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SaaS 使用量の爆発的な増加。テレワークの常態化。リモー
トワーカーの急増。ニューノーマルと呼ばれるこれらの現象
が企業におけるセキュリティとネットワーキングの変革を強
く促しています。

また、クラウドアプリケーションを大規模に活用することが、
ビジネスの遂行において必要不可欠となっています。ESG 
が最近実施した調査によると、現在、86% の組織がパブ
リッククラウド コンピューティング サービス（SaaS または 
IaaS）を大々的に利用しているか、ある程度の頻度で利用
しています。1

従来、ブランチオフィスからのインターネットトラフィック
は、一度本部の拠点にルーティングされた上でセキュリティ
対策が適用されていました。しかし、今日のブランチオフィ
スではクラウドアプリケーションが大々的に使用されてい

て、バックホールトラフィックのコストとパフォーマンスが
大きな問題となるため、セキュリティを中央で一元管理す
る従来のアプローチはもはや実用的と言えません。その結
果、多くのリモートオフィスでは、利便性とパフォーマンス
の面から、インターネットに直接アクセスする方式が採用さ
れるようになりました。リモートユーザの 85% が、インター
ネットに直接アクセスすることがあると回答しています。2

こうした理由から、多くの組織ではネットワークを分散化
するアプローチが採用され、リモートロケーションでのパ
フォーマンスを最適化するために SD-WAN が導入されて
います。現在、80% の組織が SD-WAN を大々的に利用
しているか、特定の範囲内で利用しています。1 これにより、
ダイレクトインターネットアクセス（DIA）は効率化されます
が、新たなセキュリティ上の課題も発生しています。 

概要

「 リモートユーザの 85% が、
インターネットに直接アクセ
スすることがあると回答して
います」
ESG Research、2019 年 1 月、「Market 
Dynamics Impacting Remote and Roaming 
User Security Requirements（リモートユーザ
およびローミングユーザのセキュリティ要件に 
影響を及ぼす市場のダイナミクス）」

1.  ESG Research、 「Transitioning Network Security Controls to the Cloud（クラウドへのネットワークセキュリティ管理の移行） 」、2020 年 5 月、https://learn-umbrella.cisco.com/ebook-library/transitioning-
network-security-controls-to-the-cloud

2. ESG Research、2019 年 1 月、「Market Dynamics Impacting Remote and Roaming User Security Requirements（リモートユーザおよびローミングユーザのセキュリティ要件に影響を及ぼす市場のダイナミクス）」

新たな標準 - 分散ネットワーク 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 

https://learn-umbrella.cisco.com/ebook-library/transitioning-network-security-controls-to-the-cloud
https://learn-umbrella.cisco.com/ebook-library/transitioning-network-security-controls-to-the-cloud


セキュリティ上の課題
これらの移行により、セキュリティポリシーを一元的に適用することが困難になって
いるため、攻撃やコンプライアンス違反のリスクが高まっています。セキュリティチー
ムはこうした状況への対処に追われ続けています。多くの組織が統合と管理の難しい
多数の異なるポイントソリューションを使用しているからです。エッジのネットワーク
セキュリティの確保が 2 年前よりも難しくなっていると回答した組織は全体の 64% 
に上ります。また、ネットワーク セキュリティ ツールが何種類も存在していることが
この問題の根本原因だと述べた回答者は全体の 26% に上ります。1 特定機能に特化
したこれらのポイントソリューションは膨大な数のアラートを日々発行していますが、
その多くは無視されています。実際、1 日に発行されるアラートのうち 52% は調査
されていません。3 

3.  シスコ 2020 年版 CISO ベンチマークレポート https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/ciso-
benchmark-report-2020.html

IT セキュリティの問題点
ネットワークの分散化とそれに伴うセキュリティ上の課題は、業界や規模を問わ
ずあらゆる組織が取り組まなければならない、IT セキュリティ上の最大の課題
です。現在、多くのセキュリティリーダーが、こうした問題を軽減（して新たな
価値を創出）するために、環境を簡素化し、帯域幅のコストを削減し、リソー
スの制約を緩和すると同時に、ユーザを幅広く保護するクラウド提供型の総合
ソリューションに移行しつつあります。 

可視性とカバレッジに
おけるギャップ

大量のセキュリティツールに
よる複雑化

概要
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組織が SIG に注目する 
上位 3 つの理由
•  セキュリティカバレッジの拡大

•  リモートロケーションが一元化され、一貫した 
ポリシー適用が可能

•  パフォーマンスおよびユーザ満足度の向上

主な利点
•  すべてのポートとプロトコルを対象とした広範な 
セキュリティカバレッジ

•  ネットワーク内外のセキュリティ保護

•  迅速な導入と柔軟な適用レベル

•  価値がすぐに実現し、総所有コストが低下

•  単一のダッシュボードによる効率的な管理

•  ハイブリッドエニーキャストによる優れた速度と 
信頼性
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ソリューション：Cisco Umbrella - SIG Essentials パッケージ 
Umbrella Secure Internet Gateway（SIG）Essentials パッケー
ジには、これまで個別に必要だったファイアウォール、Web 
ゲートウェイ、脅威インテリジェンス、クラウド アクセス セ
キュリティ ブローカ（CASB）ソリューションが統合された、
広範なセキュリティ機能のセットが含まれています。これら 
すべてのソリューションを単一のクラウド配信型サービスと

ダッシュボードから利用できるため、Umbrella を使用する
ことで、導入、設定、統合にかかる時間、費用、リソースを
大幅に削減することができます。Umbrella はご利用の SD-
WAN 環境と統合できることから、他に類を見ないパフォー
マンス、セキュリティ、柔軟性が同時に実現され、エンドユー
ザとセキュリティチームの両方にメリットがあります。

「 回答者の 76% がリモートのセキュリティ課題を解決する 
ために、マルチファンクション セキュリティ プラットフォーム
を選択」
ESG Research、 
リモートユーザおよびローミングユーザのセキュリティ要件に 
影響を及ぼす市場のダイナミクス、2019 年 1 月

概要



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

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

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

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

•  迅速に実装して数千の拠点とユーザをカバーできるため、短期間で投資を回収するこ
とが可能です。 

ロケーションやユーザによっては、この水準の保護で十分な場合もあれば、コンプライ
アンス規制に対応したり、リスクをさらに軽減したりすることが求められ、より詳細な可
視性や制御が必要となる場合もあります。

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

• Cisco AMP エンジンとサードパーティリソースを使用して、アップロード /ダウンロード
されたすべてのファイルを効率的にスキャンし、マルウェアなどの脅威を検出する機能

•  SSL 通信全体または一部を復号することで、隠蔽された攻撃や対処に時間がかかる感染
から組織を強力に保護

•  一部のアプリケーションでの特定のユーザアクティビティをきめ細かく指定してブロック
できるアプリ管理可能（例：Dropbox へのファイルアップロード、Gmail へのファイル添付、
Facebook での投稿 /共有）

• 特定のファイルタイプのブロック（例：.exe ファイルのダウンロードのブロック）

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

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

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

概要
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Umbrella の主要なコンポーネント
以下のコンポーネントが、単一のクラウド提供型サービスにシームレスに統合されています。 



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

アプリケーション検出機能により、以下が実現されます。

•  使用されているクラウドアプリケーションを詳細に可視化

•  アプリケーションの詳細とリスク情報

•  特定のアプリケーションをブロック / 許可 

テナント制限を使用すると、すべてのユーザまたは特定のグループ / 個人がアクセスできる 
SaaS アプリケーションのインスタンスを制限できます。 

こうした詳細情報によりクラウドの利用を適切に管理してリスクを軽減できるようになり、
業務環境の妨げとなるクラウドアプリケーションの使用や不適切なクラウドアプリケーショ
ンの使用をブロックすることができます。 

クラウド提供型ファイアウォール（CDFW） 
Umbrella のクラウド提供型ファイアウォールでは、すべてのポートとプロトコルにわたって
アウトバウンド インターネット トラフィックを可視化し、制御することができます。レイヤ 
3 / 4 ファイアウォール機能がすべてのアクティビティを記録し、IP、ポート、プロトコルの
各ルールに基づいて望ましくないトラフィックをブロックします。また、レイヤ 7 アプリケー
ション可視化機能と制御機能によりシグニチャを検出して何千種類ものアプリケーション
を識別し、個々のアプリケーションをブロックまたは許可します。  
管理は Umbrella ダッシュボードを通じて行えます。トラフィックを転送する場合は、任意
のネットワークデバイスから IPsec トンネルを設定するだけです。新しいトンネルが確立さ
れると、環境全体で一貫したセキュリティポリシーが自動的に適用されるため、セットアッ
プが容易です。 

Umbrella のクラウド提供型ファイアウォールの概要

•  すべてのポートとプロトコルのインターネット トラフィックに対する可視性と制御

•  Umbrella のダッシュボードで、 IP、ポート、プロトコル、アプリケーションごとの 
ポリシーをカスタマイズ可能

•  IPsec トンネルをサポートし、クラウド インフラストラクチャへトラフィックを安全に 
ルーティング

•  自動ログレポート

概要
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脅威インテリジェンスを活用することでインシデント対応を改善 
Umbrella は毎日 2,000 億件の DNS リクエストを分析しています。シスコは、自社のグロー
バルネットワークから大量のインターネット アクティビティ データを取り込み、そのデータ
に対して統計モデルおよび機械学習モデルを継続的に適用しています。インターネットに
対するシスコ独自の調査方法により、悪意のあるドメイン、IP、URL が攻撃に利用される
前に検出します。さまざまな脅威を検出してブロックできるよう、この情報は Umbrella の
セキュリティ研究者によって絶えず分析され、Cisco Talos のインテリジェンスで補完され
ます。 

この脅威インテリジェンスは、Cisco Umbrella だけでなく、お客様のインシデント対応に
も役立てることができます。アナリストは、Umbrella Investigate を活用してインターネッ
ト上のドメイン、IP、マルウェアに関する豊富なインテリジェンスを得ることで、以下のこと
が可能になります。

•  インターネットを包括的に分析し、脅威を詳細に可視化

•  インシデント調査の優先順位を適切に設定

•  インシデント調査および対応の時間を短縮

•  攻撃者のインフラストラクチャを特定して解析することで、今後の攻撃の発生源を予測

•  Investigate のデータと他のセキュリティ オーケストレーション ツールを簡単に統合

「 Cisco Umbrella は、多くのポイントソリュー
ションの機能を単一のクラウドネイティブ ソ
リューションに統合し、あらゆる組織のセキュ
リティニーズに対応できる拡張性を備えてい
ます。Cisco SD-WAN と簡単に統合できる
ようになったことで、現在 Umbrella セキュリ
ティサービスはわずか数分でブランチに導入で
きます」
Mike Pfeiffer 氏 
テクニカル ソリューション アーキテクト、WWT 社

概要
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Cisco SecureX でシンプル化、可視化、効率化を促進

Umbrella サブスクリプションに含まれる Cisco SecureX を
活用すれば、他のシスコ セキュリティ製品やサードパーティ
のセキュリティ インフラストラクチャから取得したデータと 
Umbrella の脅威インテリジェンスを統合して、脅威の調査と
修復をさらに迅速化できます。その結果、セキュリティエコ

システム全体が 1 箇所に統合されるため、シンプル化と
可視化をさらに促進できます。また、ワークフローを自
動化できるため、運用の効率化も加速します。そして、
Cisco SecureX プラットフォームに組み込まれた様々な
エクスペリエンスが複雑さの軽減に大きく貢献します。

リモートサイトからのインターネット向けトラフィックの
バックホールはコストがかかるうえ、遅延が増大します。
多くの組織は、SD-WAN を導入してダイレクト インター
ネット アクセス（DIA）を実現することで、ネットワーク イ
ンフラストラクチャをアップグレードしています。ESG の
最近の調査によると、80% の組織が SD-WAN を大々的
に利用しているか、特定の範囲内で利用しています。1

Cisco Umbrella と Cisco SD-WAN を統合すれば、ネッ
トワーク全体に Umbrella を導入して強力なクラウド提供
型セキュリティを活用し、インターネット上の脅威を防いで、
クラウドへのアクセスのセキュリティを確保できます。市場
をリードするこの自動化により、数十、数百、数千ものリ
モートサイトにわたって、セキュリティ環境の導入と管理が

容易になります。Umbrella は、必要な保護レベルおよび
可視性のレベルに応じてセキュリティポリシーを柔軟に作
成できます。これらはすべて、Umbrella のダッシュボード
から可能です。

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

「 Cisco Umbrella と SD-WAN  
のワンクリック統合は実に
様々なメリットをもたらしてい
ます。この統合のおかげで分
散環境での導入と設定が極め
て簡単になりました。これは
エッジセキュリティの展開と管
理を簡素化する上での大きな
一歩と言えるでしょう」
Joshua Mudd 氏 
シニア ネットワーク エンジニア、 Presidio 社

概要
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Umbrella と SD-WAN を同時に提供

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