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概要 
単一の UCS サーバ（UCS C220-M3）にインストールされる Cisco AMP Threat Grid アプライアンス（TGA）

は、完全な AMP Threat Grid マルウェア分析プラットフォームを実現します。Threat Grid アプライアンスは、

高度なマルウェア分析によって脅威の詳細な分析およびコンテンツを提供する、安全で極めてセキュアなオンプ

レミス環境を実現します。 

銀行、保険会社や医療機関などの、機密データを扱う多くの組織では、さまざまな法規制の遵守ルールやポリシー

制限などのガイドラインに従う必要があります。こうした規制により、特定種類のファイル（マルウェア アーティ

ファクトなど）は、マルウェア分析のためにネットワーク外部に送信することが禁止されています。Threat Grid 

アプライアンスをオンプレミスで維持することにより、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

信して分析できるようになるため、分析プロセスをネットワーク内で完結できます。 

AMP Threat Grid アプライアンスを使用することで、セキュリティ チームは非常にセキュアな独自の静的・動的

分析テクニックを使用し、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 
このガイドの対象読者は、TGA 管理者です。本書は、Threat Grid アプライアンスを新たに導入する方法、およ

びこのアプライアンスを管理してマルウェア分析を最適化する方法を説明します。また、Threat Grid アプライ

アンスと、他のシスコ製品やサービス（ESA アプライアンス、WSA アプライアンス、FireAMP プライベート ク

ラウド デバイスなど）との統合を担当する管理者に向けた情報も提供します。 

Threat Grid アプライアンスのセットアップと設定については、Threat Grid アプライアンス製品のマニュアル ページ 

[英語] から『Threat Grid Appliance Setup and Configuration Guide』を参照してください。 

最新情報 

バージョン 2.0.3 

このポイント リリースでは、FireAMP プライベート クラウド デバイス統合をサポートするさまざまな機能が導

入されています。これには、クリーン インターフェイスとダーティ インターフェイス間で DNS を分離する機能、

CA 管理、および FireAMP 統合設定が含まれます。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/amp-threat-grid-appliances/products-installation-guides-list.html�
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生成された SSL 証明書では CN が subjectAltName として複製されるようになりました。これにより、1 つ以上

の subjectAltName が存在する場合に CN フィールドを無視する SSL クライアントとの非互換性が解決されます。

このようなツールを使用する場合は、過去にアプライアンスが生成した証明書を作り直す必要が生じることもあ

ります。 

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）。 

はじめに 
Cisco AMP Threat Grid アプライアンスは、サンプルを分析するために必要なすべてのコンポーネントが出荷前

にあらかじめ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け取ったら、まずオンプレミス 

ネットワーク環境に合わせてセットアップし、設定する必要があります。 

サーバが稼働中になってからは、Threat Grid アプライアンス管理者が Threat Grid マルウェア分析ツールを使用

する組織とユーザの管理、アプライアンスの更新、バックアップを担当するとともに、その他のサーバ管理タス

クを実行します。 

更新 
最新の機能とセキュリティ更新プログラムをすべて確実にインストールするため、アプライアンスは更新してか

ら使用することを推奨します。 

「更新のインストール」の項で説明している手順に従って、新しいリリース更新プログラムの有無をチェックし、
インストールしてください。 

マニュアル 
Threat Grid アプライアンスのマニュアル（このドキュメント、Threat Grid Appliance Setup and Configuration 

Guide、書式設定されたバージョンのリリース ノート、統合ガイドなど）は、Cisco.com Web サイトの内部リ

ソース ページ（インストールおよびアップグレード ガイド {英語}）で入手できます。このページには、現在と

過去のアプライアンス リリースに関するマニュアルへのリンクが掲載されています。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/amp-threat-grid-appliances/products-installation-guides-list.html�
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Threat Grid Appliance Setup and Configuration Guide 

『Threat Grid Appliance Setup and Configuration Guide』は、最新のマニュアルに付属しています。これには、

ネットワーク インターフェイス、推奨ファイアウォール ルール、ネットワーク構成図、設定手順、およびその

他のタスクを含む詳細なセットアップ情報が記載されています。 

Threat Grid Appliance Release Notes 
OpAdmin Portal > [Operations] > [Update Appliance] > [Release Notes] 

注：書式設定された PDF 版の『Threat Grid Appliance Release Notes』も「インストールおよびアッ

プグレード ガイド」ページ（前述のリンクを参照）から入手できます。 

Threat Grid Portal Release Notes 

Portal UI のナビゲーション バー > [Help] > [Release Notes] 

Threat Grid Portal のオンライン ヘルプと API マニュアル 

Threat Grid Portal の「Using Threat Grid 」オンライン ヘルプ、API マニュアル、およびその他の情報は、「Threat 

Grid Portal ヘルプ」のメイン ページから入手できます: 

Threat Grid Portal ユーザ インターフェイス > ナビゲーション バー > [Help] 

[Help] ホームページが開いて、マニュアルへのリンクが表示されます。 

ESA/WSA アプライアンスのマニュアル 

ESA または WSA アプライアンスと Threat Grid アプライアンスの接続方法については、ESA/WSA アプラ

イアンスの Threat Grid アプライアンスへの接続を参照してください。 

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-gui
de-list.html 

• 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-guid
e-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/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�
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ライセンス 
Threat Grid ライセンスは、[OpAdmin Configuration License] ページで管理します。 

[Configuration] > [License] 

質問がある場合は、support@threatgrid.com にお問い合わせください。 

レート制限   

API レート制限は、ライセンス契約条件に基づいてアプライアンス全体に適用されます。API レート制限は API 送

信にのみ適用され、手動によるサンプル送信には適用されません。 

レート制限は、暦日ではなく、24 時間単位の時間枠に基づきます。送信制限に達すると、次の API 送信には 429 

エラーとともに、再試行するまで待たなければならない時間を通知するメッセージが返されます。 

前提 
このガイドでは、『Threat Grid Appliance Setup and Configuration Guide』で説明されている手順に従って初

期セットアップおよび設定が完了していること、およびマルウェア サンプルの初期テストが正常に送信・分析さ

れていることを前提としています。 

 

  

mailto:support@threatgrid.com�
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管理 

電源オン 
アプライアンスの電源をオンにして、起動するまで待ちます。シスコの画面が一時的に表示されます。 

図 1：起動時のシスコ画面 

 

 

注：CIMC インターフェイスを設定するには、メモリ チェックが完了した後に、F8 を押します。 

詳細については、『Threat Grid Appliance Setup and Configuration Guide』の「Configuring CIMC」の項を参

照してください。 

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。 
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図 2：TGSH ダイアログ  

 

 

注：TG アプライアンスのセットアップと設定が完了した後は、TGSH ダイアログにパスワードが表示されなく

なりますが、OpAdmin インターフェイスにアクセスして設定するには、このパスワードが必要です。 

パスワードの紛失：このパスワードを紛失した場合の手順については、紛失したパスワードの回復を参照してく

ださい。 
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ログイン名とパスワード：デフォルト 

Threat Grid Portal UI 管理者  

• ログイン： 「admin」 

• パスワード：「changeme」 

TGA 管理者：OpAdmin および threatgrid ユーザ  

OpAdmin 管理者のパスワードは「threatgrid」ユーザのパスワードと同じです。これは OpAdmin インターフェ

イスでメンテナンスします。デフォルトの管理者パスワードは初期 TGA セットアップ中に変更されるので、セッ

トアップ手順が完了すると読み取り可能なテキストで表示されなくなります。パスワードを紛失して OpAdmin に

ログインできない場合は、以下の「紛失したパスワードの回復」で説明している手順に従ってください。 

CIMC（Cisco Integrated Management Controller）  

• ログイン： 「admin」 

• パスワード：「password」 

紛失したパスワードの回復 
デフォルトの管理者パスワードが TGSH ダイアログに表示されるのは、アプライアンスの初期セットアップおよ

び設定中に限られます。初期設定が完了すると、パスワードは読み取り可能なテキストで表示されなくなります。 

管理者パスワードを紛失して OpAdmin にログインできない場合は、次の手順に従います。 

紛失した管理者パスワードのリセット 

1. アプライアンスをリブートします。 

起動中、次に示すように、短時間だけ [Recovery Mode] を選択可能な時間があります。 
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図 3：ブート メニュー - リカバリ モード 

 

Threat Grid シェルが開きます。 

図 4：リカバリ モードでの Threat Grid シェル 
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2. passwd を実行して、パスワードを変更します。 

図 5：新しいパスワードの入力 

 

注：このモードではコマンド プロンプトが常に表示されるとは限りません。また、ロギング出力が任意の時点で

入力と重なるように表示されることがあります。これは入力に影響を与えません。表示に関係なく入力を続ける

ことができます。 

3. ロギング出力の 2 行を無視します。パスワードを入力して Enter を押し、次にパスワードを再入力して Enter 

を再度押します。パスワードは表示されません。 

4. 新しいパスワードを保存するために、コマンド ラインから exit と入力する必要があります。 

リブートすると、新しいパスワードは保存されません。exit を入力しないと、すべてが問題ないように見

えても、パスワード変更は認識されずに廃棄されます。 

5. 次に、コマンド reboot を入力し、Enter を押してアプライアンスを通常モードで起動します。 

 

更新のインストール 
Threat Grid アプライアンスを新しいバージョンに更新するには、その前に、『Threat Grid Appliance Setup and 

Configuration Guide』に記載されている初期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。 

新しいアプライアンス：新しいアプライアンスが最新ではないバージョンで出荷された場合、更新をインストー

ルするには、最初に初期設定を完了する必要があります。アプライアンスの設定が完了するまで、更新を適用し

ないでください。 

アプライアンスの更新は、ライセンスがインストールされていない限りダウンロードされません。また、アプラ

イアンス（データベースを含む）の設定が完全に行われていないと、更新が正しく適用されない場合があります。 

Threat Grid アプライアンスの更新を適用するには、OpAdmin Portal を使用します。 

更新は不可逆です。つまり、新しいバージョンにアップグレードした後、前のバージョンに戻すことはできません。 

更新をテストするには、分析用のサンプルを送信してください。 

 

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。 
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図 6：アプライアンスのバージョン番号 

 

 

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

注：ダウンロードには時間がかかります。 

• 1.0 から 1.0+hotfix2 に更新する場合の所要時間は約 15 分です。 

• 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。 

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。 

 

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、以下のリリース バージョン番号に対応します。 
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ビルド番号 リリース バージョン リリース日 

2015.08.20160315165529.599f2056 2.0.3 3/15/2016 

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 

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 

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  

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  
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更新に使用されるポート 

Threat Grid アプライアンスは、ポート 22 を使用して SSH でリリース更新プログラムをダウンロードします。 

• バージョン 1.1 以降のアプライアンスでは、Web ベースの管理インターフェイス（OpAdmin）からだ

けでなく、テキスト（curses）ユーザ インターフェイスからでもリリース更新プログラムを適用できる

ようになっています。 

• バージョン 1.3 以降の DHCP を使用するシステムでは、明示的に DNS を指定しなければならなくなっ

ています。それ以前は、その必要はありませんでした。DNS サーバを明示的に指定していないシステム

の 1.3 への アップグレードは失敗します。 

更新のトラブルシューティング  

「database upgrade not successful」メッセージは、新しいアプライアンスが、サポートされているバージョン

より古いバージョンの PostgreSQL を実行していることを意味します。 

これは、自動化されたデータベース移行プロセスが失敗したことを意味する重大な問題であり、2.0 にアップグ

レードする前に修正する必要があります。 

詳細については、v2.0.1 のリリース ノートを参照してください。 

 

サポート：Threat Grid に関するお問い合わせ 
サポートが必要な場合、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です。 

https://tools.cisco.com/ServiceRequestTool/scm/mgmt/case 

• 電話。http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html を参照してください。 

 

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） 

mailto:support@threatgrid.com�
https://tools.cisco.com/ServiceRequestTool/scm/mgmt/case�
http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html�
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• 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 ダイアログで [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] を選択して、[Start Support Session] をクリックします。 

図 7：OpAdmin がライブ サポート セッションを開始  
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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。 

 

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

2. スナップショットを取得します。 

3. 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。 

バックアップ 
OpAdmin の [Operations] > [Backups] でバックアップを取ることができます。 

バックアップには、アプライアンス上で現在アクティブな一連のファイル（インストール済み SSL 証明書やネッ

トワーク設定など）が取り込まれます。サンプル、ユーザ、組織に関するデータは、バックアップから除外され

ます。 

複数のバックアップを作成してアプライアンスからダウンロードできます。 
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設定管理 
初期 Threat Grid アプライアンス設定は、『Threat Grid Appliance Setup and Configuration Guide』で説明さ

れている手順に従って、アプライアンスのセットアップ中に行います。 

Threat Grid アプライアンス設定は、TGSH ダイアログと OpAdmin Portal インターフェイスで管理します。 

Threat Grid 組織およびユーザ アカウントは、Threat Grid Portal UI 経由で（ナビゲーション バーの右上の 

[Welcome] メニューから）管理します。 

TGSH ダイアログと OpAdmin 設定タスクについては、以降の項で詳しく説明します。 

ネットワーク インターフェイスの設定管理 – TGSH ダイアログ 
TGSH ダイアログ インターフェイスは、主に以下の管理に使用します。 

• ネットワーク インターフェイスの設定 

• OpAdmin 管理者のパスワードの表示 

• 更新プログラムのインストール 

• サポート モードの有効化 

• サポート スナップショットの作成および送信 

注：DHCP を使用して IP を取得する場合は、ネットワークに関する項の下にある「DHCP の使用」に進んでく
ださい。 

 

1. TGSH ダイアログ 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、現在のネットワーク設定が表示されます。 

2. 必要に応じて、設定を変更します。 

注：新しい文字を入力する前にバックスペースを押して古い文字に削除する必要があります。 

3. ダーティ ネットワークの [DNS Name] を空白のままにします。 

4. ネットワーク設定の更新が完了したら、Tab 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。 
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5. [Apply] を選択して各種設定を適用します。 

コンソールは空白のグレーのボックスになり、その後、実行した設定変更の詳細情報がリストされます。 

6. [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。これで、ネットワー

クの設定は完了しました。 

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方法の 1 つは、ユーザ「threatgrid」で管理 IP アドレスに SSH 接続することで

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 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。 

パスワードの更新 

パスワードを紛失した場合は、「はじめに」の「紛失したパスワードの回復」を参照してください。 

リカバリ モードでのネットワークのセットアップ 

1. 再起動してブート メニューが表示されるまで待ちます。ブート メニューは短時間しか表示されないので、

見逃さないよう注意してください（図 3 の「ブート メニュー - リカバリ モード」を参照）。 

2. [Recovery Mode] を選択します。システムが起動するまで数分間待ちます。 

3. システムが起動したら、Enter を数回押して clean コマンド プロンプトを表示させます。 

4. netctl clean を入力し、以下の質問に対して応答します。 

• Configuration type：static 

• IP Address：<クリーン IP アドレス>/<ネットマスク> 

• Gateway Address：<クリーン ネットワーク ゲートウェイ> 

• Routes：<空白> 

• 最後の質問に対して y と応答します。 

5. Exit と入力して設定を適用します。 

この時点で、アプライアンスはクリーン インターフェイスのポート 19791/tcp でアウトバウンド サポート接続

を開こうと試みます。 
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メイン設定管理 – OpAdmin Portal 
初期セットアップおよび設定ウィザードの説明については、『Threat Grid Appliance Setup and Configuration 

Guide』を参照してください。新しいアプライアンスでは、管理者が追加の設定を行う必要があります。また、

時間がたつにつれ、OpAdmin の設定を更新しなければならなくなる場合があります。 

OpAdmin Portal は、Threat Grid アプライアンス管理者向けの中心的な設定インターフェイスです。このインター

フェイスは Web ポータルで、TGA の管理インターフェイスで IP アドレスを設定した後に使用できるようにな

ります。 

OpAdmin は、アプライアンスの設定ツールとして推奨されており、実際、アプライアンスの設定の多くは OpAdmin 

を使用しなければ行うことができません。OpAdmin は、以下をはじめとする重要な Threat Grid アプライアンス

の設定を構成および管理するために使用します。 

• 管理者のパスワード（OpAdmin および「threatgrid」ユーザ用） 

• Threat Grid ライセンス 

• レート制限 

• SMTP 

• SSH 

• SSL 証明書 

• DNS サーバ（FireAMP プライベート クラウド統合用の DNS 設定を含む） 

• NTP サーバ  

• サーバ通知 

• Syslog メッセージおよび Threat Grid 通知のリモート サーバ セットアップ 

• CA 証明書管理（FireAMP プライベート クラウド統合用） 

 

注：設定中に IP アドレスとの接続が中断される可能性を低くするために、OpAdmin での設定更新は 1 回のセッ

ションで完了する必要があります。 

注：OpAdmin は、ゲートウェイ エントリについては検証しません。誤ったゲートウェイ設定を入力して保存す

ると、OpAdmin インターフェイスにアクセスできなくなります。管理インターフェイスで誤った設定を入力し

て保存した場合は、コンソールを使用してネットワーク設定を修正する必要があります。管理インターフェイス

がまだ有効であれば、OpAdmin で修正して再起動することによって問題を解決できます。 

注意：OpAdmin は HTTPS を使用します。ブラウザで管理 IP を指定するだけでは不十分です。 

https://adminIP/ または https://adminHostname/ 



Cisco AMP Threat Grid アプライアンス管理者ガイド 

設定管理 
 

18 

SSH キー  

SSH キーをセットアップすることによって、Threat Grid アプライアンス管理者は SSH を使用して TGSH ダイ

アログ（threatgrid@<host>）にアクセスできるようになります。 

SSH キーによって、ルートへのアクセスやコマンド シェルが提供されることはありません。複数のキーを追加

できます。 

[Configuration] > [SSH] 

Syslog 

定期的な通知を設定して（OpAdmin の [Configuration] > [Notifications]）電子メールでシステム通知を配信でき

るだけでなく、Syslog メッセージと Threat Grid 通知を受け取るようにリモート Syslog サーバを設定すること

もできます。 

1. OpAdmin の [Configuration] > [Syslog] を選択します。 

2. 表示されるフィールドにサーバ DNS を入力した後、ドロップダウン リストからプロトコルを選択します（デ

フォルトの [TCP]、または [UDP] を選択できます）。 

3. [Verification] チェックボックスをオンにします。これにより、[Save] をクリックした時点で DNS ルックアッ

プが実行されます。ホストがその名前を解決できない場合は、エラーが出力され、（有効なホスト名を入力

するまで）ホスト名は保存されません。 

[Verification] チェックボックスをオンにしなければ、アプライアンスは DNS で有効な名前であるかどうか

にかかわらず、任意の名前を受け入れます。 

4. [Save] をクリックします。 

編集または削除する場合：Syslog DNS を更新するには、DNS を編集または削除して [Save] をクリックするだ

けです。 

 

再設定 

設定に変更を加えると、[Configuration] メニューの下にライトブルーのアラートが表示されます。OpAdmin の

設定を更新した後、別途設定を保存する必要があります。 

1. [Configuration Changed] をクリックします。[Reconfiguration] ダイアログが開きます。 
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図 8：[Reconfigure Now] 

 

2. [Reconfigure] をクリックして変更をアプライアンスに適用します。  
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DHCP の使用  
ほとんどのアプライアンス ユーザは DHCP により設定されたネットワークを使用しません。ただし、DHCP を

使用するように設定されたネットワークに接続している場合は、この項を読んでください。 

注：アプライアンス ネットワークの初期設定で DHCP を指定したものの、静的 IP アドレスに切り替える必要が

生じた場合は、以下の「ネットワーク設定と DHCP」を参照してください。 

TGSH ダイアログには 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な情報が表示され

ます。 

DHCP の IP アドレスは、アプライアンスの起動直後に表示されないことがあります。その場合は、しばらくお

待ちください。 

DHCP の明示的 DNS  

v1.3 以降、DHCP を使用するシステムでは明示的に DNS を指定しなければならなくなっています。それ以前は、

その必要はありませんでした。DNS サーバを明示的に指定していないシステムの 1.3 への アップグレードは失

敗します。 

図 9：TGSH ダイアログ（DHCP を使用するように設定されたネットワークに接続） 

 

 

• [Admin URL]：管理ネットワーク。OpAdmin の残りの設定作業を継続するためにこのアドレスが必要

です。 

• [Application URL]：クリーン ネットワーク。 

注：これは OpAdmin での設定後に、Threat Grid アプリケーションにアクセスするために使用するアドレ

スです。 
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• ダーティ ネットワークは表示されません。 

• [Password] は管理者の初期パスワードで、アプライアンスのインストール時にランダムに生成されま

す。後で、OpAdmin 設定プロセスの最初の手順として、このパスワードを変更する必要があります。 

永続的に DHCP を使用する場合、管理 IP アドレスをスタティックに変更する必要がなければ、追加のネットワー

ク設定は不要です。 

ネットワーク設定と DHCP 

• 初期設定で DHCP を指定し、3 つのネットワークすべてに対して、IP 割り当てを DHCP から永続的な

静的 IP アドレスに調整する必要がある場合は、次の手順に従ってください。 

注：OpAdmin は、ゲートウェイ エントリについては検証しません。誤ったゲートウェイ設定を入力して保存す

ると、OpAdmin インターフェイスにアクセスできなくなります。管理インターフェイスで誤った設定を入力し

て保存した場合は、コンソールを使用してネットワーク設定を修正する必要があります。管理インターフェイス

がまだ有効であれば、OpAdmin で修正して再起動することによって問題を解決できます。 

 

1. 左側の列で、[Network] をクリックします。（[License] ウィンドウで [Configuration] > [Network] にチェッ

ク マークが付いていますが、DHCP ネットワーク設定はまだ完了していません）。 

[Network Configuration] ページが開きます。 

クリーン 

2. IP Assignment。ドロップダウンから [Static] を選択します。 

3. IP アドレス。クリーン ネットワーク インターフェイス用の静的 IP アドレスを入力します。 

4. 必要に応じて、[Subnet mask] と [Gateway] を入力します。 

5. [Validate DNS Name] の横のチェック ボックスをオンにして、DNS によって、入力した IP アドレスに解決

されることを検証します。 

ダーティ 

6. IP Assignment。ドロップダウンから [Static] を選択します。 

7. IP アドレス。ダーティ ネットワーク インターフェイス用の静的 IP アドレスを入力します。 

8. 必要に応じて、[Subnet mask] と [Gateway] を入力します。 

管理機能 

管理ネットワークの設定は、アプライアンスの初期セットアップおよび設定中に、TGSH ダイアログを使用して

行われています。 
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DNS 

9. [Primary DNS Server] および [Secondary DNS Server] フィールドに入力します。 

設定の保存 

10. 完了後、[Next (Applies Configuration)] をクリックして、ネットワーク設定を保存します。 

SMTP/電子メール 

電子メールの設定は、[Email] ページで管理します。 

時刻 

NTP サーバは、[Date and Time] ページで管理します。 

 

DHCP 設定の適用  

DHCP の設定を適用するには、[Configuration Changed] をクリックし、次に [Reconfigure Now] をクリックし

ます。 
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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 

お客様が用意する CA 証明書はサポートされます 
2.0.3 リリースでは、お客様が用意する信頼できる証明書または CA 証明書を自分でインポートができるように

なりました。 

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 10：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。 
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• 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。 

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。 
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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。 

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。 



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 
 

27 

• -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。 

• -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-gui
de-list.html 

• 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-guid
e-list.html 

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。 

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�
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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。 

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 ポータルにログインします。 

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。 
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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 11：[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] を

選択します。 

必要に応じてデフォルトを置き換える新しい 

SSL 証明書を（「Threat Grid Application」の

クリーン インターフェイスから）再生成し、

それを FireAMP プライベート クラウド デバ

イスにインストールするためにダウンロードし

ます（TGA SSL 証明書の説明については、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。 
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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。 

新規組織の作成 
ユーザは常に組織に所属します。したがって、ユーザを追加するには、まず組織を作成し、そこにユーザを追加

する必要があります。 

重要：いったん作成された組織をこのインターフェイスから削除することはできないため、このタスクは慎重に

計画する必要があります。 

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

2. 左上隅にある [Welcome] ドロップダウン リンクをクリックし、[Manage Orgs] を選択します。[Organizations] 

ページが開き、アプライアンスに設定されているすべての組織がリストされます。 

3. 画面の右上隅にある [Add Organization] ボタンをクリックします。[Properties] ダイアログボックスが開き

ます。 

4. すべてのフィールドは必須です。 

名前組織名を追加します（現在、名前の文字数制限はありません）。 

[Industry]：[Industry] ドロップダウンから、ビジネスのタイプを選択します。該当する業界がリストにない

場合は、[Unknown] に設定したままにし、Threat Grid サポート（support@threatgrid.com）に連絡してオ

プションの追加を依頼してください。 

他のオプションを設定します。 

[Rate Limit]： 

API レート制限は、ライセンス契約条件に基づいてアプライアンス全体に適用されます。API レート制限は API 

送信にのみ適用され、手動によるサンプル送信には適用されません。ライセンス内のレート制限は組織に適

用されます。 

デフォルトのユーザ送信レート制限を設定します。また、Threat Grid Portal オンライン ヘルプ（ナビゲー

ション バーで [Help] > [Using Threat Grid Online Help] の順に選択）の「Using Threat Grid」で説明され

ている手順に従って、ユーザごとにサンプル送信レートを設定することもできます。 
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レート制限は、暦日ではなく、24 時間単位の時間枠に基づきます。送信制限に達すると、次の API 送信に

は 429 エラーとともに、再試行するまで待たなければならない時間を通知するメッセージが返されます。 

 

[Priority] フィールドはなくなる予定ですが、ここでは「50」を入力しておきます。 

5. [Create] をクリックします。新しい組織が作成され、[Organizations] リストに表示されます。 

ユーザの管理 
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。 
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プライバシーとサンプルの可視性 
サンプルを分析のために Threat Grid に送信する際、重要な考慮点の一つは内容のプライバシーです。機密情報

を含むドキュメントやアーカイブ タイプが分析のために送信される際、プライバシーは特に重要になります。Threat 

Grid にアクセス可能なユーザにとって、特に検索 API を使う場合は、機密資料へのアクセスが比較的簡単なため

です。 

プライバシーは、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 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。一般に、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 Threat 

Grid ユーザにしか表示されません。 

 

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）。 
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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）。 

 

図 12：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。 
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アプライアンスのワイプ 
V1.4.4 には、Threat Grid アプライアンスのディスクをワイプできる、新しいブート メニュー オプションが導入

されています。 

アプライアンスのワイプ オプションを使用すると、アプライアンスの廃止前、または Cisco Demo Loan Program に

返却する前に、アプライアンスからすべてのデータを削除できます。このプロセスにはいくつかのバリエーション

があります。中には、高度なテクニックを使用してデータを取得しようという試行に対してセキュリティを強化す

るために、追加パスを提供しているものもあります（高度なテクニックを使用しても最近のハード ドライブ エンコー

ディングには対抗できないと見られているため、最速の単一パスのワイプ オプションであっても安全かつ十分です）。 

重要：この操作を実行すると、シスコに返却してイメージを再作成しない限り、アプライアンスを運用できなく

なることに注意してください。 

1. アプライアンスをリブートします。 

起動中、[Wipe Appliance] を選択できる 4 秒間の時間枠があります。 

図 13：アプライアンスのワイプ 
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2. このオプションには、次のユーザ名とパスワードが必要です。 

ユーザ名： 「wipe」 

パスワード： 「I ACCEPT ALL RESPONSIBILITY FOR THIS ACTION」 

 

3. 次に、ワイプのオプションを選択します。各オプションのおおよその実行時間については、ワイプ オプション

を参照してください。 

図 14：ワイプ オプション 
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4. ワイプ操作が完了すると、[Wipe Finished] 画面が表示されます。 

図 15：ワイプ終了 

 

5. Enter を押して終了します。 

 

ワイプ オプション 

 

ワイプ オプション おおよその実行時間 

Wipe (Fast: Zero Disks) 2.5 時間 

Wipe (3-pass DOD method) 16 時間 

Wipe (Random Overwrite) 12 時間 
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付録：OpAdmin メニュー  
次のスクリーンショットに OpAdmin 内の多くのタスクを実行するために使用可能なさまざまなメニュー オプショ

ンを示します。 

[Configuration] メニュー 

図 16：OpAdmin の設定メニュー 

 

 

注：将来 OpAdmin の各種設定を変更する必要が生じた場合、編集モードにするために [Configuration] メニュー

からアクセスする必要があります。 
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[Operations] メニュー 

図 17：OpAdmin の運用メニュー  

 

 

注：リリース ノートを表示するには、[Update Appliance] を選択します。 
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[Status] メニュー 

図 18：OpAdmin の [Status] メニュー 
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[Support] メニュー 

図 19：OpAdmin の [Support] メニュー 

 

 

このメニューからライブ サポート セッション（サポート モード）にアクセスできます。詳細については、サポー

トに関する項を参照してください。 
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