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表記法

表記法 

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

表記法 説明

太字 コマンド、キーワード、およびユーザが入力するテキストは太字で記載されます。

イタリック体 文書のタイトル、新規用語、強調する用語、およびユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。

角カッコの中の要素は、省略可能です。

必ずいずれか つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

いずれか つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

引用符を付けない一組の文字。 の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符

も含めて とみなされます。

courier フォント システムが表示する端末セッションおよび情報は、courier フォントで示しています。

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示しています。

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。

、 コードの先頭に感嘆符（ ）またはポンド記号（ ）がある場合には、コメント行であることを示します。
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前掻き

前掻き 

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート 

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の で、毎月更新される『

』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も

示されています。

『 』は、シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示し、

フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツをデスクトップに配信することもで

きます。 フィードは無料のサービスです。

法的情報：ハードウェア 

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『 』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。

クラス 準拠装置に関する記述：この装置はテスト済みであり、 ルール に規定された仕様のクラ

ス デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの制限は、商業環境で装置を使用したときに、干

渉を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射する可能性が

あり、この装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害

が起こることがあります。住宅地でこの装置を使用すると、干渉を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザ

側の負担で干渉防止措置を講じる必要があります。

クラス 準拠装置に関する記述：この装置はテスト済みであり、 ルール に規定された仕様のクラ

ス デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの制限は、住宅地で使用したときに、干渉を防止

する適切な保護を規定しています。本機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、指

示に従って設置および使用しなかった場合、無線通信障害を引き起こす場合があります。ただし、特定の設置条件にお

いて干渉が起きないことを保証するものではありません。装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合には、次の方

法で干渉が起きないようにしてください。干渉しているかどうかは、装置の電源のオン オフによって判断できます。

■  受信アンテナの向きを変えるか、場所を移動します。

■  機器と受信機との距離を離します。

■  受信機と別の回路にあるコンセントに機器を接続します。

■  販売業者またはラジオやテレビの専門技術者に連絡します。

シスコでは、この製品の変更または改造を認めていません。変更または改造した場合には、 認定が無効になり、さ

らに製品を操作する権限を失うことになります。

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

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
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法的情報：ソフトウェア

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 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。

ハード コピーおよびソフト コピーの複製は公式版とみなされません。最新版はオンライン版を参照してください。

シスコは世界各国 箇所にオフィスを開設しています。各オフィスの住所、電話番号、 番号は当社の サイ

ト（ ）をご覧ください。

法的情報：ソフトウェア 

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『 』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。

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 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。

ハード コピーおよびソフト コピーの複製は公式版とみなされません。最新版はオンライン版を参照してください。

シスコは世界各国 箇所にオフィスを開設しています。各オフィスの住所、電話番号、 番号は当社の サイ

ト（ ）をご覧ください。

シスコの商標または登録商標 

シスコの商標の一覧は でご確認いただけます。

http://www.cisco.com/go/offices/
http://www.cisco.com/go/offices/
http://www.cisco.com/go/trademarks
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シスコの著作権（すべての文書）

シスコの著作権（すべての文書） 
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はじめに

はじめに 

アプライアンスは完全な マルウェア分析プラットフォームで、お客様の業務の現場に設置され

た単一の サーバ（ ）にインストールされます。

銀行や医療サービスなど、センシティブ データを扱う多くの組織では、マルウェア分析のためにネットワーク外へのファイ

ル送信を禁止するルールを設けています。 アプライアンスをオンプレミスに維持することで、ネットワークか

ら離れることなく、分析用にドキュメントやファイルを送信できます。

アプライアンスを受領後、 スタッフはセットアップおよび設定を行う必要があります。

このドキュメントでは、分析用のマルウェア サンプルを送信できるように、新しい アプライアンスのセットアッ

プと設定の方法について説明します。
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計画

計画 

お届けする アプライアンスは、シスコの製造部門によってあらかじめ ソフトウェアがインストー

ルされた サーバです。

アプライアンスを受け取ったら、セットアップを行い、使用するネットワーク環境に合わせた設定をする必要があります。

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。以下にそれらを説明します。

環境要件 

アプライアンスは 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。

Cisco UCS C220 M3 サーバの参考資料リンク 

サーバ インストレーションおよびサービス ガイド 

Cisco UCS C220 M3 高密度ラック サーバ（小型フォーム ファクタ ディスク ドライブ モデル）スペック シート 

シスコの電源/冷却カリキュレータのリンク 

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。

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 です。スイッチで使用可能な ポートがない場合、または

が適切でない場合、 用トランシーバを使用できます。

注：サーバにモニタを接続できます。また、 （ ）が設定されている場合、

リモート を使用できます。

ネットワーク要件 

アプライアンスには次の つのネットワークが必要です。

■  管理（ ）：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（ ）：「クリーン」ネット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。

■  ダーティ（ ）：「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。内部ネットワーク アセットを保護するために、企業 とは異なる外部 アドレス（つまり、「ダーティ

な」インターフェイス）の使用を推奨します。

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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計画

DNS および NTP サーバ アクセス 

および 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。

推奨されるファイアウォール ルール 

遷移元 目的 理由

ダーティ インターフェイス インターネット 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 許可 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 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 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

クリーン インターフェイス 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メール

サーバに接続

クリーン インターフェイス インターネット 許可 サポートへの接

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

許可 アプライアンスの とユーザ

インターフェイス

管理ネットワーク 管理インター

フェイス

許可 および インター

フェイス
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計画

ドメイン 

アプライアンスはドメイン にアクセスできる必要があります。

ThreatGRID ライセンス 

からライセンスとパスワードが提供されます。

ThreatGRID の組織とユーザ 

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、 の初期ユーザ アカウントおよび組織を作成す

る必要があります。その後、ユーザはログインし、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、組

織の構成によっては、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。

アプライアンスのセットアップおよび設定の手順 

以下は、このドキュメントで説明する最初の アプライアンスの設定手順です。

1. アプライアンスのセットアップ

2. ネットワーク インターフェイスの接続

3. ネットワーク設定

4. の設定

5. サンプルの送信

所要時間 

基本的なセットアップと設定の作業には 時間ほどかかります。
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アプライアンスのセットアップ

ThreatGRID アプライアンスのセットアップ 

ハードウェアのセットアップ 

まず、アプライアンス背面の両方の電源を接続し、付属の 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 ポートに差し込みます。

（ ）が構成に含まれる場合、リモート を使用できます。

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「参考資料」セクションに記載されています。

ネットワーク インターフェイスの接続 

次のネットワーク インターフェイスを接続する必要があります。

■  管理（ ）： 管理ネットワークに接続する必要があります。

注：管理インターフェイス用のフォーム ファクタは です。

■  クリーン ： クリーン ネットワークに接続する必要があります。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、発信アクセスを必要としません。

■  ダーティ（ ）： ダーティ ネットワークに接続する必要があります。インターネット アクセスを必要とします。

および 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。

■  ： 構成に含まれている場合、サーバ管理とメンテナンスのために使用されます。

注：アプライアンスを動作可能にするためには、クリーン ネットワークとダーティ ネットワークの両方のインターフェイ

スを設定する必要があります。

ネットワーク インターフェイスへの接続 

アプライアンスの背面にある ポート（ 個）と 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。
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アプライアンスのセットアップ

図 ： ラック サーバ

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、 までお

問い合わせください。ネットワーク インターフェイス接続が間違っていると、 アプライアンスは機能しません。

非管理 ポートはバックアップおよびストレージのサポートのために予約済みであることにも注意してください。

サーバに関する詳細情報については、下の図 を参照してください。
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アプライアンスのセットアップ

図 ： 背面の詳細図
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アプライアンスのセットアップ

電源オン 

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 ：起動時のシスコ画面

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 キーを押し、「 の設定（オプション）」の

セクション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 ダイアログが表示されます。
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アプライアンスのセットアップ

図 ： ダイアログ（ は設定されていない）

注： ダイアログには管理者パスワードが表示されます。これは、ワークフローの後の方で 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。

ネットワーク設定 

サーバがネットワークに正常に接続され、電源が入ると、 の設定に対する複数のネットワーク

インターフェイスが存在するようになります。
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アプライアンスのセットアップ

ThreatGRID アプライアンスのインターフェイス 

TGSH ダイアログ 

最初のインターフェイスは ダイアログで、アプライアンスが正常に起動すると表示されます（上記を参照）。

アプライアンス設定のこの時点では管理 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、この作業を行うために ツールにアクセスできません。

（これは を使用していないことを前提としています。 を使用している場合は、このウィンドウに アドレス

が表示されるまでに 分程度かかる場合があります。しばらくお待ちください）

注： の設定時の利便性を考えて（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。

tgsh 

これは、古い非推奨インターフェイスです。現在サポートされていませんが、エキスパートによる低レベルのデバッグに使

用可能な読み取り専用ツールです。 にアクセスするには、 ダイアログで を選択します。

注： は ユーザと同じクレデンシャルを使用します。したがって、 によって行われたパスワー

ド変更 更新は にも影響を及ぼします。

注意： によるネットワーク設定の変更は、カスタマーサポートから特に指示がない場合はサポートされません。

または ダイアログを代わりに使用する必要があります。

OpAdmin Portal 

これは主要な 設定ツールです。ライセンス、電子メール、日時などのアプライアンスの設定の多くは

からのみ実行できます。

CIMC 

番目のインターフェイスは で、サーバの管理に使用します。

ネットワーク インターフェイスを設定するには 

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

を取得するために を使用する場合は「 の使用」のセクションに進みます。

1. ダイアログのインターフェイスで、 を選択します。

コンソールが開きます。
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アプライアンスのセットアップ

図 ： ダイアログ： 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。

3. を から に変更します。

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。

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

5. フィールドの設定をデフォルトの のままにします（追加のルートが必要な

い場合）。
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アプライアンスのセットアップ

図 ：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 を空白のままにします。
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アプライアンスのセットアップ

図 ：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、 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、 に入力した値が表示されます。
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アプライアンスのセットアップ

図 ：ネットワーク設定の確認

8. 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。
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アプライアンスのセットアップ

図 ：ネットワーク設定：実行した変更のリスト

9. を選択します。

コンソールが更新され、入力した アドレスが表示されます。
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アプライアンスのセットアップ

図 ：ネットワーク設定の完了

ネットワーク設定の完了 

ダイアログでの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 は の設定が完了するまで機能しません。

次の手順は インターフェイスのワークフローを使用して残りの アプライアンス設定作業を完了

することです。この作業は「 の設定」のセクションで説明しています。

TGSH ダイアログへの再接続 

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、 が設定されている場合

はリモート 経由でアクセスできます。

ダイアログに再接続する方法の つは、ユーザ「 」で管理 アドレスに することです。必要なパ

スワードは、 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 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。



アプライアンス クイック スタート ガイド

の設定

DHCP の使用 

ほとんどのアプライアンス ユーザは により設定されたネットワークを使用しません。ただし、 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、このセクションの手順に従います。

ダイアログには 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。 の

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。しばらく待機してください。

図 ： ダイアログ（ を使用するように設定されたネットワークに接続）

■  ：管理ネットワーク。 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。

■  ：クリーン ネットワーク。

注：これは での設定後に、 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。

■  ダーティ ネットワークは表示されません。

■  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、

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 を使用する場合、管理 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。

初めは を使用していて、その後スタティック に変更する場合、 ダイアログを使用して管理ネットワークを

設定し、 インターフェイスでクリーン ネットワークとダーティ ネットワークを設定する必要があります。

設定時の利便性を考慮して、パスワードと アドレスを別のテキスト ファイルに記録しておくことを推奨します。

OpAdmin の設定 

はアプライアンス上の 管理者のポータルです。管理インターフェイスで アドレスを設定した後

で使用できる インターフェイスです。 は、管理者のパスワード、 ライセンス、電子メール、

および サーバ、その他のサーバ設定など、他のアプライアンス設定を完了するために使用されます。
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ブラウザで操作するため、利便性を考慮して、アプライアンスにマウスを追加することを推奨します。

注意：これは です。ブラウザで管理 を指定するだけでは不十分です。 または

を指定してください。

これは、アプライアンスを設定するための推奨されたツールであり、実際に、 ライセンス、電子メール、日時

などアプライアンスの設定の多くは を使用してのみ実行できます。

OpAdmin インターフェイスに関する注意 

が他のシスコ製品と統合するにつれて、 インターフェイスは現在、開発の途中にあります。その

ため、インターフェイスの手順およびラベルは実際のタスクに直接一致しない場合があります。このセクションの目的は、

できるだけすばやく簡単にこのプロセスを完了する手順を示すことです。

構成ワークフロー 

以降のセクションの手順は、設定時の アドレスに割り込みが入る可能性を減らすために、 回のセッションで完了する

必要があります。
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ログイン 

OpAdmin インターフェイスにログインするには 

10. ブラウザで インターフェイス（「 」付きの管理 ）を指定します。

のログイン画面が開きます。

図 ： のログイン

11. 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、 をクリックします。

ページが開きます。

次のセクション「 パスワードの変更」に進みます。
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admin パスワードの変更 

管理者の初期パスワードは、出荷前の インストール時にランダムに生成され、 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 ： のパスワード変更

1. ダイアログのパスワードを 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. をクリックします。

パスワードが更新されます。 ページが表示されます。

注：新しいパスワードは 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。

パスワードを紛失した場合、 セクションの の手順に従います。

次のセクションに進みます。  
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エンドユーザ ライセンス契約への同意 

図 ： エンドユーザライセンス契約書

1. 契約を確認します。

2. 最後までスクロールし、 をクリックします。

ページが開きます。
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図 ： ページ

「ネットワーク設定」のセクション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推奨します。

ダイアログを使用してネットワーク接続を設定が完了している場合は、「ライセンスのインストール」のセクションに

進みます。
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ネットワーク設定 

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、 ページに表示される アドレ

スは、アプライアンスのネットワーク設定時に ダイアログに入力した値を反映します。 を維持する場合は、追

加の変更を行う必要はありません。「ライセンスのインストール」のセクションに進みます。

ネットワーク設定と DHCP 

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

場合、このセクションの手順を実行します。

1. 左の列で、 をクリックします （ ウィンドウで にチェック マーク

が付いていますが、 ネットワーク設定はまだ完了していません）。

ページが開きます。

図 ： ページ：デフォルト表示
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■  最初に を使用していて、スタティック アドレスに切り替える必要がある場合は、 ダイアログに戻り、

管理ネットワーク設定のみを設定する必要があります。

その後、この ページに戻り、クリーン ネットワークとダーティ ネットワークの

設定を行います。

■  を初期設定にのみ使用し、 つのネットワークすべてに対して、 割り当てを から永続的なスタティッ

ク 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。

クリーン 

2. 。ドロップダウンから を選択します。

3. アドレス。クリーン ネットワーク インターフェイス用のスタティック アドレスを入力します。

4. 必要に応じて、 と を入力します。

5. の横のチェック ボックスをオンにして、 によって、入力した アドレスに解決されるこ

とを検証します。

図 ：スタティック によるネットワーク設定のクリーンおよびダーティ
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ダーティ 

6. 。ドロップダウンから を選択します。

7. アドレス。ダーティ ネットワーク インターフェイス用のスタティック アドレスを入力します。

8. 必要に応じて、 と を入力します。

管理機能 

ダイアログを使用して、すでに管理ネットワーク設定を完了しています。

DNS 

9. および フィールドに入力します。

オプションのホスト名 

10. ：無視します。

図 ：ネットワークの各種設定

設定の保存 

11. 完了後、 をクリックして、ネットワークの各種設定の保存と適用を行う必要があります。

次のセクションライセンスのインストールに進みます。 
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ライセンスのインストール 

ネットワークが設定されているため、 ライセンスをインストールできます。

1. 左の列で をクリックします。

ページが開きます。

図 ：ライセンスのインストール

2. の下の 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 フィールドに入力します。

4. をクリックしてインストールします。

ページが更新され、次のような情報が表示されます。
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図 ：インストールの正常終了後のライセンスページ

5. をクリックして続行します。

ページが開きます。

次のセクション「電子メールの設定」に進みます。
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電子メールの設定 

ワークフローの次の手順は、電子メールを設定することです。

1. 左の列の をクリックします。

ページが開きます。

図 ：電子メールの設定

2. （電子メール ホスト）の名前を入力します。

3. ポートを から 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. をクリックします。

ページが開きます。

次のセクション「日時、 サーバの設定」に進みます。

日時、NTP サーバの設定 

ここで サーバも識別します。
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図 ： サーバ設定

1. ドロップダウン リストから サーバを選択します。

2. と は無視します。

3. をクリックします。

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「設定のインストール」に進みます。
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設定のインストール 

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。

図 ：設定のインストール

1. ページで、 をクリックします。

設定スクリプトがインストールされ、次のように、「 」というメッセージが表示されます。
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図 ：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、 はオレンジ色の から緑色の メッセージに変化し、

正常終了を示します。 ボタンは緑色に変化し、設定出力が表示されます。



アプライアンス クイック スタート ガイド

設定のインストール

図 ：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、 をクリックします。「 」というメッセージが

表示されます。

リブートには最長 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。

図 ：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。
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図 ：アプライアンスは設定済み

アプライアンス設定の完了 

アプライアンスが設定されました。

最後の手順は、分析用サンプルの送信によって、設定をテストすることです。次のセクション「 の使用」に進

み、この作業を完了します。
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ThreatGRID の使用 
アプライアンスが正しく設定されていることの最終テストは、 ソフトウェアを使用したサンプルの送信です。

ThreatGRID のマニュアル 

分析のためにマルウェアのサンプルを に送信する方法、および組織や個人の追加方法を含む、他の

タスクの実行方法の詳細手順については、 ユーザ インターフェイスの メニューからア

クセス可能な、ユーザ ガイド『 』を参照してください。参照：

。

サンプルの送信 

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、 ポータルにサインインします。

ページが開きます。

図 ： ページ

4. デフォルトのログインとパスワード、 を入力します。

5. をクリックします。

メインの ページが開きます。



アプライアンス クイック スタート ガイド

の使用

図 ： ページ

6. 右上の ボックスで、マルウェア分析用にアップロードするファイルを選択するか、 を入力

します。

7. をクリックします。

のサンプル分析プロセスを起動します。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 セクションに表示されます。分析が完了すると、結果が セクションで

確認できるようになります。

ThreatGRID の組織とユーザ 

ではデフォルトの組織が提供されます。さらに多くの組織とユーザを追加するには、 ド

ロップダウン メニューから、 と をそれぞれ選択します。
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図 ： の組織と個人の管理

完全な手順とマニュアルについては、「 の使用」を参照してください。
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OpAdmin のメニュー 

次のスクリーンショットに 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 ： の設定メニュー

将来 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 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 ： の運用メニュー

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

図 ： の メニュー
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[Support] メニュー 

図 ： の 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、次のセクション「サポート

モード」を参照してください。
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サポート 

サポート モード 

エンジニアによるサポートが必要な場合、「サポート モード」を有効化するように求められることがあります。

これは、 インターフェイスから、画面上部の設定メニューの ボタンをクリックして実行でき

ます （シェルにログインして、 を実行することも可能です）。

図 ： がライブサポート セッションを開始

サポートに連絡 

エンジニアによるサポートを依頼する場合、問い合わせを電子メールで に送信

するか、シスコのサポート ポータルにアクセスしてください。

サポート ポータルのアカウントを持っていない場合は、電子メールで依頼してください。

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（シェルから ）

■  完全なサービス ステータス（シェルから ）

mailto:support@threatgrid.com
https://threatgrid.desk.com/
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サポート

■  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 インターフェイス）

■  サポート依頼の詳細

パスワードの紛失 

パスワードを紛失した場合は、次の手順を実行する必要があります。

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、 秒間、 を選択可能な時間があります。

図 ：リカバリ モード
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2. シェルが開きます。

図 ：リカバリ モードの シェル

3. passwd を実行して、パスワードを変更します。

図 ：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。

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

キーを再度押します。パスワードは表示されません。

5. 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。

リブートしても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。

6. アプライアンスをリブートして、再度、通常モードで入ります。

 

CIMC の設定（オプション） 
サーバの起動時に表示される最初のウィンドウはシスコ ウィンドウです。このウィンドウから

（ ）設定ユーティリティに入ることができます。
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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。

CIMC を設定するには 

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 ： 設定ユーティリティの開始
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2. メモリ チェックの完了後、表示に従って キーを押すと、 設定画面が表示されます。

図 ： 設定画面

3. 設定画面で、リモート サーバ管理に使用する アドレスを設定します。

4. 完了したら、内容を保存し、 設定画面を終了します。

この時点で、 ブラウザから を参照するこよにより、サーバはリモートで管理できます。

5. 初期ユーザ名は「 」で、パスワードは「 」です。
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図 ： （ ）インターフェイス

これで、 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、 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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アプライアンスの更新 

アプライアンス リリースのアップグレードプロセスを完了する前に、この「クイック スタート ガイド」で説明している初期セット

アップおよび設定の手順を完了する必要があります。ライセンスがインストールされるまでアップグレードはダウンロードされ

ません。また、プロセスには完全なアプライアンスの設定が必要です。

アプライアンスの更新をダウンロードしてインストールするには 

アプライアンスの更新は によって適用されます。

1. メニューの 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バージョンが表示されます。

図 ：アプライアンスの更新ページ

2. 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、 をクリックしてインストールします。
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アプライアンスの更新

アプライアンスのリリース アップグレード：1.0 ホットフィックス 1 およびアップグ

レード v1.1 

アプライアンス ホットフィックス リリースは最初のアプライアンス アップグレードです。これは最初の

リリースと同一ですが、後続の大きな更新が正常にダウンロードされて適用可能にするためのバグ修正が含まれてい

ます。リリース アップグレード をインストールする前に、リリース アップグレード ホットフィックス をインストール

する必要があります。

アプライアンス アップグレードはまもなく利用可能になります。

ホットフィックス リリース アップグレードをインストールした後で、リリース アップグレード が使用可能かどうか、

追加アップグレードをチェックしてください。

アプライアンス と の間のリリース アップグレードは ホットフィックスを経由する 段階のプロセスで、相当な

時間がかかる場合があります（たとえば、アップグレード時にサンプルが実行中の場合、アップグレード プロセスの つ

の手順に 時間かかる場合があります）。

詳細については、リリース ノートを参照してください。

リリース ノート 

詳細な更新情報については、 で検索可能な、リリース ノートを参照してください。リリース ノートを表示するに

は、 メニュー を参照します。

アプライアンス更新のダウンロード ポート 

アプライアンスは、 とポート を使用して、リリース更新をダウンロードします。
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参考資料 

Cisco UCS C220 M3 サーバ情報 

インストールとサービス ガイド：

スペック シート：

シスコの電源/冷却カリキュレータ 

シスコはオンライン電源 冷却カリキュレータを提供：https://mainstayadvisor.com/Go/Cisco/Cisco-UCS-

Power-Calculator.aspx

デフォルトのアカウントとパスワード 

Web ポータル管理者  

OpAdmin およびシェル ユーザ  

最初の 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 の設定ワークフロー

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、 セクションの の手順に従います。

CIMC（Cisco Integrated Management Controller）  

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
https://mainstayadvisor.com/Go/Cisco/Cisco-UCS-Power-Calculator.aspx
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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 ページ（ の ）で参照できます。

図 ：アプライアンスのビルド番号

 


