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はじめに 
Cisco AMP Threat Grid アプライアンスは、安全で高いセキュリティで保護された、高度なマルウェア分析をオ

ンプレミスで可能にします。また、強力な脅威・コンテンツ分析を実現します。単一の UCS サーバ（UCS C220-M3）

にインストールされる Threat Grid アプライアンスは、完全な Threat Grid マルウェア分析プラットフォームを

実現します。さまざまなコンプライアンスおよびポリシーの制限が課される組織では、アプライアンスにマルウェ

アのサンプルを送信することができます。 

銀行、医療サービスなどの機密データを扱う組織の多くは、さまざまな規制やガイドラインに従う必要がありま

す。その中では、マルウェア アーティファクトなどの特定種類のファイルをマルウェア分析のためにネットワー

ク外に送信することは許可されません。Cisco AMP Threat Grid アプライアンスをオンプレミスに維持すること

で、疑わしいドキュメントやファイルをアプライアンスに送信し、分析する一連のプロセスをネットワーク内で

完結させることができます。 

AMP Threat Grid アプライアンスでは、セキュリティ チームが高度にセキュアな独自の静的・動的分析テクニッ

クを使用することで、すべてのサンプルを分析できるようになります。アプライアンスでは、分析結果を数億も

の分析済みマルウェア アーティファクトと関連付け、マルウェア攻撃、キャンペーン、およびその配布状況をグ

ローバルに把握できるようにします。観測された 1 つのアクティビティおよび特性のサンプルを他の数百万もの

サンプルとすみやかに関連付け、比較することで、過去の履歴やグローバルな事例に照らして、その動作を十分

に理解できます。この機能は、高度なマルウェアによる脅威と攻撃から、セキュリティ チームが組織を効果的に

守るのに役立ちます。 

本ガイドの対象ユーザ 
新しいアプライアンスをマルウェアの分析に使用する前に、組織のネットワークに合わせてセットアップおよび

構成する必要があります。このガイドは、新しい Threat Grid アプライアンスのセットアップと構成を担当する

セキュリティ チームの IT スタッフ向けに作成されています。 

このドキュメントでは、新しい Threat Grid アプライアンスで分析用のマルウェア サンプルを送信できるように

するまでの初期セットアップと設定の方法について説明します。 

詳細については、Cisco.com のインストールとアップグレードのページ [英語] で入手可能な『Threat Grid 

Appliance Administrator's Guide』を参照してください。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/amp-threat-grid-appliances/products-installation-guides-list.html�


Cisco AMP Threat Grid アプライアンス セットアップおよび構成ガイド 

はじめに 
 

2 

最新情報 

バージョン 2.0.3 

FireAMP プライベート クラウド統合：2.0.3 リリースには、Threat Grid アプライアンスと FireAMP プライベー

ト クラウドの統合を促進するための機能が追加されています。これには、クリーン ネットワークとダーティ ネッ

トワーク間で DNS を分離する機能、CA 管理、および FireAMP プライベート クラウド統合設定が含まれます。 

バージョン 2.0 

バージョン 2.0 は、更新されたオペレーティング システム上でビルドされたメジャー リリースです。これには、

将来のハードウェア リリースをサポートし、Threat Grid Portal UI とクラウド バージョンとの間の整合性を向上

させる機能強化が追加されています。この機能強化には、数多くの新しいまたは更新された動作指標などの変更

が含まれます。 

詳細については、リリース 3.3.45 以降の『Threat Grid Portal Release Notes』を参照してください。（Portal UI 

のナビゲーション バーで [Help] を選択して、リリース ノートへのリンクをクリックします。リリース ノートは

累積的であり、最新バージョンにはそれまでのすべてのノートが含まれています）。 
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サポート – Threat Grid への連絡  
Threat Grid エンジニアにサポートを依頼するには以下の方法があります。 

電子メール。お問い合わせの内容を記述して、support@threatgrid.com 宛てに電子メールを送信してください。 

サポート ケースを開く。サポート ケースをオープンするにはご自分の Cisco.com ID を使用（または作成）す

ることが必要です。また、送り状に記載されたサービス契約番号も必要になります。次のサイトでサポート ケー

スを入力します。https://tools.cisco.com/ServiceRequestTool/scm/mgmt/case 

電話。シスコの電話番号については次のサイトを参照してください。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html 

 

Threat Grid にサポートを依頼する際、依頼内容とともに次の情報を送信します。 

• アプライアンスのバージョン（[OpAdmin] > [Operations] > [Update Appliance] を選択） 

• 完全なサービス ステータス（シェルから service status） 

• ネットワーク図または説明（該当する場合） 

• サポート モード（シェルまたは Web インターフェイス） 

• サポート依頼の詳細 

 

サポート モード  

Threat Grid エンジニアにサポートを依頼すると、「サポート モード」を有効にするよう求められる場合があり

ます。サポート モードは、Threat Grid サポート エンジニアがアプライアンスにリモート アクセスできるライブ 

サポート セッションです。アプライアンスの通常の動作には影響しません。これは [OpAdmin Portal Support] メ

ニューから実行できます（TGSH ダイアログから [SUPPORT MODE] を有効にすることもできます）。 

Threat Grid テクニカル サポートによるライブ サポート セッションを開始するには、次の手順を実行します。 

OpAdmin で、[Support] > [Live Support Session] の順に選択して、[Start Support Session] をクリックします。 

注：ライセンシングの前に、OpAdmin ウィザードのタスク フローを中断し、サポート モードを有効にすること

ができます。 

mailto:support@threatgrid.com�
https://tools.cisco.com/ServiceRequestTool/scm/mgmt/case�
http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html%20%5b%E8%8B%B1%E8%AA%9E%5d�
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サポート モードの開始 – バージョン 1.4.4 より前のライセンス回避策 

Threat Grid アプライアンス v1.4.4 で解決されたライセンスに伴う問題があります。ソフトウェアのバージョン

が 1.4.4 より前の場合は、ライセンスが受け入れられるためには、2015 年 11 月 14 日以降で 1 回以上サポート 

モード サーバへの接続が成功している必要があります。ライセンスの検証時点で接続が稼働中またはアクティブ

である必要はありません。 

必須：この手順を機能させるために、ダーティ ネットワークを起動しておく必要があります。 

図 1：OpAdmin がライブ サポート セッションを開始  

 

 

サポート サーバ 

サポート セッションを確立するには、TG アプライアンスが次のサーバに到達する必要があります。 

• support-snapshots.threatgrid.com 

• rash.threatgrid.com 

アクティブなサポート セッションの間、両方のサーバがファイアウォールによって許可される必要があります。 
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サポート スナップショット 

サポート スナップショットは基本的に実行中のシステムのスナップショットで、ログ、ps 出力などを含み、サ

ポート スタッフが問題のトラブルシューティングを行うのに役立ちます。 

1. SSH がサポート スナップショット サービスに指定されていることを確認します。 

2. [Support] メニューから、[Support Snapshots] を選択します。 

3. スナップショットを取得します。 

4. スナップショットを取得した後で、.tar .gz として自分でダウンロードするか、または [Submit] を押すこと

ができます。後者の場合はスナップショットがサーバに自動的にアップロードされます。 

計画 
Cisco AMP Threat Grid アプライアンスは、出荷前にシスコ マニュファクチャリングにより Threat Grid ソフト

ウェアがインストールされた Linux サーバです。新しいアプライアンスを受領したら、オンプレミスのネットワー

ク環境に合わせて、セットアップおよび構成を行う必要があります。作業を開始する前に、考慮と計画が必要な

事項が多数あります。以下では、環境要件、ハードウェア要件、およびネットワーク要件について説明します。 

ユーザ マニュアルとオンライン ヘルプ 
Threat Grid アプライアンス：このドキュメント、『Threat Grid Appliance Administrator’s Guide』、リリース 

ノート、統合ガイドなどを含む Threat Grid アプライアンスのユーザ マニュアルは、Cisco.com のインストー

ルとアップグレードのページ [英語] で入手できます。 

Threat Grid Portal UI のオンライン ヘルプ：リリース ノート、「Using Threat Grid」オンライン ヘルプ、API マ

ニュアル、その他の情報を含む Threat Grid Portal のユーザ マニュアルは、ユーザ インターフェイスの最上部に

あるナビゲーション バーに配置された [Help] メニューから入手できます。 

環境要件 
Threat Grid アプライアンスは UCS C220-M3 サーバに配置されます。アプライアンスのセットアップおよび設

定を行う前に、サーバの仕様に従って、電源、ラック スペース、冷却、その他の課題に対する環境要件が満たさ

れていることを確認します。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/amp-threat-grid-appliances/products-installation-guides-list.html�
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/amp-threat-grid-appliances/products-installation-guides-list.html�
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ハードウェア要件 
管理インターフェイス用のフォーム ファクタは SFP+ です。スイッチで使用可能な SFP+ ポートがない場合、ま

たは SFP+ が適切でない場合、1000Base-T 用トランシーバを使用できます（たとえば、シスコ互換ギガビット 

RJ 45 銅線 SFP トランシーバ モジュール ミニ – GBIC – 10/100/1000 Base-T 銅線 SFP モジュールなど）。 

 

図 2：Cisco 1000BASE-T 銅線 SFP（GLC-T） 

 

 

 

モニタ：サーバにモニタを接続できます。また、CIMC（Cisco Integrated Management Controller）が設定さ

れている場合、リモート KVM を使用できます。 

ハードウェアに関するドキュメント 
Installation and Service Guide for Cisco UCS C220 M3 Server： 

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C220/install/C220.html [英語] 

Spec Sheet for Cisco UCS C220 M3 High-Density Rack Server (Small Form Factor Disk Drive Model)：  

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-ser
vers/C220M3_SFF_SpecSheet.pdf [英語] 

シスコには電源/冷却カリキュレータがあり、役立つ可能性があります。 

https://mainstayadvisor.com/Go/Cisco/Cisco-UCS-Power-Calculator.aspx 

ネットワーク要件 
Threat Grid アプライアンスには次の 3 つのネットワークが必要です。 

管理（ADMIN）：「管理」ネットワーク。アプライアンスのセットアップを実行するために設定する必要があります。 

クリーン（CLEAN）：「クリーン」ネットワークはアプライアンスへの信頼できる着信トラフィック（要求）に使用
されます。これには統合されたアプライアンスが含まれます。たとえば、Cisco E メール セキュリティ アプライアン

スと Web セキュリティ アプライアンス（ESA/WSA）は、クリーン インターフェイスの IP アドレスに接続します。 

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C220/install/C220.html�
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/C220M3_SFF_SpecSheet.pdf�
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/C220M3_SFF_SpecSheet.pdf�
https://mainstayadvisor.com/Go/Cisco/Cisco-UCS-Power-Calculator.aspx�
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注：以下の制限付きのネットワーク トラフィックの種類は、クリーン インターフェイスから出力することがで
きます。 

• リモート syslog 接続 

• Threat Grid アプライアンス自体から送信される電子メール メッセージ 

• FireAMP プライベート クラウド デバイスへの配置更新サービス接続 

• 上記のいずれかに関連する DNS 要求 

ダーティ（DIRTY）：「ダーティ」ネットワークはアプライアンスからの発信トラフィック（マルウェア トラフィッ
クを含む）に使用されます。 

注：内部ネットワーク アセットを保護するために、企業 IP とは異なる専用の外部 IP アドレス（つまり、「ダー
ティ」インターフェイス）の使用を推奨します。 

ネットワーク インターフェイスのセットアップ情報については、Network Interfacesとネットワーク インターフェ
イス接続のセットアップを参照してください。 

DNS サーバ アクセス 

配置更新サービスのルックアップ、リモート syslog 接続の解決、および Threat Grid ソフトウェア自体からの通

知に使用されるメール サーバの解決以外の目的で使用される DNS サーバは、ダーティ ネットワーク経由でアク

セスできる必要があります。 

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 クラウド統合には、ク

リーン インターフェイスが使用されます。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 インターフェ

イスで設定することができます。 

詳細については、『Threat Grid Appliance Administrator’s Guide』を参照してください。 

NTP サーバ アクセス 

NTP サーバはダーティ ネットワークからアクセスできる必要があります。 

統合 – ESA/WSA/FireAMP など  
Threat Grid アプライアンスが ESA/WSA アプライアンスや FireAMP プライベート クラウドなど、他のシスコ

製品とともに使用される場合は、追加の計画が必要になる場合があります。 

DHCP 
DHCP を使用するように設定されているネットワークに接続している場合は、『Threat Grid Appliance 

Administrator's Guide』の「Using DHCP」の項に記載されている手順に従います。 
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ライセンス 
Cisco AMP Threat Grid からライセンスとパスワードが提供されます。 

ライセンスに関する質問については、support@threatgrid.com にお問い合わせください。 

組織とユーザ 
アプライアンスのセットアップとネットワーク設定を終了したら、Threat Grid の初期組織およびユーザ アカウ

ントを作成する必要があります。そうすれば、ユーザはログインして、分析用にマルウェア サンプルの送信を開

始できます。この作業では、要件に応じて、複数の組織やユーザ間での計画と調整が必要になる場合があります。 

Threat Grid 組織およびユーザの管理については、『Threat Grid Appliance Administrator’s Guide』を参照して

ください。 

更新 
Threat Grid アプライアンスの更新プログラムをインストールする前に、初期アプライアンス セットアップおよ

び設定手順を完了する必要があります。 

このガイドで説明されている初期設定の完了直後に、更新プログラムの有無を確認することをお勧めします。 

更新は順に行う必要があります。Threat Grid アプライアンスの更新プログラムはライセンスがインストールさ

れるまでダウンロードできません。また、更新プロセスでは、アプライアンスの初期設定が完了していることが

必要です。アプライアンスの更新手順については、『Threat Grid Appliance Administrator's Guide』を参照して

ください。 

注：更新用に SSH が指定されていることを確認してください。 

リリース ノート 
詳細な更新情報については、リリース ノートを参照してください。OpAdmin Portal で次のように選択して見つ

けることができます。 

[Operations] メニュー > [Update Appliance] 

Threat Grid アプライアンス リリース ノートの書式設定された PDF 版はオンラインで入手することもできます。 

注：アプライアンスにインストールされた Threat Grid Portal のリリース ノートを参照するには、ナビゲーション 

バーで [Help] をクリックします。現在の Threat Grid Portal リリース ノートへのリンクは、UI の [Help] ページ

（ナビゲーション バー > [Help]）にあります。 

mailto:support@threatgrid.com�
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/amp-threat-grid-appliances/products-installation-guides-list.html�
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Threat Grid アプライアンスのユーザ インターフェイス 
サーバがネットワークに正常に接続され、電源が入ると、Threat Grid アプライアンスを設定するために、複数

のユーザ インターフェイスが使用できます。 

TGSH ダイアログ 

最初のインターフェイスは TGSH ダイアログで、ネットワーク インターフェイスの設定に使用します。TGSH ダ

イアログは、アプライアンスが正常に起動すると表示されます。 

TGSH ダイアログへの再接続 

TGSH ダイアログはコンソールで開いたままになり、アプライアンスにモニタを接続するか、CIMC が設定され

ている場合はリモート KVM 経由でアクセスできます。 

TGSH ダイアログに再接続するには、ユーザ「threatgrid」を使用して管理 IP アドレスに SSH 接続します。 

必要なパスワードは、TGSH ダイアログに最初に表示される、ランダムに生成された初期パスワード、または 

OpAdmin Portal 設定の最初の手順で作成した新しい管理者パスワードのどちらかです。これについては、次の

セクションで説明します。 

OpAdmin Portal 

これは主要な Threat Grid GUI 設定ツールです。ライセンス、電子メール ホスト、SSL 証明書など、アプライア

ンス設定の多くは OpAdmin からのみ実行できます。 

AMP Threat Grid Portal 

この Threat Grid ユーザ インターフェイス アプリケーションはクラウド サービスとして使用可能で、Threat Grid 

アプライアンスにもインストールされます。Threat Grid Cloud サービスと、Threat Grid アプライアンスに付属

する Threat Grid Portal との間の通信はありません。 

CIMC 

もう 1 つのユーザ インターフェイスは Cisco Integrated Management Controller（「CIMC」）で、サーバの管

理に使用します。 
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Network Interfaces 

管理インターフェイス 

• 管理ネットワークに接続します。管理ネットワークからの着信のみ。 

• OpAdmin UI トラフィック 

• TGSH ダイアログの SSH（着信） 

注：管理インターフェイス用のフォーム ファクタは SFP+ です。図 2：Cisco 1000BASE-T 銅線 SFP（GLC-T）

を参照してください。 

 

クリーン インターフェイス 

• クリーン ネットワークに接続します。クリーンは社内ネットワークからアクセスできる必要があります

が、リカバリ モードを除き、インターネットへの発信アクセスを必要としません。 

• UI および API トラフィック（着信） 

• サンプル送信 

• SMTP（設定済みメール サーバへの発信接続） 

• リカバリ モード サポート セッション（発信） 

• TGSH ダイアログの SSH（着信） 

• syslog（設定済み syslog サーバへの発信） 

• ESA/WSA – CSA 統合  

• FireAMP プライベート クラウド統合 

• DNS – オプション  

ダーティ インターフェイス 

• ダーティ ネットワークに接続します。インターネット アクセスを必要とします。発信のみ!   

• DNS 用です。 

注：FireAMP プライベート クラウドとの統合をセットアップしており、FireAMP アプライアンスのホ

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。 
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• NTP 

• Updates 

• 通常の動作モードのサポート セッション 

• サポート スナップショット 

• マルウェア サンプル起動のトラフィック 

CIMC インターフェイス 

推奨。Cisco Integrated Management Controller（CIMC）インターフェイスが設定されている場合は、それをサー

バ管理とメンテナンスに使用できます。詳細については、付録 A – CIMC 設定（推奨）を参照してください。 

予約済みインターフェイス 

非管理 SFP+ ポートは将来の使用のために予約されています。 

 

ログイン名とパスワード – デフォルト 

Web UI 管理者  

ログイン： admin 

パスワード：「changeme」 

OpAdmin およびシェル ユーザ  

最初の Threat Grid/TGSH ダイアログでランダムに生成されたパスワードを使用し、次に OpAdmin 設定ワーク

フローの最初の手順で入力した新しいパスワードを使用します。 

パスワードを紛失した場合は、『Threat Grid Appliance Administrator's Guide』の「Support」の項に記載され

ている「Lost Password」の手順に従います。 

CIMC（Cisco Integrated Management Controller）  

ログイン： admin 

パスワード：「password」 
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セットアップおよび設定手順の概要 
このマニュアルでは、次のセットアップおよび初期設定の手順について説明します。 

サーバのセットアップ。 

ネットワーク インターフェイス接続のセットアップ： 

• Admin 

• Clean 

• ダーティ 

初期ネットワーク設定 – TGSH ダイアログ。 

メイン設定 – OpAdmin Portal。 

更新プログラムのインストール。 

アプライアンス セットアップのテスト：分析用サンプルの送信。 

管理者設定 – 『Threat Grid Appliance Administrator's Guide』で説明されている手順に従って、OpAdmin Portal 

で残りの管理設定タスク（ライセンスのインストール、電子メール サーバ、SSL 証明書など）を実行します。 

セットアップおよび設定に必要な時間 
サーバのセットアップと初期設定の手順を完了するには 1 時間ほどかかります。 

注：TGSH ダイアログの [Apply] セクションと初期アプライアンス設定インストール手順には時間がかかります。 

これらの手順は、完了までに 10 分以上かかる場合があります。 
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サーバのセットアップ 
まず、アプライアンス背面の両方の電源を接続し、付属の KVM アダプタを外部モニタとキーボードに接続して、

サーバ前面の KVM ポートに差し込みます（下図参照）。 

CIMC が構成に含まれる場合、リモート KVM を使用できます。CIMC 設定については、「付録」の「CIMC の設

定（オプション）」を参照してください。 

ハードウェアおよび環境の詳細なセットアップ情報については、サーバ製品のマニュアルを参照してください。

製品マニュアルへのリンクは前述のハードウェアに関するドキュメントの項を参照してください。 

ネットワーク インターフェイス接続のセットアップ 
アプライアンスの背面にある SFP+ ポート（2 個）と 3 個のイーサネット ポートを見つけ、下図のようにネット

ワーク ケーブルを接続します。 

図 3：Cisco UCS C220 M3 SFF ラック サーバ 

 

アプライアンスが動作するには、インターフェイスを正しく接続および設定する必要があります。 

 

注：アプライアンスの詳細は、上図と異なる場合があります。不明な点がある場合は、support@threatgrid.com 

までお問い合わせください。 

 

注：「予約済み」は、将来使用するために予約された非管理 SFP+ ポートです。 

C220 M3 サーバに関する詳細情報については下図を参照してください。 
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図 4：Cisco UCS C220 M3 背面の詳細図 

 

 

注：リリース 1.0 ～ 1.2 では、ブート時にインターフェイスがプラグインされていなかった場合、リブートが必

要になる場合があります。これは 1.3 より前のバージョンの問題です。ただし、SFP を必要とするインターフェ

イスは例外で、1.3 以後でもブート時にプラグインされている必要があります。SFP に接続されるネットワーク ケー

ブルは安全にホットプラグすることができます。 

ネットワーク インターフェイスの設定図 
ここでは、AMP Threat Grid アプライアンスの最も論理的で推奨される設定について説明します。ただし、お客

様によってインターフェイス設定は異なります。ネットワーク要件に従って、たとえばダーティ インターフェイ

スを内部に接続する場合や、クリーン インターフェイスを適切なネットワーク セキュリティ対策が施されてい

る外部に接続する場合があります。 
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図 5：ネットワーク インターフェイスの設定図 
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ファイアウォール ルールの推奨事項 
 

遷移元 目的 プロトコル/ポート 操作 理由 

ダーティ イン

ターフェイス 

インターネット SMTP 拒否 マルウェアのスパム送信を防止 

ダーティ イン

ターフェイス 

インターネット TCP/19791 許可 Threat Grid サポートへの接続

を許可  

ダーティ イン

ターフェイス 

インターネット TCP/22 許可 更新とサポート スナップショッ

ト サービス 

ダーティ イン

ターフェイス 

インターネット IP/任意 許可 マルウェア サンプルからの発信

トラフィックを許可  

（正確な結果を取得するには、

マルウェアがコマンドおよびコ

ントロール サーバにアクセスで

きる必要があります）。 

ダーティ イン

ターフェイス 

インターネット DNS 

 

許可 発信 DNS を許可。 

ダーティ イン

ターフェイス 

インターネット NTP 

（UDP/123） 

許可 NTP にアクセスするための発信

トラフィックを許可。 

クリーン イン

ターフェイス 

SMTP Server SMTP 許可 アプライアンスはクリーン イン

ターフェイスを使用して、設定

済みメール サーバへの SMTP 

接続を開始します（クリーン イ

ンターフェイスに「インターネッ

トへの」発信接続は必要ではあ

りません）。 

クリーン イン

ターフェイス 

インターネット TCP/19791 許可 Threat Grid リカバリ モード サ

ポート接続への接続を許可 

ユーザ ネット

ワーク 

クリーン イン

ターフェイス 

TCP/80 

TCP/443 

許可 アプライアンスの API とユーザ 

インターフェイス 

クリーン イン

ターフェイス 

ユーザ ネット

ワーク 

syslog/設定可能 許可 syslog メッセージと Threat 

Grid 通知を受信するようにサー

バへの接続を許可。 
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遷移元 目的 プロトコル/ポート 操作 理由 

管理ネット

ワーク 

管理インター

フェイス 

TCP/22 

TCP/80 

TCP/443 

許可 SSH  

OpAdmin Portal インターフェ

イス 

ユーザ ネット

ワーク 

クリーン イン

ターフェイス 

TCP/9443 許可 Threat Grid UI Glovebox への

接続を許可 

クリーン イン

ターフェイス 

会社の DNS 

サーバ 

TCP/53 と UDP/53 許可 任意、クリーン DNS が設定さ

れている場合にのみ必須 

クリーン イン

ターフェイス 

FireAMP プラ

イベート クラ

ウド 

TCP/443 許可 任意、FireAMP プライベート ク

ラウド統合が使用される場合に

のみ必須 

 

電源オンと起動 
サーバ周辺機器とネットワーク インターフェイスを接続したら、アプライアンスの電源を入れ、起動するまで待

機します。シスコの画面が一時的に表示されます。 

図 6：起動時のシスコ画面 
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注：このインターフェイスを設定する場合は、メモリ チェックの完了後に F8 キーを押し、「CIMC の設定（オ
プション）」の項に記載されている手順に従います。 

 

サーバ起動と接続が正常終了すると、コンソールに TGSH ダイアログが表示されます。 

図 7：TGSH ダイアログ  

 

 

[Admin URL] が使用不可と表示され、ネットワーク インターフェイス接続がまだ設定されていないため、この作

業を行う OpAdmin Portal にアクセスできません。 

 

注：OpAdmin Portal の設定手順での利便性を考えて（コピーと貼り付けができるように）、管理者パスワード

を別のテキスト ファイルに入力してください。 

 

重要：TGSH ダイアログには初期管理者パスワードが表示されます。これは、後で設定ワークフローの中で OpAdmin 

Portal インターフェイスにアクセスし、設定するために必要となります。  
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初期ネットワーク設定 – TGSH ダイアログ 
初期ネットワーク設定は、TGSH ダイアログで行います。この目的は、OpAdmin インターフェイス ツールへの

アクセスを可能にする基本設定を完了して、ライセンス、電子メール ホスト、SSL 証明書などの残りの設定を実

行することです。 

DHCP ユーザ：次の手順では、スタティック IP アドレスを使用していることを前提としています。DHCP を使

用して IP を取得する場合、詳細については、『Threat Grid Appliance Administrator's Guide』を参照してくだ

さい。 

 

1. TGSH ダイアログのインターフェイスで、[CONFIG_NETWORK] を選択します。[Network Configuration] コ

ンソールが開きます。 

図 8：TGSH ダイアログ：[Network Configuration] コンソール 

 

 

2. クリーン、ダーティ、および管理の各インターフェイスに対して、ネットワーク管理者から提供される設定

に従い、空白のフィールドに入力します。 
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3. [DHCP Enabled] を [Y] から [N] に変更します。 

注：新しい文字を入力する前に BACKSPACE を押して古い文字に削除する必要があります。 

4. DNS 名。ネットワークがクリーン ネットワークに DNS 名を使用する場合は、ここに名前を入力します。 

5. [Configure Non-Default Routes?] の設定をデフォルトの [N] のままにします（追加のルートが必要ない

場合）。 

図 9：進行中のネットワーク設定（クリーンおよびダーティ） 

 

 

6. ダーティ ネットワークの [DNS Name] を空白のままにします。 
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図 10：進行中のネットワーク設定（管理） 

 

 

7. すべてのネットワーク設定を入力したら、タブ キーで下に移動し、[Validate] を選択して入力内容を検証し

ます。 

無効な値を入力した場合、エラーが表示されることがあります。その場合は、エラーを修正してから、再度

検証します。 

検証が完了すると、[Network Configuration Confirmation] に入力した値が表示されます。 



Cisco AMP Threat Grid アプライアンス セットアップおよび構成ガイド 

初期ネットワーク設定 – TGSH ダイアログ 
 

22 

図 11：ネットワーク設定の確認 

 

 

8. [Apply] を選択して各種設定を適用します。 

しばらく待機します。この手順が完了するまでに 10 分以上かかる場合があります。 

コンソールは空白グレーのボックスになり、設定の適用に応じて、画面がスクロールしながら設定情報が表

示される場合があります。その後、実行した設定変更の詳細情報がリストされます。 
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図 12：ネットワーク設定：実行した変更のリスト 

 

 

9. [OK] を選択します。 

[Network Configuration] コンソールが更新され、入力した IP アドレスが表示されます。 
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図 13：IP アドレス 

 

 

アプライアンスのネットワーク設定が完了しました。 

 

注：クリーン インターフェイスの URL は OpAdmin Portal の設定が完了するまで機能しません。 

 

 

次のセットアップ手順： 

アプライアンス設定の次の手順は、「OpAdmin Portal 設定ウィザード」の項の説明に従って、OpAdmin Portal 

のワーク フローを使用して、残りの設定タスクを完了することです。 
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設定ウィザード – OpAdmin Portal 
OpAdmin Portal は、アプライアンス上の Threat Grid 管理者用ポータルです。管理インターフェイスで IP アド

レスを設定した後で使用できる Web ユーザ インターフェイスです。 

OpAdmin Portal はアプライアンスを設定するための推奨ツールであり、実際に、次のようなアプライアンス設

定の多くは OpAdmin Portal インターフェイスでのみ実行できます。 

• OpAdmin Portal 管理者のパスワード 

• 電子メール サーバ 

• DNS サーバ 

• NTP サーバ 

• SSL 証明書 

• NTP サーバ設定 

• https://<adminIP>/ または https://<adminHostname>/ 

注：OpAdmin Portal 設定ウィザードの最初のワーク フローでこれらの設定のすべてが完了するわけではありま

せん。『Threat Grid Appliance Administrator's Guide』の説明に従って、SSL 証明書など、一部の設定は別の

手順で行います。 

構成ワークフロー 
以降のセクションの手順は、設定時の IP アドレスに割り込みが入る可能性を減らすために、1 回のセッションで

完了する必要があります。 

OpAdmin Portal へのログイン 
1. ブラウザで OpAdmin Portal インターフェイス（「https」付きの管理 URL）を指定します。Threat Grid OpAdmin 

のログイン画面が開きます。 
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図 14：OpAdmin のログイン  

 

 

2. TGSH ダイアログからコピーしたデフォルトの管理者パスワードを入力して、[Login] をクリックします。

[Change Password] ページが開きます。 

次のセクションに進みます。 
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管理者パスワードの変更 
管理者の初期パスワードは、出荷前の Threat Grid インストール時にランダムに生成され、TGSH ダイアログに

プレーン テキストとして表示されます。設定ワークフローで先に進む前に、初期管理者パスワードを変更する必

要があります。 

図 15：OpAdmin のパスワード変更 

 

 

1. TGSH ダイアログのパスワードを [Old Password] フィールドに入力します（このパスワードは後で使用す

るために、テキスト ファイルに入力しておきます）。 

2. 新しいパスワードを入力して確定します。 

3. [Change Password] をクリックします。 

パスワードが更新されます。[End User License Agreement] ページが表示されます。 

注：新しいパスワードは TGSH ダイアログにテキストで表示されないため、必ずどこかにメモしておいてく

ださい。 
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パスワードを紛失した場合は、『Threat Grid Appliance Administrator's Guide』の「Support」の項に記載

されている「Lost Password」の手順に従います。 

 

次のセクションに進みます。 

エンド ユーザ ライセンス契約書 
 

1. エンド ユーザ ライセンス契約書を確認します。 

2. 最後までスクロールし、[I HAVE READ AND AGREE] をクリックします。[License] ページが開きます。 

 

図 16：[License] ページ 

 

 

次のネットワークの設定の項で説明しているように、設定ワークフローに従い、ライセンスをインストールする
前にネットワークを設定することをお勧めします。 
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ネットワークの設定 
TGSH ダイアログでスタティック ネットワーク設定を行った場合、[Network Configuration] ページに表示され

る IP アドレスは、アプライアンスのネットワーク設定時に TGSH ダイアログに入力した値を反映します。 

ネットワーク設定と DHCP 

初期接続に DHCP を使用し、クリーンおよびダーティの IP ネットワークをスタティック IP アドレスに変更する

必要がある場合、『Threat Grid Appliance Administrator's Guide』の「Networking > Using DHCP」の項の手

順を実行します。 

 

次のセクションに進みます。 

ライセンスのインストール 
ネットワークが設定されたら、Threat Grid ライセンスをインストールする準備が整います。v1.4.4 より前のバー

ジョンでは、ライセンスが受け入れられるように、サポート モードを開始する必要があります。詳細については、

「サポート モードの開始 – バージョン 1.4.4 より前のライセンス回避策」を参照してください。 

1. 左の列で [License] をクリックします。[License] ページが開きます。ライセンスはまだインストールされて

いません。 

2. [Install New License] の下の [Browse] をクリックし、ファイル マネージャからライセンスを選択します。 

3. 支給されたライセンス パスワードを [Passphrase] フィールドに入力します。 

4. [Upload] をクリックしてインストールします。ページが更新され、ライセンス情報が表示されます。 
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図 17：インストール正常終了後のライセンス情報 

 

5. [Next] をクリックして続行します。[Email] ページが開きます。 

 

次のセクションに進みます。 

 

 

電子メール ホストの設定 
ワークフローの次の手順は、電子メール ホストを設定することです。 

1. 左の列の [Email] をクリックします。[Email] ページが開きます。 

2. [Upstream Host]（電子メール ホスト）の名前を入力します。 

3. ポートを 587 から 25 に変更します。 

4. 他の設定はデフォルトのままにします。 

5. [Next] をクリックします。[Notifications] ページが開きます。 

 

次のセクションに進みます。 
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サーバ通知の設定 
ワーク フローの次の手順は、1 つ以上の電子メール アドレスに定期的に配信可能な通知を設定することです。シ

ステム通知は Threat Grid Portal インターフェイスに表示されますが、このページでは電子メールで送信される

通知も設定できます。 

注：更新プログラム v1.3 には Syslog サーバを設定して syslog メッセージと Threat Grid 通知を受信するペー

ジが含まれています。詳細については、『Threat Grid Appliance Admin Guide』を参照してください。 

図 18：通知の設定 

 

1. 最初に、[Critical Notification Frequency] および [Notification Frequency] をドロップダウン リストから選

択して設定します。 

2. 次に、[Notification Recipients] に、カンマで区切った 1 つ以上の電子メール アドレスを入力します。 

3. [Next] をクリックします。[Date and Time] ページが開きます。 

 

次のセクションに進みます。 
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NTP サーバの設定 
ここでは NTP（Network Time Protocol）サーバを識別します。 

1. NTP サーバの IP または NTP 名を入力します。 

複数の NTP サーバがある場合は、スペースまたはカンマで区切ります。 

2. [Current System Time] と [Synchronize with Browser] は無視します。 

3. [Next] をクリックします。 

[Review and Install] ページが開き、設定手順すべての隣にチェックボックスが表示されます。 

次のセクションに進みます。 

 

設定の確認とインストール 
ネットワークの各種設定を入力したので、それらを次の手順でインストールする必要があります。 

1. [Review and Install] ページで、[Start Installation] をクリックします。 

設定スクリプトがインストールされ、「The appliance is installing...」というメッセージが表示されます。 

注：しばらく待機します。この手順では完了まで 10 分以上かかる場合があります。適用された設定情報が画面

に表示されます。 
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図 19：アプライアンスはインストール中 

 

 

2. インストールが正常終了すると、[State] はオレンジ色の [Running] から緑色の [Successful] メッセージに

変化し、正常終了を示します。[Reboot] ボタンは緑色に変化し、設定出力が表示されます。 
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図 20：正常終了したアプライアンス インストール  

 

 

3. インストールが正常に終了した後、[Reboot] をクリックします。「The appliance is rebooting」というメッ

セージが表示されます。 

リブートには最長 5 分かかることがあります。 

 

アプライアンスのリブート中に変更を加えないでください。 
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図 21：アプライアンスはリブート中 

 

アプライアンスが正常にリブートした場合、アプライアンスが設定されていることを示す次のメッセージが表示

されます。 

図 22：アプライアンスは設定済み 

 

 

 

これで、アプライアンスがセットアップされ、初期設定が完了しました。  
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Threat Grid アプライアンス更新のインストール  
Threat Grid アプライアンスの初期設定の完了後、作業を続ける前に、入手可能な更新プログラムをインストー

ルすることを推奨します。 

Threat Grid アプライアンスの更新プログラムは OpAdmin Portal を使用して適用します。 

1. [Operations] メニューの [Update Appliance] を選択します。更新ページが開き、アプライアンスの現在の

ビルドが表示されます。 

2. [Check/Download Updates] をクリックします。Threat Grid アプライアンス ソフトウェアの最新の更新ま

たはバージョンがあるかどうかがソフトウェアによって確認され、存在する場合はダウンロードされます。

これには少し時間がかかる場合があります。 

3. 更新のダウンロードが完了したら、[Run Update] をクリックしてインストールします。 

更新のインストールの詳細については、『Threat Grid Appliance Administrator's Guide』を参照してください。 

アプライアンスのビルド番号 
アプライアンスのビルド番号は [Updates] ページ（OpAdmin の [Operations] > [Update Appliance]）で参照で

きます。 

図 23：アプライアンスのビルド番号 
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アプライアンスのビルド番号/バージョンのルックアップ テーブル 

アプライアンスのビルド番号は、上記のように、[Updates] ページ（OpAdmin の [Operations] > [Update Appliance]）

で参照できます。アプライアンスのビルド番号は次のバージョン番号に対応します。 

 

ビルド番号 リリース バージョン リリース日 注 

2016.05.20160715165510.baed88a3.rel 2.1.2 7/15/2016  

2016.05.20160706015125.b1fc50e5.rel-1 2.1(1) 7/6/2016  

2016.05.20160621044600.092b23fc 2.1 6/21/2016  

2015.08.20160501161850.56631ccd 2.0.4 5/1/2016 2.1 更新の開

始点。2.1 に更

新する前に、

2.0.4 である必

要があります。 

2015.08.20160315165529.599f2056 2.0.3 3/15/2016 AMP 統合、CA 
管理、スプリッ

ト DNS を導入 

2015.08.20160217173404.ec264f73 2.0.2 2/18/2016  

2015.08.20160211192648.7e3d2e3a 2.0(1) 2/12/2016  

2015.08.20160131061029.8b6bc1d6 2.0 2/11/2016 ここから 2.0.1 
へ強制的に

更新  

2014.10.20160115122111.1f09cb5f 1.4.6  

注：これは 2.0 アップグ

レードの開始点です。 

1/27/2016 2.0.4 更新の開

始点 

2014.10.20151123133427.898f70c2 v1.4.5 11/25/2015  

2014.10.20151116154826.9af96403 v1.4.4   

2014.10.20151020111307.3f124cd2 v1.4.3   

2014.10.20150904134201.ef4843e7 v1.4.2   

2014.10.20150824161909.4ba773cb v1.4.1   

2014.10.20150822201138.8934fa1d v1.4   

2014.10.20150805134744.4ce05d84 v1.3   
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ビルド番号 リリース バージョン リリース日 注 

2014.10.20150709144003.b4d4171c v1.2.1   

2014.10.20150326161410.44cd33f3 v1.2   

2014.10.20150203155143+hotfix1.b06f7b4f  v1.1+hotfix1   

2014.10.20150203155142.b06f7b4f v1.1   

2014.10.20141125162160+hotfix2.8afc5e2f  v1.0+hotfix2 

注：1.0+hotfix2 は、更新

システム自体が大きな

ファイルを破損させずに

処理できるように修復す

る、必須の更新プログラ

ムです。 

  

2014.10.20141125162158.8afc5e2f v1.0   

 

注：リリース バージョン 1.0 ～ 1.2 では、ブート時にインターフェイスがプラグインされていなかった場合、

リブートが必要になる場合があります。これは v1.3 より前のバージョンの問題です。ただし、SFP を必要とす

るインターフェイスは例外で、v1.3 以後でもブート時にプラグインされている必要があります。SFP に接続され

るネットワーク ケーブルは安全にホットプラグすることができます。 

 

注：1.0 から 1.0+hotfix2 への更新には約 15 分かかります。1.0 から 1.3 への完全な更新の適用（データ移行な

し）には約 30 分かかります。 
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アプライアンス セットアップのテスト – サンプルの送信 
Threat Grid アプライアンスが最新バージョンに更新されたら、アプライアンスが適切に設定されていることを確

認する最終テストは、Threat Grid ソフトウェアを使用して、マルウェア サンプルを送信することです。 

1. クリーン インターフェイスとして設定したアドレスを参照して、AMP Threat Grid Portal にサインインしま

す。Threat Grid のログイン ページが開きます。 

図 24：Threat Grid Portal ログイン ページ 

 

 

2. デフォルトのログインとパスワード、admin/changeme を入力します。 

3. [Login] をクリックします。メインの [Threat Grid Sample Analysis] ページが開きます。 

4. 右上の [Submit a Sample] ボックスで、マルウェア分析用に送信するため、サンプル ファイルを選択するか、

URL を入力します。 

5. [Upload Sample] をクリックします。Threat Grid のサンプル分析プロセスが起動します。 
 
サンプルの分析は複数の段階を通じて進むことがわかります。分析中、サンプルは [Submissions] セクショ

ンに表示されます。分析が完了すると、結果が [Samples] セクションで確認できるようになり、詳細は分析

レポートに出力されます。 
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アプライアンス管理 
Threat Grid アプライアンスのセットアップと初期設定が完了すると、アプライアンス管理者が使用できるよう

になります。 

リリース ノート、更新プログラム、SSL 証明書、ユーザの追加、その他の管理者タスクとトピックについては、

『Threat Grid Appliance Administrator's Guide』を参照してください。 
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付録 A – CIMC 設定（推奨） 
サーバの起動時に表示される最初のウィンドウは Cisco ウィンドウです。このウィンドウから Cisco Integrated 

Management Controller（CIMC）Configuration Utility に入ることができます。CIMC インターフェイスはリモー

ト サーバ管理に使用できます。 

アプライアンスに直接接続されたモニタとキーボードが必要です。 

1. サーバの電源をオンにします。シスコ画面が開きます。 

図 25：Cisco 画面 – F8 キーを押して CIMC Configuration Utility に入る 

 

 

2. メモリ チェックが完了したら、F8 キーを押して、CIMC Configuration Utility に入ります。 
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図 26：CIMC Configuration Utility 

 

 

3. CIMC Configuration Utility で、リモート サーバ管理に使用する IP アドレスをセットアップします。 

4. 完了したら、保存して、終了します。 

これで、Web ブラウザで https://<CIMC-IP address>/ と入力して、サーバをリモートで管理できます。 

5. 初期ユーザ名は「admin」で、パスワードは「password」です。 
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図 27：Cisco Integrated Management Controller（CIMC）インターフェイス 

 

 

これで、CIMC インターフェイスを使用してサーバの状態を表示できるほか、KVM を開いて残りの設定をリモー

トで完了できます。 
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