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このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。この
マニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であ
れ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、
すべてユーザ側の責任になります。 

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されて
います。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。 

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the 
University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB’s public domain version of the UNIX operating 
system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.  

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も
含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保
証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をは
じめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。 

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって
発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、
あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとし
ます。 

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものでは
ありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを
目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意
図的なものではなく、偶然の一致によるものです。 

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. 
and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. 
Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner 
does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company.  

表紙の写真：アーチーズ国立公園ビジター センターの上方高い尾根に咲いたセンシエビ（サボテンの一種）。
万全の防御を行い、持てる資源を最大限に活用し、過酷で厳しい環境でも花開く。Copyright © 2015 Mary C. 
Ecsedy. All rights reserved. 使用許諾取得済み。 
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「SSL 証明書」の項で説明されています。All contents are Copyright © 2015-2016 Cisco Systems, Inc. 
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SSL 証明書と Threat Grid アプライアンス 
Threat Grid アプライアンスを通過するネットワーク トラフィックは、SSL を使用してすべて暗号化されます。
SSL 証明書を管理する方法の詳細は、このガイドの説明範囲を超えるため記載していません。ただし、ESA/WSA 
アプライアンス、FireAMP プライベート クラウド、およびその他の統合と Threat Grid アプライアンスとの接
続をサポートするように SSL 証明書をセットアップするための手順に役立つ情報を以下に示します。 

SSL を使用するインターフェイス 
SSL を使用する Threat Grid アプライアンスには、次の 2 つのインターフェイスがあります。 

• Threat Grid Portal の UI と API、および統合（ESA/WSA アプライアンス、FireAMP プライベート 
クラウド配置更新サービスなど）用のクリーン インターフェイス 

• OpAdmin Portal 用の管理インターフェイス。 

サポートされる SSL/TLS のバージョン  
• TLSv1.0 

• TLSv1.1 

• TLSv1.2 

サポートされていない SSL 証明書 
現在、お客様提供の CA 証明書はサポートされていません。また、メール サーバの自己署名証明書もサポート
されていません。 

注：2.0.3 リリースでは、お客様ご自身で信頼できる証明書または CA 証明書をインポートできるため、これら
の制限がありません。 

SSL 証明書 - 自己署名デフォルト 
Threat Grid アプライアンスは、自己署名 SSL 証明書とキーのセットがインストールされて出荷されます。1 つ
のセットがクリーン インターフェイス用で、もう一つのセットが管理インターフェイス用です。アプライアン
スの SSL 証明書は、管理者が置き換えることができます。 

デフォルトの Threat Grid アプライアンスの SSL 証明書のホスト名（共通名）は「pandem」で、10 年間有効
です。設定時に Threat Grid アプライアンスに別のホスト名を割り当てると、証明書内のホスト名と CN が一致
しなくなります。また、証明書内のホスト名は接続先の ESA/WSA アプライアンスまたはその他の統合先のシ
スコ デバイス/サービスによって想定されているホスト名とも一致する必要があります。これは、多くのクライ
アント アプリケーションにおいて、証明書内の CN がアプライアンスのホスト名と一致する SSL 証明書を必要
とするためです。 
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インバウンド接続用の SSL証明書の設定 
ESA/WSA アプライアンスや FireAMP プライベート クラウドなどのその他のシスコ製品は、Threat Grid アプ
ライアンスと統合して、それにサンプルを送信することができます。このような統合は Threat Grid アプライア
ンスから見ればインバウンド接続になります。統合先のアプライアンスやその他のデバイスは、Threat Grid ア
プライアンスの SSL 証明書を信頼できる必要があるため、それを TGA からエクスポート（最初に CN フィー
ルド内で正しいホスト名が使用されていることを確認してから、必要に応じて再生成または交換する）して、 
統合先のアプライアンスまたはサービスにインポートする必要があります。 

インバウンド SSL 接続に使用される Threat Grid アプライアンス上の証明書は、[SSL Certificate 
Configuration] ページで設定します。クリーン インターフェイスと管理インターフェイス用の SSL 証明書は
別々に設定することができます。 

[OpAdmin] > [Configuration] > [SSL] の順に選択します。[SSL Certificate configuration] ページが表示されます。 

図 1：SSL 証明書設定用ページ 

 

この図には 2 つの SSL 証明書があり、[ThreatGRID Application] がクリーン インターフェイス、[Administration 
Portal] が管理インターフェイスです。 

CN 検証 
[SSL Certificate Configuration] ページで、色付きの鍵マークのアイコンは、TG アプライアンス上の SSL 証明
書のステータスを示します。ホスト名は、SSL 証明書内で使用される CN（「共通名」）と一致する必要があり
ます。一致しない場合は、現在のホスト名を使用する証明書と交換する必要があります。後述の「SSL 証明書
の置き換え」を参照してください。 

• 緑色の鍵マークのアイコンは、クリーン インターフェイスのホスト名が SSL 証明書で使用されている 
CN（共通名）と一致していることを意味します。 

• 黄色の鍵マークのアイコンは、管理インターフェイスのホスト名がその SSL 証明書の CN と一致して
いないことを示す警告です。この証明書は、現在のホスト名を使用する証明書と置き換えることが必要
になります。 
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SSL 証明書の置き換え 
SSL 証明書は、さまざまな理由から、特定の時点で交換する必要があります。たとえば、期限切れになったり、
ホスト名が変更されたりした場合です。また、Threat Grid アプライアンスとその他のシスコ デバイス/サービ
ス間の統合をサポートするために SSL 証明書を追加または交換しなければならない場合もあります。 

ESA/WSA アプライアンスとその他の CSA シスコ統合デバイスでは、共通名が Threat Grid アプライアンスの
ホスト名と一致する SSL 証明書が必要な場合があります。この場合、デフォルトの SSL 証明書を置き換えて、
同じホスト名を使用する新しい SSL 証明書を生成する必要があります（このホスト名から Threat Grid アプラ
イアンスにアクセスすることになります）。 

Threat Grid アプライアンスと FireAMP プライベート クラウドを統合してその配置更新サービスを使用する場
合は、FireAMP プライベート クラウド SSL 証明書をインストールする必要があるため、Threat Grid アプライ
アンスは接続を信頼することができます。 

Threat Grid アプライアンスで SSL 証明書を交換するには、複数の方法があります。 

• CN に対して現在のホスト名を使用する新しい SSL 証明書の再生成。 

• SSL 証明書のダウンロード 

• 新しい SSL 証明書のアップロード。これは、市販の SSL や会社の SSL にすることも、OpenSSL を
使用して自分で作成することもできます。 

• 独自の SSL 証明書の生成 - OpenSSL を使用した例 

これについては、以降の項を参照してください。 

 

SSL 証明書の再生成 
この方法は、v1.3 よりも前の Threat Grid アプライアンスで、 OpenSSL や他の SSL ツールを使用して新しい 
SSL 証明書を手動で生成する必要があった方法に代わるものです。ただし、この方法は、後述の独自の SSL 証
明書の生成 - OpenSSL を使用した例の項で説明されているように未だに有効です。 

注：このタスクを実行する前に、Threat Grid アプライアンスを 1.4.2 以降にアップグレードする必要があり
ます。 

OpAdmin の [SSL Certificate Configuration] ページで、[Regenerate] をクリックします。証明書の CN フィー
ルドでアプライアンスの現在のホスト名を使用する新しい自己署名 SSL 証明書が Threat Grid アプライアンス
上で生成されます。CN 検証の鍵マークのアイコンが緑色で表示されます。再生成した証明書（.cert ファイル）
は、次の項の説明に従ってダウンロードし、統合先のアプライアンスにインストールすることができます。 

SSL 証明書のダウンロード 
キーではなく、Threat Grid SSL 証明書をダウンロードして統合先のデバイスにインストールできるため、
TG アプライアンスからの接続を信頼することができます。この手順に必要なのは .cert ファイルだけです。 

1. OpAdmin の [SSL Certificate Configuration] ページで、取得する証明書の横にある [Download] をクリッ
クします。SSL 証明書がダウンロードされます。 

2. 次に、他の SSL 証明書のインストールと同様に、ダウンロードした SSL 証明書を ESA/WSA アプライア
ンス、FireAMP パブリック クラウド、またはその他の統合先のシスコ製品にインストールします。 
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SSL 証明書のアップロード 
組織内で市販のまたは会社の SSL 証明書をすでに運用している場合は、それを使用して TGA 用の新しい SSL 
証明書を生成したり、ESA/WSA デバイスやその他の統合先のデバイス上の CA 証明書を使用したりできます。 

独自の SSL 証明書の生成 - OpenSSL を使用した例 
社内で SSL 証明書インフラストラクチャがまだ稼働しておらず、その証明書を他の手段で取得できない場合な
どは、手動で独自の SSL 証明書を生成する方法もあります。そうすれば、その証明書を前述したようにアップ
ロードすることができます。 

次に、「Acme Company」用の新しい自己署名 SSL 証明書を生成するためのコマンドの例を示します。この例
では、OpenSSL 証明書、キー、およびその他のファイルを作成および管理するための標準のオープン ソース 
SSL ツールである OpenSSL を使用します。 

注：OpenSSL はシスコ製品ではないため、シスコでは OpenSSL に関するテクニカル サポートは提供してい
ません。OpenSSL の使用に関するその他の情報は、Web で検索してください。シスコでは、SSL 証明書を生
成するための SSL ライブラリの Cisco SSL を提供しています。 

 

openssl req -x509 -days 3650 -newkey rsa:4096 -keyout 
tgapp.key -nodes -out tgapp.cert -subj "/C=US/ST=New 
York/L=Brooklyn/O=Acme Co/CN=tgapp.acmeco.com" 

 
• openssl：OpenSSL。 

• req：X.509 証明書署名要求（CSR）を使用することを指定します。 
「X.509」とは、SSL および TLS でキーと証明書の管理に使用する公開キー インフラストラクチャの
標準です。新しい X.509 証明書を作成するため、このサブコマンドを使用しています。 

• -x509：このオプションにより、証明書署名要求を生成するのではなく、自己署名証明書を生成すると
ユーティリティに指示することで、前のサブコマンドが変更されます。 

• -days 3650：このオプションにより、証明書が有効と見なされる期間が設定されます。ここでは、期
間を 10 年間に設定しています。 

• -newkey rsa:4096：このオプションでは、新しい証明書と新しいキーを同時に生成することを指定し
ます。前の手順で証明書に署名するために必要なキーを作成しなかったため、証明書とともにキーを作
成する必要があります。rsa:4096 の部分は、長さが 4096 ビットの RSA キーを生成するようにユー
ティリティに指示します。 

• -keyout：この行は、作成する、生成される秘密キー ファイルを配置する場所を OpenSSL に指示し
ます。 

• -nodes：このオプションは、作成する証明書をパスフレーズでセキュリティ保護するためのオプショ
ンをスキップするように OpenSSL に指示します。アプライアンスでは、サーバの起動時にユーザの介
入なしでファイルを読み込むことができる必要があります。再起動後ごとにパスフレーズを入力する必
要があるため、パスフレーズによって、この読み込みが実行されなくなります。 

• -out：このオプションでは、作成する証明書を配置する場所を OpenSSL に指示しています。 
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• -subj：例： 

C=US：国。 

ST=New York：州 

L=Brooklyn：場所 

O=Acme Co：所有者の名前。 

CN=tgapp.acmeco.com：Threat Grid アプライアンスの FQDN（「完全修飾ドメイン名」）を入力
してください。これには、Threat Grid アプライアンスのホスト名（この例では「tgapp」）に、最後
に関連付けられたドメイン名（「acmeco.com」）を付加して指定します。 

重要：少なくとも Threat Grid アプライアンスのクリーン インターフェイスの FQDN と一致するよう
に共通名を変更することが必要になります。 

新しい SSL 証明書が生成されたら、[SSL] ページの [Upload] ボタンを使用して、この SSL 証明書（.cert のみ）
を Threat Grid アプライアンスにアップロードし、また ESA/WSA アプライアンスにもアップロードします。 
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アウトバウンド接続用の SSL 証明書の設定 
Threat Grid アプライアンス リリース 2.0.3 には、配置更新サービスのための FireAMP プライベート クラウド
との統合をサポートする機能が含まれています。 

DNS の設定 
デフォルトで、DNS はダーティ インターフェイスを使用します。統合ではクリーン インターフェイスが使用さ
れるために、FireAMP プライベート クラウドなどの統合先のアプライアンスまたはサービスのホスト名がダー
ティ インターフェイス経由で解決できない場合は、クリーン インターフェイスを使用する別の DNS サーバを 
OpAdmin で設定することができます。 

OpAdmin で、[Configuration] > [Network] の順に選択して、ダーティ ネットワークとクリーン ネットワ
ークの DNS フィールドに値を入力し、[Save] をクリックします。 

CA 証明書管理 
リリース 2.0.3 で追加された機能の 1 つが、アウトバウンド SSL 接続用の CA 証明書管理信頼ストアに関する
新しいページです。これにより、TGA は、FireAMP プライベート クラウドを信頼して、分析の結果、悪意があ
ると判断されたサンプルを通知することができます。 

 

OpAdmin で、[Configuration] > [CA Certificates] の順に選択します。次を選択します。 

1. [Import from Host]。サーバから証明書を取得します。[Retrieve certificates from server] ダイアログが開
きます。 

2. FireAMP プライベート クラウドのホストとポートを入力して、[Retrieve] をクリックします。証明書が取
得されます。 

または 

[Import from Clipboard]。クリップボードから PEM を貼り付けて、[Add Certificate] をクリックします。 

3. [Import] をクリックします。 

配置更新サービス管理 
このタスクは、Threat Grid Portal UI から実行します。 

1. [My Account] ドロップダウンから、[Manage FireAMP Integration] を選択します。[Disposition Update 
Service] ページが開きます。 

2. [FireAMP Private Cloud URL] と、FireAMP 設定ポータルで指定された管理者ユーザ名とパスワードを入
力して、[Config] をクリックします。 

 

 

FireAMP プライベート クラウド アプライアンス統合の詳細については、Cisco FireAMP プライベート クラウ
ドへの Threat Grid アプライアンスの接続を参照してください。  
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ESA/WSA アプライアンスの Threat Grid アプライアンスへの接続 
ESA/WSA やその他のアプライアンス、デバイス、サービスなどのシスコ製品は、SSL で暗号化された接続を
介して Threat Grid アプライアンスと統合される場合があります。これは、マルウェアの可能性があるサンプル
を、分析のために Threat Grid アプライアンスに送信するためです。Threat Grid アプライアンスと ESA/WSA 
アプライアンスの統合は、Cisco Sandbox API（「CSA API」）によって可能になります。この統合は、「CSA 
統合」とも呼ばれています。 

ESA/WSA アプライアンスを Threat Grid アプライアンスに接続するためには、Threat Grid アプライアンスの 
SSL 証明書の CN がその現在のホスト名と一致している必要があります。このホスト名は、統合先の 
ESA/WSA アプライアンスで想定されているホスト名でもある必要があります。 

統合先のアプライアンスは、分析用のサンプルを送信する前に、Threat Grid アプライアンスに登録する必要があり
ます。統合先の ESA/WSA を Threat Grid アプライアンスに登録するには、その前に ESA/WSA の管理者が、まず
それらのアプライアンスとネットワーク環境に対して SSL 証明書接続を適切にセットアップする必要があります。 

ここでは、Threat Grid アプライアンスを統合先の ESA/WSA アプライアンスやその他のシスコ製品と通信する
ようにセットアップするために必要な手順について説明します。 

ESA/WSA のマニュアルへのリンク 
ご使用の ESA/WSA のオンライン ヘルプまたはユーザ ガイドの「Enabling and Configuring File 
Reputation and Analysis Services」の手順を参照してください。 

• ESA のユーザ ガイドは、次の場所にあります。 
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-user-
guide-list.html [英語] 

• WSA のユーザ ガイドは、次の場所にあります。 
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-
guide-list.html [英語] 

1. ホスト名は CN および ESA/WSA の想定と一致する必要がある 

Threat Grid アプライアンス SSL 証明書内の CN は、そのアプライアンスの現在のホスト名と一致する必
要があります。統合先の ESA/WSA アプライアンスとの接続を成功させるためには、この CN が、統合先
の ESA/WSA アプライアンスが TGA を識別するためのホスト名とも一致する必要があります。 

要件によっては、Threat Grid アプライアンス上で自己署名 SSL 証明書を再生成しなければならない場合が
あります。その場合は、CN フィールド内の現在のホスト名を使用して、それを作業環境にダウンロードし、
統合先の ESA/WSA アプライアンスにアップロードしてインストールする必要があります。 

または、会社の SSL 証明書か市販の SSL 証明書（または手動で生成した証明書）をアップロードすること
によって、現在の TGA SSL 証明書を置き換える必要があります。 

詳細な手順については、インバウンド接続用の SSL証明書の設定を参照してください。 

SSL 証明書のセットアップが完了したら、次のステップは、Threat Grid アプライアンスと ESA/WSA アプ
ライアンスが相互に通信できることを確認することです。 

2. 接続の確認 

Cisco ESA/WSA アプライアンスが、ネットワークを介して Threat Grid アプライアンスのクリーン イン
ターフェイスに接続できる必要があります。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html


Cisco AMP Threat Grid アプライアンス管理者ガイド 

SSL 証明書と Threat Grid アプライアンス 
 

8 

TGA と ESA/WSA アプライアンスが相互に通信できることを確認するために、ご使用の製品の該当するガ
イドの手順を実行してください。（上記リンクを参照）。 

3. Cisco ESA/WSA またはその他のデバイスを Threat Grid アプライアンスに登録します。 

それぞれの製品のマニュアルに従って設定された ESA/WSA アプライアンスは、自動的に Threat Grid ア
プライアンスに登録されます。 

4. ESA/WSA のファイル分析設定を完了させます。 

接続先のデバイスの登録時に、新しい Threat Grid のユーザがデバイス ID をログイン ID として使用して作成さ
れ、新しい組織が同じ ID に基づく名前で作成されます。新しいデバイス ユーザ アカウントは、次の項で説明
されているように、管理者によってアクティブにする必要があります。 

Threat Grid アプライアンスでの新しいデバイス ユーザ アカウントの有効化。 
ESA/WSA アプライアンスまたはその他の統合が Threat Grid アプライアンスに接続してそれ自体を登録すると、
新しい Threat Grid ユーザ アカウントが自動的に作成されます。このユーザ アカウントの初期ステータスは 
"de-activated" です。他の Threat Grid ユーザと同様に、マルウェア サンプルを分析用に送信するためにデバ
イス ユーザ アカウントを使用するには、Threat Grid アプライアンス管理者がそのデバイス ユーザ アカウント
を手動で有効にする必要があります。 

1. 管理者として Threat Grid Portal UI にログインします。 

2. ナビゲーション バーの [Welcome] メニューから、[Manage Users] を選択します。[Threat Grid Users] ペ
ージが開きます。 

3. デバイス ユーザ アカウントの [User Details] ページを開きます（それを探すために検索を使用しなければ
ならない場合があります）。ユーザの状態は、次の図に示すように「de-activated」です。 

図 2：[User Details] ページの [Re-Activate User] 

 

4. [Re-Activate User] をクリックします。ダイアログが表示されて確認を求めます。 

5. 確定するには、このダイアログで [Re-Activate] をクリックします。 

 
これで、ESA/WSA またはその他の統合するアプライアンスやデバイスが、Threat Grid アプライアンスと通信
できるようになります。 
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Cisco FireAMP プライベート クラウドへの Threat Grid アプライ
アンスの接続 
特に、新しいアプライアンスをセットアップする場合は、Threat Grid アプライアンス配置更新サービスと 
FireAMP プライベート クラウド統合のセットアップ タスクを次の順序でデバイス上で実行する必要があります。
すでにセットアップして設定されているアプライアンスを統合する場合は、順序はそれほど重要ではありません。 

この接続は、Threat Grid アプライアンスから見れば出力になります。この統合では CSA API を使用しません。 

接続先で実行するタスクの詳細については、FireAMP プライベート クラウドのマニュアルを参照してください。 

 

ステップ Threat Grid アプライアンス（TGA） FireAMP プライベート クラウド 

1 Threat Grid アプライアンス（「TGA」）
を通常どおりに（つまり、まだ統合が存在
しない状態で）セットアップして設定し 
ます。 

 

2  FireAMP プライベート クラウドを通常どおり
に（つまり、まだ統合が存在しない状態で）
セットアップして設定します。 

3  TGA 統合用に FireAMP プライベート クラウ
ドを設定します。 

[Integrations] > [Threat Grid] の順に選択し
て、[Connection to Threat Grid] セクション
に移動します。 

Threat Grid アプライアンスとの接続を完了す
るには、それを信頼する必要があります。
DNS ホスト名、SSL 証明書、および API キー
が必要です。 

この情報を探す場合は、TGA 列のステップ 
3.1 に進みます。 
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ステップ Threat Grid アプライアンス（TGA） FireAMP プライベート クラウド 

3.1 SSL 証明書： –  

Threat Grid アプライアンスの OpAdmin イ
ンターフェイスで、[Configuration] > [SSL] 
の順に選択します。必要に応じて、デフォ
ルトを置き換えるための新しい SSL 証明書
を再生成し、それを FireAMP プライベート 
クラウド デバイスにダウンロードしてイン
ストールします（TGA SSL 証明書について
は、SSL 証明書と Threat Grid アプライア
ンスを参照してください）。 

Hostname 

[Configuration] > [Hostname] の順に選択
します。 

 

 

API キー： 

API キーは、統合に使用するアカウントの 
[User Details] ページの Threat Grid Face 
Portal UI で見つかる場合があります。 

1. Threat Grid Portal UI に移動し
ます。 

2. 右上の [Welcome] メニュー
（ナビゲーション バーの右
上）から、[Manage Users] を
選択します。 

3. 統合のユーザ アカウントの 
[User Details] ページ（必要に
応じて検索を使用）に移動し
て、API キーをコピーします。
これは、「管理者」ユーザであ
る必要はなく、Threat Grid ア
プライアンス上でこの目的のた
めに特別に作成された別のユー
ザにすることもできることに注
意してください。 
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ステップ Threat Grid アプライアンス（TGA） FireAMP プライベート クラウド 

3.2  [Connection to Threat Grid ] フィールドに値
を入力します。 

 

1. TGA ホスト名を入力します。 

2. 統合に使用するアカウント用の 
Threat Grid API キーを入力します。 

3. TGA SSL 証明書ファイルを選択し
ます。 

4. [Save Configuration] をクリックし
ます。 

5. [Test Connection] をクリックし
ます。 

6. 接続テストに通過したら、FireAMP 
プライベート クラウド上で再設定を
実行して変更を適用する必要があり
ます。 

技術的には、これによって、AMP が Threat 
Grid アプライアンスと対話できるようにな
り、この時点でサンプルを TG に送信できま
す。ただし、配置更新サービスをセットアッ
プするための残りの手順を実行して、配置結
果を TGA に伝達する必要があります 

（詳細については、FireAMP プライベート 
クラウドのユーザ マニュアルを参照してく
ださい）。 

 

4 配置更新サービスをセットアップします。 

次の手順では、配置更新サービスのセット
アップ方法について説明します。 
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ステップ Threat Grid アプライアンス（TGA） FireAMP プライベート クラウド 

4.1 DNS を設定します（必要に応じて）。 

 

FireAMP 統合には、クリーン インターフェ
イスが使用されます。ただし、デフォルト
で、DNS はダーティ インターフェイスを使
用します。FireAMP プライベート クラウド 
ホスト名がダーティ インターフェイス経由
で解決できない場合は、クリーン インター
フェイスを使用する別の DNS サーバを 
OpAdmin で設定することができます。 

 

OpAdmin で、[Configuration] > [Network] 
の順に選択して、ダーティ ネットワークと
クリーン ネットワーク上の DNS に関する
フィールドに値を入力し、[Save] をクリッ
クします。 
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ステップ Threat Grid アプライアンス（TGA） FireAMP プライベート クラウド 

4.2 CA 証明書管理： 

 

次のステップは、統合先のデバイスを信頼
できるように、FireAMP プライベート クラ
ウド SSL 証明書を Threat Grid アプライア
ンスにダウンロードまたはコピーして貼り
付けることです。 

1. OpAdmin で、[Configuration] > 
[CA Certificates] の順に選択しま
す。FireAMP プライベート クラウ
ド ホストまたはクリップボードか
らインポートする SSL 証明書を選
択できます。 

2. インポートする証明書を選択し
て、[Import from Host] をクリッ
クします。[Retrieve certificates 
from server] ダイアログが開きま
す。FireAMP アプライアンス配置
サービス用のホストとポートを入
力して、[Retrieve] をクリックし
ます。 

3. 証明書が取得されます。 

4. [Import] をクリックします。 

 

（または [Import from Clipboard] をクリ
ックします。クリップボードから PEM を
貼り付けて、[Add Certificate] をクリック
します）。 
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ステップ Threat Grid アプライアンス（TGA） FireAMP プライベート クラウド 

4.3 FireAMP 統合管理： 

 

Threat Grid Face Portal UI で、右上のメニ
ューから、[Manage FireAMP Integration] 
を選択します。[Disposition Update 
Service] ウィンドウが開きます。 

AMP 配置更新サービス URL を入力します
（この URL は FireAMP アプライアンス上
で検索できます。[Integrations] > [Threat 
Grid] > [FireAMP Private Cloud Details] の
順に選択します）。 

管理者ユーザ名とパスワードを入力して、
[Config] をクリックします。 

 

 

 

 

 

Threat Grid 組織およびユーザの管理 
Threat Grid は、デフォルトの組織および管理ユーザが設定された状態でアプライアンスにインストールされま
す。アプライアンスのセットアップとネットワークの設定が完了した後、他のユーザがアプライアンスにログイ
ンして分析対象のマルウェア サンプルを送信できるよう、追加の組織とユーザ アカウントを作成できます。 

組織の構成によっては、組織、ユーザ、管理者を追加する際に複数のユーザやチーム間での計画と調整が必要に
なる場合があります。 

組織の管理の詳細については、Cisco.com の Threat Grid のインストールおよびアップグレード ページに載せ
られている『Threat Grid Appliance Administrator’s Guide』を参照してください。 

ユーザ アカウント（統合先の Cisco ESA/WSA アプライアンスとその他のデバイス用のアカウントを含む）
の管理に関する手順とマニュアルについては、Threat Grid Portal UI オンライン ヘルプを参照してください。
ナビゲーション バーで、[Help] > [Using Threat Grid Online Help] > [Managing Users] の順に選択します。 

  

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/amp-threat-grid-appliances/products-installation-guides-list.html
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プライバシーとサンプルの可視性 
Threat Grid にサンプルを送信する際のプライバシーおよびサンプルの可視性モデルは、比較的単純なものにな
っています。プライベートとしてサンプルを指定しない限り、送信者の組織外部のユーザにサンプルが可視にな
ります。概して、プライベートとして指定されたサンプルは、そのサンプルを送信したユーザと同じ組織内にい
るユーザにしか表示されません。 

機密文書やアーカイブ タイプを分析のために送信する場合は、プライバシーが特に重要な留意事項になります。
検索 API と組み合わせると、機密資料を見つけることは、Threat Grid へのアクセス権がある機密資料の場合比
較的容易です。このことは、サンプルを Threat Grid クラウドではなく社内の Threat Grid アプライアンスに送
信する場合は特に問題になりませんが、TGA 管理者にプライバシーの基礎とサンプルの可視性に対する理解が
求められるのは同様です。 

Threat Grid アプライアンスでのプライバシーと可視性  
「CSA 統合」から送信されたサンプルの場合、Threat Grid アプライアンスでのプライバシーおよびサンプルの
可視性モデルは変更されます。CSA 統合とは、CSA API によって Threat Grid アプライアンスと統合されたシ
スコ製品（ESA/WSA アプライアンスやその他のデバイスまたはサービス）のことです。 

Threat Grid アプライアンスに対するすべてのサンプル送信は、デフォルトでパブリックとして設定されるため、
どの組織に所属しているかに関わらず、CSA 統合を含む他のあらゆるアプライアンス ユーザが表示できます。 

アプライアンスのすべてのユーザが、他のすべてのユーザが送信したサンプルのあらゆる詳細を確認できるとい
うことです。 

非 CSA Threat Grid ユーザは、サンプルをプライベートとして Threat Grid アプライアンスに送信できます。
この場合、サンプルが可視になるのは、送信者と同じ組織に所属する Threat Grid アプライアンス（CSA 統合
を含む）のユーザだけです。 

以下の表で、Threat Grid アプライアンスでのプライバシーおよびサンプルの可視性モデルを説明します。この
表では、次の用語を使用します。 

CSA 統合 CSA 統合とは、CSA API を介して Threat Grid アプライアンスに登録されている、ESA/WSA ア
プライアンスおよびその他のシスコ デバイスまたはサービスのことです。CSA 統合から Threat Grid アプライ
アンスに送信されるサンプルは、デフォルトでパブリックとして設定されます。 

Threat Grid User - Public Threat Grid アプライアンスにパブリック サンプルを送信する、Threat Grid の一
般ユーザ（つまり、非 CSA 統合ユーザ）。 
 
たとえば、Threat Grid Portal UI または Threat Grid ネイティブ API を使用してサンプルを送信するアプライア
ンス管理者またはマルウェア アナリストがこれに該当します。 

Threat Grid User - Private Threat Grid アプライアンスにプライベート サンプルを送信する、Threat Grid 
の一般ユーザ。 
 
この場合、プライベート サンプルは、送信者の組織に所属しない、アプライアンスの他のどのユーザに対して
も可視になりません（送信者と同じ組織内の CSA 統合には可視になります）。 
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図 3：Threat Grid アプライアンスでのプライバシーと可視性 

 

 

同じ基本的なプライバシー ルールが FireAMP プライベート クラウドと Threat Grid アプライアンスの統合に適用
されます。 

 


	目次
	図のリスト
	SSL 証明書と Threat Grid アプライアンス
	SSL を使用するインターフェイス
	サポートされる SSL/TLS のバージョン
	サポートされていない SSL 証明書
	SSL 証明書 - 自己署名デフォルト
	インバウンド接続用の SSL証明書の設定
	CN 検証
	SSL 証明書の置き換え
	SSL 証明書の再生成
	SSL 証明書のダウンロード
	SSL 証明書のアップロード
	独自の SSL 証明書の生成 - OpenSSL を使用した例

	アウトバウンド接続用の SSL 証明書の設定
	DNS の設定
	CA 証明書管理
	配置更新サービス管理

	ESA/WSA アプライアンスの Threat Grid アプライアンスへの接続
	ESA/WSA のマニュアルへのリンク
	Threat Grid アプライアンスでの新しいデバイス ユーザ アカウントの有効化。

	Cisco FireAMP プライベート クラウドへの Threat Grid アプライアンスの接続
	Threat Grid 組織およびユーザの管理

	プライバシーとサンプルの可視性
	Threat Grid アプライアンスでのプライバシーと可視性


