信するパケットを検査できます。このモードでは、インターフェイス ペアリング モードと同じようにパケットのドロップができます。

· ルーテッド モード：レイヤ 3 デバイスのように機能し、各インターフェイスに IP アドレスを持たせます。一般的に、このモードはデバイスをファイアウォールとして使用し、IPS、AVC、URL ポリシーに加えてレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシーを適用する際に使用します。



本アプライアンスにはパフォーマンス レベルの異なるさまざまなモデルがあります。インターフェイスの種類もさまざまです。

また、目的によってフェール オープン モードまたはフェール クローズド モードに設定できます。



FireSIGHT Management Center



FireSIGHT Management Center（FMC）は、アプライアンスと仮想フォーム ファクタの両方で提供されています。機能はどちらも同じですが、パフォーマンスが異なります。アプライアンス バージョンは、全種類の FirePOWER センサーを管理できます。仮想 FMC には、全種類のセンサーを管理できるフル バージョンと、Cisco ASA センサーの FirePOWER サービスのみを管理するバージョンの 2 種類があります。



FMC では高可用性機能が使用できます。これにより、複数の Management Center でライセンスを共有し、構成を同期させることができます。仮想デバイスでは、仮想ソリューションで一般的な組み込みのリカバリ メソッドを使用する必要があります。



高度なマルウェア防御



Cisco AMP は広範な攻撃ベクトルの全体にわたる保護を提供し、以下のような導入が可能です。

· 専用の Cisco ASA ファイアウォールと Cisco FirePOWER ネットワーク セキュリティ アプライアンスに統合されたネットワークベースのソリューション

· PC、Mac、モバイル デバイス、および仮想環境のエンドポイント ソリューション

· 高い機密性が要求される環境として構築されたオンプレミスのプライベート クラウドの仮想アプライアンス

· Cisco クラウド Web セキュリティまたは Cisco Web および E メール セキュリティ アプライアンスに機能の一部として統合



ネットワーク向け AMP は、全種類の FirePOWER センサーでライセンス使用できる機能です。そのため、設計や導入に関する考慮事項は、FirePOWER サービス モジュールや FirePOWER アプライアンスとまったく同じです。



AMP for Endpoints は Windows PC、Mac、仮想環境、モバイル デバイスにインストールして使用できる機能です。ファイルを監視して悪意のあるコンテンツを検出するだけでなく、システムに入り込んだ不明ファイルによって引き起こされるアクションを監視することもできます。それにより、悪意ありと判定されたファイルの展開やシステムへの損害を防ぐことができます。





コンテンツ セキュリティ制御

シスコのコンテンツ セキュリティ製品は、物理アプライアンス、仮想アプライアンス、クラウド サービスなど、セキュア ゲートウェイ導入オプションのすべての側面をカバーします。顧客環境の要件に基づいて、電子メール セキュリティ製品と Web セキュリティ製品のどちらでもこれらのオプションをカバーします。電子メール セキュリティと Web セキュリティのどちらも、透過型のインライン デバイスではありません。どちらも、ペイロードがゲートウェイを通過するためには一定レベルのリダイレクションまたはルーティングが必要です。



電子メール セキュリティの導入オプション

電子メール セキュリティ（ESA）は SMTP メール転送エージェント（MTA）として機能します。ただし、Exchange、Lotus Notes、その他のサードパーティ製データ ストアなどのような電子メール メールボックス サーバの機能はありません。ESA への送受信を行うための SMTP ルーティングは、メールメッセージのドメイン部分、または A レコードや IP アドレス ベースで定義された SMTP ルートに基づく MX レコードを使用して DNS で行われます。



· ESA のハードウェア アプライアンスには 3 つのモデル（C170、C380、C680）があり、それぞれ小規模、中規模、大規模のネットワークに適しています。ソフトウェアの機能は、すべてのモデルで共通です。

· ESA の仮想アプライアンス（ESAV）は VMware ESXi ハイパーバイザ上で使用でき、こちらも複数のサイズがあります。

· Cisco ESAV C000v：評価用途専用

· Cisco ESAV C100v：最大 1000 のメールボックス

· Cisco ESAV C300v：最大 5000 のメールボックス

· Cisco ESAV C600v：大企業およびサービス プロバイダー向け

· オンプレミスに導入する物理/仮想 ESA アプライアンスの代替サービスとしては Cisco クラウド E メール セキュリティ（CES）があります。これは Cisco データセンターでホストされるサービスで、同レベルの保護を提供します。ハイブリッドの導入も可能です。

· 導入にあたっては、企業ネットワークに入ってくるトラフィックの最初の SMTP ホップ、かつ出ていくトラフィックの最後のホップになる位置に ESA を設置することをお勧めします。

· 簡素化のため、通常 ESA は 1 つのインターフェイスと IP アドレスでメール トラフィックと管理トラフィックの両方を処理するよう展開します。

· ESA の導入オプションの詳細は、このマニュアルでは取り扱いません。詳細については、Cisco Design Zone（www.cisco.com/go/designzone）でインターネット エッジに関する文書をご覧ください。



Web セキュリティの導入オプション



· Web セキュリティ（WSA）のハードウェア アプライアンスには 3 つのモデル（S170、S380、S680）があり、それぞれ小規模、中規模、大規模のネットワークに適しています。ソフトウェアの機能は、すべてのモデルで共通です。

· WSA の仮想アプライアンス（WSAV）は KVM および VMware ESXi ハイパーバイザ上で使用でき、こちらも複数のサイズがあります。

· Cisco ESAV C000v：最大 1000 名の Web ユーザ

· Cisco ESAV C100v：最大 3000 名の Web ユーザ

· Cisco ESAV C300v：最大 6000 名の Web ユーザ

· Cisco CWS は完全なクラウドベース ソリューションとしても、オンプレミスの WSA アプライアンスと統合しても導入できます。Cisco CWS Premium サービスは AMP と CTA を組み合わせて高度な脅威の検出を行います。

· WSA アプライアンスの導入には、透過的なリダイレクション、明示的なプロキシ構成など、複数のオプションを利用できます。WSA の導入オプションの詳細は、このマニュアルでは取り扱いません。詳細については、Cisco Design Zone（www.cisco.com/go/designzone）でインターネット エッジに関する文書をご覧ください。





TrustSec および Identity Services Engine 

Cisco TrustSec、ISE、およびエンドポイント保護サービスの詳細（CVD を含む）については www.cisco.com/go/trustsec をご覧ください。



まとめ



このドキュメントでは、最新の手法を使った高度な脅威からネットワークを守る際の課題について説明し、Cisco Cyber Threat Defense ソリューションの設計ガイダンスを提供しました。このソリューションは、ネットワークの現状に関する認識度を高め、脅威の検出と対処にかかる時間を短縮することに主眼を置いています。また、従来のようにネットワークの境界のみに注目するのではなく、すでにネットワークの内部に入り込んだ脅威にも対応します。これを行うために、このソリューションではネットワークインフラストラクチャの可視性と制御性を高め、シスコの業界をリードするセキュリティ テクノロジーを統合設計で活用します。その結果、防御者が新しい方法で脅威を検出、ブロック、修復する能力を真の意味で高めることができます。
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