SONICWALL CAPTURE SECURITY
CENTER

クラウドが実現する一元的な統合管理、ネットワーク、エンドポイント、
クラウドのセキュリティ分析

オープンで拡張可能なクラウドベースの
セ キュリティ管 理 ソフトウェアで ある
SonicWall Capture Security Center は、コ
スト効率に優れた As a Service 型のオファ
リングとして、規模やユースケースが多岐
にわたる、さまざまな組織やサービスプロ
バイダに提供されています。最高レベルの
可 視 性、 俊 敏 性、 処 理 能 力 に より、
SonicWall のセキュリティエコシステム全
体を明確、正確、迅速に集中管理します。
すべての管理作業は、Web 対応のデバイ
スを使用してどこからでもアクセス可能な
クラウドインターフェイスで実行できます。
このクラウド / サービス志向のアーキテク
チャは、SonicWall のセキュリティサービス
と管理ツールを統合、接続し、運用の効
率性と弾力性を高めて、広範囲にわたるサ
イバー防御戦略をサポートします。
Capture Security Center は、ビジネスプ
ロセスとサービスレベルの要件に基づい
て、セキュリティオペレーションセンター

(SOC) がセキュリティガバナンス、コンプラ
イアンス、リスク管理の統合戦略を支える
基盤を構築できるように支援します。セ
キュリティの編成に総合的で連携したアプ
ロ ー チ を 確 立 す る こ と で、Capture
Security Center は、ネットワーク、エンド
ポイント、クラウドのセキュリティ運用面を
シンプルな共通の管理フレームワークで
統合します。さまざまな作業が簡素化さ
れ、その多くは自動化されることで、セキュ
リティの調整と意思決定の向上が促進さ
れます。それと同時に、セキュリティ業務
と管理作業の実行に伴う複雑さ、時間、コ
ストが削減されます。
このような作業には、
ファイアウォールとエンドポイントのプロ
ビジョニング、構成、監視、レポート、パッ
チ、監査、トラフィック / データ分析などが
あります。トラフィック / データ分析は、セ
キュリティの問題が発生する前にそれを
検出して対処する、きわめて重要な役割を
担います。

導入効果 :
• 1 つの場所から SonicWall セキュリティ
環境全体を集中管理
• 一元化によってセキュリティ個々を別々
に対応する必要性を削減
• エラーのないポリシー管理自動化で運
用を効率化
• ゼ ロタッチ 導 入 でリモ ートファイア
ウォールを容易かつ迅速にプロビジョ
ニング
• PCI、HIPPA、SOX のコンプライアンスレ
ポートを容易に作成
• 詳細かつ正確な分析でセキュリティの
ギャップとリスクを特定
• 時間重視の脅威情報でリスクにすばや
く対処

Capture Security Center を 使 用 すると、
ネットワーク、エンドポイント、クラウドの
すべてのセキュリティサービスにシングル
サインオンでアクセスし、ライセンス供与、
プロビジョニング、管理を行うことができ
ます。このようなサービスには、ファイア
ウォール運用管理、セキュリティアナリティ
クス、Capture Client、Cloud App Security
などがあります。SonicWall のセキュリティ
ポートフォリオ全体を統合に適した 1 つ
の管理ツールに一元化するという私たち
のビジョンには、Web、ワイヤレス、メー
ル、モバイル、IoT のセキュリティサービ
1
スが含まれます。 このようなクラウドサー
ビスを組み合わせることで、連携して機能
する、ミッションクリティカルな多層型のサ
イバー防御、脅威インテリジェンス、脅威
分析、コラボレーション、共通管理、レ

ポートおよび分析が可能になります。ソフ
トウェアの更新とサポートはアクティブな
サブスクリプションサービスに含まれてい
るため、最新のイノベーションや拡張機能
に即座にアクセスできます。これは、セキュ
リティリスクの管理と規制義務の履行に役
立ち、最新の脆弱性や脅威を自動化され
た方法で防ぐのに役立ちます。無限の拡
張性と柔軟性を秘めた Capture Security
Center は、要求に応じた処理能力や業務
の変更に容易に適応できます。

Capture Client

搭載し、機械学習やシステムロールバック
などの高度な脅威防御技術を提供します。
ファイルベースとファイルレスのどちらの
マルウェアも防御し、調査に直結した実行
可能なインテリジェンスにより、360 度の
視野で攻撃を監視します。SonicWall ファ
イアウォールと Capture Client を併用する

Capture Security Center 内でアクセス可
能な SonicWall Capture Client は、さまざ
まなエンドポイント保護機能を備えた統
合クライアントプラットフォー ムで す。
Capture Client は、SentinelOne が提供す
る次世代型のマルウェア防御エンジンを

た脅威データとリスクスコアを提供し、揺
るぎないセキュリティ計画を促進して、最
適なサイバー防御に必要な行動を促しま
す。これにより、ネットワーク、クラウド、
Web、エンドポイントの防御が強化され、
セキュリティ環境における脅威の対象領
域とサイバー攻撃に対する脆弱性は削減
されます。
さらに、Risk Meters は、既存の防御機能
に対応した脅威のライブデータに基づい
て、計算されたリスクスコアと脅威レベル
を継続的に更新します。これらの論理スコ
アは、セキュリティの計画、ポリシー、予
算 編 成を決 定 する指 針として利 用でき
ます。

サイバーリスクの管理

Capture Security Center には、セキュリ
ティ情報とリスク管理の高性能なツールで
ある SonicWall Risk Meters が組み込まれ
ています。Risk Meters は、防御層の不足
部分を明らかにするパーソナライズされ

と、SSL/TLS トラフィックのディープパケッ
トインスペクションで使用される、信頼で
きる SSL 証明書を管理することにより、暗
号化されたトラフィックの可視化も実現し
ます。

クラウドベースの管理

Windows、
Mac OS

あらゆる場所

次世代のマルウェア対策テクノロジー

統合
クライアント
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SonicWall Capture Client Platform
エンドポイント アンチウイルスの適用
のレポート
と管理

DPI-SSL 証明書の
管理

Capture ATP
統合

アンチウイルス
エンジン
単一の軽量
エージェント

将来の製品発表では、このプラットフォームに Web、ワイヤレス、メール、モバイル、IoT のセキュリティサービスが完全に統合される予定です。
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Cloud App Security

SonicWall Capture Security Center
Analytics のサブスクリプションバンドル
により、お客様はシャドー IT を可視化し
て、クラウドアプリケーションの使用を制
御することができます。SonicWall Cloud
App Security は、CASB (Cloud Access
Security Broker) のような機能を提供しま
す。この機能により、管理者は、リスクの
あるアプリケーションの 使 用を発 見し、
ユーザーアクティビティを追跡して、管理
ファイアウォールで認可 IT アプリケーショ
ンと非認可 IT アプリケーションの許可 / ブ
ロックを設定して機密データを保護するこ
とができます。
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シャドー IT の検出、リアルタイム可視化、
アプリケーションの分類と制御が Cloud
App Security サービスの主要機能です。
こ
のサービスは、従業員の生産性を損なわ
ずに、SaaS アプリケーションの安全な採用
を低い総所有コストで実現します。
1.

シャドー IT の検出 : 既存のファイア
ウォールログファイルを利用してクラ
ウドの検出を自動化し、使用されてい
るアプリケーションとそのリスク状況
を特定します。

2.

アプリケーションのリアルタイム可視
化 : 直感的なダッシュボードビューで
使用状況をリアルタイムに監視しま
す。このダッシュボードは、使用され
ているアプリケーション、トラフィック
量、ユーザーアクティビティ、使用場
所の詳細を提供します。

3.

アプリケーションの分類と制御 : 管理
されていないクラウドアプリケーショ
ンを認可アプリケーション (IT 部門が
承認 ) と非認可アプリケーション (IT
部門は非承認 ) のいずれかに分類し、
アプリケーションのリスクスコアに基
づいて許可 / ブロックのポリシーを設
定します。

ワークフローの自動化

システム固有のワークフロー自動化を採
用 することで、Capture Security Center
は、SOC がファイアウォールのポリシー変
更管理に順応し、さまざまな法規制 (PCI、
HIPPA、GDPR など ) の監査要件を順守で
きるように支援します。ポリシーの変更は、
ファイアウォールポリシーを設定、比較、

検証、レビュー、承認する一連の厳密な手
順を導入前に適用することで可能になり
ます。承認グループは柔軟性に富み、各
種の組織によるさまざまな許可手順や監
査手順に適合します。ワークフロー自動化
では、認可セキュリティポリシーがプログ
ラムで導入され、運用の効率化、リスクの
軽減、エラーの除去が行われます。

設定と比較

検証

レビューと承認

導入

監査

ポリシーの変更命令
を設定し、明確に比較
できるように違 いを
色分け

ポリシー の ロジック
の整合性を検証

レ ビュー 担 当 者 に
メールを送信し、ポリ
シーの承認または不
承認の監査証跡をロ
グに記録

ポリシー変更を即座
に導入、またはスケ
ジュールに従って導入

変更ログにより、的確
なポリシー監査と正
確 なコンプライアン
スデータを実現

ワークフローの自動化 : 5 つのステップでエラーのないポリシー管理を実現
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Capture Security Center
は、セキュリティガバナン
ス、コンプライアンス、リ
スク管理の総体的なアプ
ローチを提供します。

ゼロタッチ導入
Capture Security Center には、
リモートロ
ケ ー ション や ブ ラ ン チ オ フィス で の
SonicWall ファイアウォールのプロビジョ
ニングプロセスを簡素化、迅速化する、ゼ

ロタッチ導入サービスが組み込まれてい
ます。
このプロセスではユーザーの介入が
最小限に抑えられ、4 つの簡単な導入手順
により、規模に応じたファイアウォールの
運用化が完全な自動化のもとに行われま

登録

接続

電源投入

管理

割り当てられたシリアル番号と認証
コードを使用して MySonicWall で
ファイアウォールを新規に登録し
ます。

ユニットに付属しているイーサネッ
ト ケ ー ブ ル を 使 用して ファイ ア
ウォールをネットワークに接 続し
ます。

電源ケーブルを接続したら、壁の標
準コンセントにプラグを差し込んで
ファイアウォールの電源を入れま
す。DHCP サーバーによってユニッ
トに WAN IP が自動的に割り当てら
れます。接続が確立すると、ユニッ
ト は 自 動 的 に 検 出、 認 証 さ れ、
MySonicWall およびライセンスマ
ネージャと同期しているすべてのラ
イ セ ン ス や 構 成 と 共 に Capture
Security Center に追加されます。

これ以降、ユニットは運用を開始し、
クラウドベースの中央管理コンソー
ル で ある Capture Security Center
を通じて管理されます（ファームウェ
アのアップグレード、セキュリティ
パッチの適用、グループレベルの構
成変更など）。

ゼロタッチ導入 : 4 つの簡単なステップでファイアウォールを運用化
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す。その結果、インストールと構成に伴う
時間、
コスト、複雑さが大幅に減少し、セキ
ュリティと接続が自動的かつ瞬時に確保
されます。

レポート

Capture Security Center では 140 を超え
る定義済みレポートを利用できます。さま
ざまなユースケースの結果を得るために、
監査可能データを任意に組み合わせてカ
スタムレポートを柔軟に作成することもで
きます。ユースケースの結果には、ネット
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ワークイベント、ユーザーアクティビティ、
脅威、運用 / パフォーマンス上の問題、セ
キュリティの有効性、リスクとセキュリティ
ギャップ、コンプライアンスへの即応性、
事後分析などにおける、全体像と詳しい知
識が含まれます。 すべてのレポートは、
SonicWall のお客様とパートナーによる長

年のコラボレーションで得られた情報の
集合体で設計されています。そのため、
ネットワークとセキュリティの効果的な運
用を追跡、測定、実行するために SOC が
必要とする、広範囲にわたる詳細なシステ
ムログと IPFIX/NetFlow データの知識が
得られます。

Analytics ( セキュリティ分析 )

SonicWall Analytics は、すべての管理ファ
イアウォールを流れるセキュリティデータ
の集約、正規化、関連付け、コンテキスト
化を自動化する、インテリジェンス主導の
ビッグデータ分析エンジンです。Analytics
を使用すると、ネットワークで起きるあら
ゆる事象に関する洞察をリアルタイムに
得ることができます。分析の結果は、実行
可能かつ容易に利用できる、構造化され
た理解しやすい方法で表示されます。セ
キュリティチーム、アナリスト、監査人、役
員、経営幹部、利害関係者は、検出、解
釈、優先順位付け、意思決定を行って、適
切な防御措置や是正措置をとることがで
きます。
Analytics はリアルタイム可視化をもたら
し、濃縮されたセキュリティデータの監視
とアラートを一元的に実行します。付属の
高性能なツールにより、お客様は、完全
な権限、俊敏性、柔軟性を獲得します。こ
れにより、ネットワークトラフィック、ユー
ザーアクティビティ、セキュリティイベント、
脅威プロファイル、アプリケーションの使
用状況、ファイアウォールの無数のコンテ
キストデータにおける、広範囲にわたる掘
り下げた調査分析を実行できます。セキュ
リティ環境の高度な可視化、知識、理解
が、お客様に有益な洞察をもたらします。
また、セキュリティ上のリスクを明らかに
するだけでなく、修復を組織化する能力も
得られます。併せて、明確かつ迅速に結果
を 監 視、 追 跡 す る こと が で き ま す。
Analytics を使用すると、お客様はセキュリ
ティ分析を運用化してビジネスプロセス
に統合し、データを情報に、情報を知識
に、そして知識を意思決定に転換して、セ
キュリティの完全な自動化を実現すること
ができます。
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• あらゆる対象への優れた
監視能力を獲得

• セキュリティの
ポリシーと制御を調整

• 一元的な可視化と洞察で
利害関係者の能力を強化

データの集約

• リスクベースの
意思決定と修復を実施

• ファイアウォールの
セキュリティデータを強化
データの
コンテキスト化

検出と修正

実行可能な洞察と知識

• リアルタイムの実行可能な
アラートで分析を運用化
• 濃縮された理解しやすい
データを実行可能かつ
使用可能な方法で迅速に
表示

動的な可視化

ストリーム分析

ユーザー分析

• 深く掘り下げた調査分析と
フォレンジック分析の実行

• 分析データの
知識表現を作成

• 明確、確実、迅速に
結果を監視
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拡張可能なクラウドアーキテクチャ

Capture Security Center の分散型アーキ
テクチャは、システムの無限の可用性と拡
張性を促進します。大規模なマルチテナン
トエコシステムを擁するあらゆる規模の企
業、通信会社、電話会社、サービスプロ
バイダをサポートする Capture Security
Center は、要求に応じて拡張して、その
管理下にある何千もの SonicWall セキュ
リティデバイスを場所に関係なくサポート
することができます。お客様が向き合うの
は、インタラクティブに操作できる汎用
ダッシュボードです。このダッシュボードに

は、適切なセキュリティポリシー決定の指
針となる、リアルタイムの監視、レポート、
分析のデータがロードされ、セキュリティ
の 共 有フレ ームワーク全 体で のコラボ
レーション、コミュニケーション、知識伝
達を推進します。セキュリティ環境を全社
規模で把握し、リアルタイムのセキュリ
ティインテリジェンスを組織内の適切な
ユーザーに伝えることで、セキュリティの
ポリシーと制御で的確な行動を促し、適応
性に富むセキュリティ態勢の強化を図るこ
とができます。

Capture Security Center は、セキュリティ
の管理、分析、レポートの拡張可能な総
合プラットフォームを 分 散 型 の 組 織 や
サービスプロバイダ ( 通信会社、電話会
社、MSP など ) に提供します。

企業顧客

セキュアなワイヤレスゾーン

マネージドセキュリティサービス
プロバイダ (MSSP)

Secure Mobile Access
内部ファイアウォール

ゲストゾーン

IoT ゾーン

SonicPoint ACe

SMB の顧客

Capture
Security
Center
Console

Capture Security
Center Console
電子メールのセキュリティ

LAN ゾーン

小売業の顧客

内部ファイアウォール
DMZ ゾーン

スイッチ

ゲートウェイファイアウォール

POS

ゲスト

WAN アクセラレーション
内部ファイアウォール

サーバーゾーン

内部ファイアウォール

Capture 脅威リサーチ
Capture Labs
Capture サンドボックス
アプリケーション制御
コンテンツフィルタリング

•
•
•
•

IoT

海外の顧客

ファイアウォールセキュリティサービスのレイヤ
•
•
•
•
•

POS

Capture
Security
Center

ボットネットフィルタリング
マルウェア対策
侵入防止
SSL インスペクション

MSSP の管理ファイアウォール
MSSP の共同管理ファイアウォール

クラウドが実現する、ネットワーク、エンドポイント、クラウドのセキュリティにおける統合管理、レポート、分析

機能
セキュリティの管理 / 監視機能
機能

説明

セキュリティとネットワークの
集中管理

管理者が分散ネットワークのセキュリティ環境を導入、管理、監視するのを支援します。

統合されたポリシー構成

数千もの SonicWall ファイアウォール、ワイヤレスアクセスポイント、電子メールセキュリティ、セ
キュアリモートアクセスのデバイス / スイッチのポリシーを中央の場所から容易に設定します。

変更命令管理とワークフロー

ポリシーを構成、比較、検証、レビュー、承認するプロセスを実施してからポリシーを導入するこ
とで、ポリシー変更の正当性と準拠性を保証します。承認グループは、会社のセキュリティポリシー
を順守するようにユーザーが構成できます。ファイアウォールが規制要件を満たすように、すべて
のポリシー変更は監査可能な形式で記録されます。変更の詳細内容はすべて保存され、コンプラ
イアンス、監査証跡、トラブルシューティングに役立ちます。

ゼロタッチ導入

クラウドをリモートで使用して SonicWall ファイアウォールの導入とプロビジョニングを簡素化、迅
速化します。ポリシーのプッシュ、ファームウェアのアップグレード実行、ライセンスの同期化が自
動的に行われます。

高度な VPN の導入と構成

TZ、NSA、SuperMassive シリーズのファイアウォール内で Dell X-Series スイッチを容易に管理で
きるようになり、ネットワークセキュリティインフラストラクチャ全体の一元的な管理が実現します。

オフライン管理

クラウドをリモートで使用して SonicWall ファイアウォールの導入とプロビジョニングを簡素化、迅
速化します。ポリシーのプッシュ、ファームウェアのアップグレード実行、ライセンスの同期化が自
動的に行われます。
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セキュリティの管理 / 監視機能 ( 続き )
機能

説明

ライセンス管理の効率化

VPN 接続の実装を簡素化し、数千のセキュリティポリシーを統合します。

汎用ダッシュボード

カスタマイズ可能なウィジェット、地理的地図、ユーザー中心のレポート機能を備えています。

アクティブデバイスの監視と
アラート

統合監視機能によりリアルタイムアラートを提供し、トラブルシューティングの取り組みを促進しま
す。そのため、管理者は予防措置を講じて、即時の修復を実行できます。

SNMP のサポート

伝送制御プロトコル / インターネットプロトコル (TCP/IP) と SNMP 対応のすべてのデバイスやアプ
リケーションにリアルタイムの強力なトラップを提供し、重要なネットワークイベントを特定して対
処するトラブルシューティングの取り組みを大幅に強化します。

アプリケーションの可視化と
インテリジェンス

どのユーザーがどのアプリケーションを使用しているかを示す、履歴 / リアルタイムレポートを表示
します。レポートは、直感的なフィルタ / ドリルダウン機能を使用して完全にカスタマイズできます。

豊富な統合オプション

Web サービスのためのアプリケーションプログラミングインターフェイス (API)、大部分の機能のた
めのコマンドラインインターフェイス (CLI) のサポート、サービスプロバイダと企業双方のための
SNMP トラップのサポートを提供します。

Dell Networking X-Series
スイッチの管理

TZ、NSA、SuperMassive シリーズのファイアウォール内で Dell X-Series スイッチを容易に管理で
きるようになり、ネットワークセキュリティインフラストラクチャ全体の一元的な管理が実現します。

Risk Meters

特定の防御層で記録した悪意のあるアクティビティの詳細なグラフとチャートを併用し、進行中の
攻撃をリアルタイムで表示します。
• 特定の防御層における攻撃者の悪意のある行動を分類
• 特定の環境に侵入する攻撃に対象を限定
• 既存の防御機能に対応した脅威のライブデータに基づいて、計算されたリスクスコアと脅威レベ
ルを更新
• 防御策の欠如のために予防可能な脅威が侵入する、現在のセキュリティギャップを明確に提示
• あらゆる脅威の侵入防止に対処する速やかな防御措置の促進

レポート
機能

説明

ボットネットレポート

「試行」、「ターゲット」、「イニシエータ」、「タイムライン」の 4 つのレポートタイプがあり、ボット
ネット ID、IP アドレス、国名、ホスト、ポート、インターフェイス、イニシエータ / ターゲット、送
信元 / 送信先、ユーザーなどの攻撃ベクトルのコンテキストが含まれます。

Geo IP レポート

ブロックされたトラフィックの送信元 / 送信先の国に関する情報が含まれます。
「試行」、「ターゲット」、「イニシエータ」、「タイムライン」の 4 つのレポートタイプがあり、ボット
ネット ID、IP アドレス、国名、ホスト、ポート、インターフェイス、イニシエータ / ターゲット、送
信元 / 送信先、ユーザーなどの攻撃ベクトルのコンテキストが含まれます。

MAC アドレスレポート

メディアアクセスコントロール (MAC) のアドレスがレポートページに表示されます。デバイス固有
の情報 ( イニシエータ MAC とレスポンダ MAC) を次の 5 つのレポートタイプで示します。
• データ使用状況 > イニシエータ
• データ使用状況 > レスポンダ
• データ使用状況 > 詳細
• ユーザーアクティビティ > 詳細
• Web アクティビティ > イニシエータ

Capture ATP レポート

脅威や感染に対処するために脅威の動作の詳細情報を提供します。

HIPPA、PCI、SOX のレポート

セキュリティのコンプライアンス監査に対応するため、PCI、HIPAA、SOX の定義済みレポートテン
プレートを収録しています。
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レポート ( 続き )
機能

説明

不正なワイヤレスアクセス
ポイントのレポート

使用中のワイヤレスデバイスをすべて表示し、ホスト間のアドホックネットワークやピアツーピア
ネットワークの不正な動作と、近くの不正なネットワークに接続しているユーザーの偶発的な関連
性を示します。

インテリジェントなレポート作成
とアクティビティの可視化

SonicWall ファイアウォール、電子メールセキュリティ、セキュアモバイルアクセスのデバイスのた
めの包括的な管理とグラフィカルレポートを提供します。サービスプロバイダのブランディングを強
化するとともに、使用傾向とセキュリティイベントに関する深い洞察を可能にします。

集中型ロギング

数千のアプライアンスのセキュリティイベントとログを統合する中央の場所を提供し、ネットワーク
のフォレンジックを一元的に実行します。

次世代のリアルタイム / 履歴
Syslog レポート

アーキテクチャの画期的な機能向上により、長時間を要する要約プロセスが効率化され、Syslog
着信メッセージのレポートをほぼリアルタイムで作成できます。さらに、データのドリルダウン機能
とレポートの広範なカスタマイズも提供します。

ユニバーサルスケジュール
レポート

自動的に作成され、複数の各種アプライアンスを介して許可された受信者にメール送信されるレ
ポートをスケジュールします。

Analytics ( セキュリティ分析 )
機能

説明

データの集約

すべてのファイアウォールを流れるセキュリティデータの集約、正規化、関連付け、コンテキスト化
を自動的に行うインテリジェンス主導の分析エンジンです。

データのコンテキスト化

容易に利用できる、構造化された理解しやすい方法で実行可能な分析の結果が示されます。セキュ
リティチーム、アナリスト、利害関係者は、検出、解釈、優先順位付け、意思決定を行って、適切
な防御措置をとることができます。

ストリーム分析

ネットワークセキュリティデータのストリームは、継続的に処理され、関連付けと分析がリアルタイ
ムで行われます。分析結果は、動的でインタラクティブかつ視覚的なダッシュボードに表示され
ます。

ユーザー分析

ユーザーアクティビティの傾向を詳しく分析し、ネットワーク全体におけるユーザーの使用状況、ア
クセス、接続を完全に可視化します。

リアルタイムの動的な可視化

一元化により、セキュリティチームは、セキュリティデータを深く掘り下げた調査分析とフォレンジッ
ク分析を正確、明確、迅速に実行できます。

迅速な検出と修復

安全でないアクティビティを追跡し、リスクにすばやく対処して修復する調査能力です。

フローの分析とレポート

アプリケーショントラフィック分析と、IPFIX または NetFlow プロトコルによる使用状況データのリ
アルタイム / 履歴監視のためのフローレポートエージェントを提供します。管理者は効果的かつ効
率的なインターフェイスを使用して、リアルタイムでネットワークを視覚的に監視できるため、帯域
幅の需要が高いアプリケーションや Web サイトの特定、ユーザーごとのアプリケーション使用状況
の確認、ネットワークで発生する攻撃や脅威の予測が可能になります。
• ドラッグアンドドロップでカスタマイズ可能なリアルタイムビューア
• ワンクリックのフィルタ機能を備えたリアルタイムレポート画面
• ワンクリックの表示項目ボタンを備えたトップフローダッシュボード
• 5 つの追加フロー属性タブを備えたフローレポート画面
• 強力な関連付け / ピボット機能を備えたフロー分析画面
• 個々のセッションとパケットの高度なドリルダウン機能を備えたセッションビューア

アプリケーショントラフィック分析 アプリケーショントラフィック、帯域幅の使用状況、セキュリティの脅威について洞察を深めるとと
もに、トラブルシューティングやフォレンジックの強力な機能を提供します。
Cloud App Security
機能

説明

リアルタイムダッシュボード

使用されているアプリケーション、トラフィック量、ユーザーアクティビティ、使用場所をリアルタイ
ムに視覚表示します。

アプリケーション検出

SonicWall ファイアウォールのログファイルを利用してネットワーク上のシャドー IT アクティビティ
を特定することで、クラウドアプリケーションの検出を自動化します。

アプリケーションのリスク評価

リスク評価の情報に基づいてアプリケーションのブロック / 非ブロックを決定します。

アプリケーションの分類と制御

アプリケーションを認可アプリケーションと非認可アプリケーションのいずれかに分類し、ポリシー
を設定してリスクのあるアプリケーションをブロックします。
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機能の概要
管理

監視

• VPN サービスの詳細な概要のレポート

• ユビキタスアクセス

• リアルタイムの IPFIX データフロー

• アラートと通知

• SNMP のサポート

• 不正なワイヤレスアクセスポイントの
レポート

• 診断ツール

• アクティブデバイスの監視とアラート

• 複数同時ユーザーセッション

• SNMP リレー管理

• オフライン管理とスケジュール

• VPN とファイアウォールの
ステータス監視

• セキュリティファイアウォールポリシー
の管理
• セキュリティ VPN ポリシーの管理
• 電子メールセキュリティポリシーの管理
• セキュアリモートアクセス /SSL VPN
ポリシーの管理
• 付加価値セキュリティサービスの管理

• ライブ Syslog の監視とアラート
• Risk Meters
レポート
• グラフィカルレポートの包括的セット
• コンプライアンスレポート

• グループレベルでの
ポリシーテンプレートの定義

• ドリルダウン機能によるレポートの
カスタマイズが可能

• デバイスからデバイスグループへの
ポリシーの複製

• 集中型ロギング

• グループレベルから単一デバイスへの
ポリシーの複製

• マルチ脅威レポート
• ユーザー中心のレポート

• 冗長性と高可用性
• プロビジョニング管理
• 拡張可能な分散型アーキテクチャ
• 動的な管理ビュー
• 統合型ライセンスマネージャ
• コマンドラインインターフェイス (CLI)

• アプリケーションの使用状況レポート
• きめ細かいサービスレポート
• 新規攻撃インテリジェンス
• インターフェイスごとの帯域幅と
サービスのレポート
• SonicWall UTM ファイアウォール
アプライアンスのレポート

• Web サービスのアプリケーション
プログラミングインターフェイス (API)

• SonicWall SRA SSL VPN アプライアンス
のレポート

• 役割ベースの管理
( ユーザー、グループ )

• ユニバーサルスケジュールレポート

• 汎用ダッシュボード

• 次世代の Syslog および IPFIX レポート
• 柔軟できめ細かいほぼリアルタイムの
レポート

• ファイアウォールアプライアンスの設定
ファイルのバックアップ

• ユーザーごとの帯域幅レポート
• クライアント VPN アクティビティ
レポート
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• SRA SMB Web アプリケーション
ファイアウォール (WAF) のレポート
• Cloud App Security (CAS) のレポート
• Capture Client のレポート
Analytics
• データの集約
• データのコンテキスト化
• ストリーム分析
• ユーザー分析
• リアルタイムの動的な可視化
• 迅速な検出と修復

ライセンスとパッケージ

クラウド ベ ース の サ ー ビスで ある CSC
Management、Reporting、Analytics、
CAS は以下のパッケージオプションで提
供されます。使用上の最小要件は、それ
ぞれの管理ファイアウォールがアクティブ
な AGSS または CGSS サブスクリプション
を保有していることです。
1.CSC Basic Management (Lite)

このバージョンは、
ファイアウォールのシス
テムまたは設定のバックアップ / リストア
やファームウェアのアップグレードに最適
です。AGSS または CGSS サブスクリプショ
ンを備えたファイアウォールは、この基本
管理機能を有効にしてファイアウォールの
管理に役立てることができます。

2.CSC Management

この有料のサブスクリプションオプション
では、ワークフロー自動化やゼロタッチ導
入機能を含む完全な管理機能が有効にな
ります。
3.CSC Management and Reporting

このライセンスオプションが最も適してい
るのは、グループレベルやテナントベース
で管理される、地理的に分散した場所に
多数のファイアウォールを配置している大
規模な施設です。具体的には、中堅中小
企業、分散型の企業、多くの区域やキャン
パスを抱える公共セクターや教育機関、マ
ネージドサービスプロバイダ (MSP) など
が挙げられます。
このサブスクリプションオプションでは、完
全な管理機能に加え、セキュリティとネッ
トワークのパフォーマンスレビューと監査
を定期的に ( または要求に応じて ) 実行す

CSC Management
and Reporting

CSC
Analytics

バックアップ / リストア
– ファイアウォールシステム

Yes

Yes

Yes

Yes

バックアップ / リストア
– ファイアウォール設定

Yes

Yes

Yes

Yes

ローカルファイル
からの
アップグレードのみ

ローカルファイル
または
MySonicWall からの
アップグレード

Yes

ローカルファイル
からの
アップグレードのみ

タスクのスケジューリング

—

Yes

Yes

—

グループファイアウォールの管理

—

Yes

Yes

—

設定の継承 – 順方向 /逆方向

—

Yes

Yes

—

ゼロタッチ導入

—

Yes

Yes

—

オフラインのファイアウォール
シグネチャのダウンロード

—

Yes

Yes

—

ワークフロー

—

Yes

Yes

—

プールライセンス – 検索、共有、
使用済みアクティベーションコード
のインベントリ

—

Yes

Yes

—

スケジュールレポート、
ライブ監視、要約ダッシュボード

—

—

Yes

Yes

ダウンロードレポート : アプリケー
ション、脅威、CFS、ユーザー、
トラフィック、送信元 / 送信先
(1 年のフローレポート)

—

—

Yes

Yes

ドリルダウンとピボットを使用した
ネットワークのフォレンジックと
脅威ハンティング

—

—

—

Yes

Cloud App Security

—

—

—

Yes

30 日のトラフィックデータ保持

—

—

—

Yes

Web のケースのみ

24x7 のサポート

24x7 のサポート

24x7 のサポート

1

Analytics
(Netflow/IPFIX ベース)

テクニカルサポート
1

これは、Capture Security Center のすべ
てのサブスクリプションオプションで利用
できる便利なアドオンサービスです。この
サ ー ビ ス を 有 効 に す ると、SonicWall
Analytics と SonicWall Cloud App Security
のすべてのツールとサービスが利用可能
になり、包括的なドリルダウン機能とピ
ボット機能を使用してネットワークのフォ
レンジックと脅威ハンティングを実行でき
ます。

CSC
Management

ファームウェアのアップグレード

Reporting
(Netflow/IPFIX ベース)

4.CSC Analytics

CSC
Management Lite

機能

Management

る完全なレポート機能も利用できます。こ
の操作は、ライブのチャートや表を備え
た、画面上のインタラクティブな汎用ダッ
シュボードを使用して行うことができます。
または、画面外のスケジュールされたエク
スポートレポートで実行することもでき
ます。

SOHO-W ( ファームウェア 6.5.2 以降 )、TZ、NSA シリーズ、NSa 2650-6650 ( ファームウェア 6.5.1.1 以降 ) でサポートされます。SOHO または NSv シ
リーズではサポートされません。
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サポートされるファイアウォールモデル

Capture Security Center は、SOHO-W、
TZ シリーズ、NSA シリーズ、NSa 26506650、NSv シリーズのファイアウォールを

使用している AGSS/CGSS のお客様のみ
がご 利 用 い た だ けます。SuperMassive
9000 シリー ズ、NSa 9250-9650、NSsp
12400-12800 の場合、CSC Management

サブスクリプションオプションは、対応する
AGSS サブスクリプションのアクティベー
ションの一環として自動的に有効化され
ます。

Capture Security Center
Management

Reporting

Analytics

エントリーレベル FW

SOHO-W、TZ シリーズ、NSv 10-100

TZ シリーズ、NSv 10-100

TZ シリーズ、NSv 10-100

ミッドレンジ FW

NSA シリーズ、
NSa 2650-6650、NSv 200-400

NSA シリーズ、
NSa 2650-6650、NSv 200-400

NSA シリーズ、
NSa 2650-6650、NSv 200-400

ハイエンド FW

SuperMassive 9000 シリーズ、
NSsp 12000 シリーズ、
NSa 9250-9650、NSv 800-1600

インターネットブラウザ

• Microsoft®Internet Explorer 11.0 以降
( 互換モードは使用しないでください )
• Mozilla Firefox 37.0 以降
• Google Chrome 42.0 以降
• Safari ( 最新バージョン )

当社について

Capture Security Center によって管理される
サポート対象の SonicWall アプライアンス
• SonicWall Network Security Appliance:
NSa 2600–NSa 6650、
TZ シリーズのアプライアンス

• SonicWall Endpoint Security
– Capture Client
• SonicWall Cloud Security
– Cloud App Security (CAS)

• SonicWall Network Security Virtual
Appliance: NSv 10–NSv 400

27 年以上にわたり、SonicWall はサイバー犯罪界と戦い続けてきており、小規模、中規模のビジネスや企業を世界的規模で守り続けて
います。ネットワークセキュリティから、アクセスセキュリティ、電子メールセキュリティまで、SonicWall は自社の製品ポートフォリオを
継続的に進化させることで、組織の革新、促進、成長を可能にします。世界の約 215 の国と地域に 100 万台を超えるセキュリティデバ
イスを持つ SonicWall は、お客様が自信を持って未来を受け入れられるようにします。詳細については、www.sonicwall.com を参照く
ださい。また、Twitter、LinkedIn、Facebook、Instagram で弊社をフォローしてください。
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