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はじめに

• 対象読者, xiii ページ

• マニュアルの構成, xiii ページ

• 表記法, xiii ページ

• 関連資料, xiv ページ

• その他の情報, xv ページ

対象読者
このガイドの主な対象読者は、ネットワーク管理者およびチャネルパートナーです。

マニュアルの構成
このガイドは、4部と付録で構成されています。第 1部ではサービスの設定、構成、運用、およ
びトラブルシューティングの方法について説明します。第2部ではネットワークを出入りするWeb
コンテンツをフィルタリングする Cisco Cloud Web Securityの使い方について説明します。第 3部
ではレポート機能の使い方について説明します。第 4部では脅威分析サービスの使い方について
説明します。

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。

表記法項目

Boldfaceフォントコマンドおよびキーワード。

italicフォントユーザが値を指定する変数。
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表記法項目

[角カッコ内の要素]省略可能なコマンドキーワード。必ずしもオプ

ションを選択する必要はありません。

{中かっこで囲まれ、|縦棒で区切られている}オプションからいずれかを選択する必要のある

コマンドキーワード。1つのオプションを選択
する必要があります。

Screenフォントセッション情報およびシステム情報の表示出

力。

boldface screenフォントユーザが入力する情報。

italic screenフォントユーザが入力する変数。

boldfaceフォントメニュー項目およびボタン名。

[Options] > [Network Preferences]メニュー項目の選択。

「注釈」です。（注）

「問題解決に役立つ情報」です。ヒント

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて

います。

注意

「時間の節約に役立つ操作」です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮でき

ます。

ワンポイントアドバイス

関連資料
• Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Administrator Guide

• Cisco Cloud Web Security Connector Administrator Guide
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その他の情報
マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集
の詳細については、次の URLの『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してくださ
い。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

デスクトップにシスコの新規および改訂版の技術的なコンテンツを直接受信するために、『What’s
New in Cisco Product Documentation』の Really Simple Syndication（RSS）フィードを購読すること
ができます。RSSフィードは無料のサービスです。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and
other countries.シスコの商標の一覧については、次の URLでご確認ください。

http://www.cisco.com/go/trademarks

掲載されている第三者の商標はそれぞれの権利者の財産です。The use of the word partner does not
imply a partnership relationship between Cisco and any other company.(1110R)
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第 1 章

概要

Cisco ScanCenterは、Cisco CloudWeb Securityの管理ポータルです。ScanCenterでは、ユーザとグ
ループを管理すること、フィルターとポリシーを設定すること、webトラフィックを監視するこ
と、潜在的な脅威を分析すること、およびレポートを生成することができます。このガイドで

は、Cisco ScanCenter管理者にすべての機能について詳しく説明します。お客様の地域、ベン
ダー、ライセンスによっては、一部の機能をお客様のアカウントで利用できないことがありま

す。詳細な情報については、シスコのセールス担当者にお問い合わせください。現在、次のWeb
ブラウザがサポートされています。

• Microsoft Internet Explorer 11

• Mozilla Firefoxの現行バージョンおよび直前のバージョン

• Google Chromeの現行バージョンおよび直前のバージョン

前のビューに戻るために、ブラウザの戻るボタンを使用するか、[Cancel]ボタンをクリックす
るかを選択できる場合は、[Cancel]ボタンを使用してください。

（注）
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第 2 章

Account Management

• アカウントの詳細情報の編集, 6 ページ

• パスワードの変更, 6 ページ

• スキャンされた IPアドレスの更新, 7 ページ

• ダイナミック DNSアドレスのリストのダウンロード, 8 ページ

• 管理ユーザの管理, 9 ページ

• 管理サービス通知, 12 ページ

• ロール権限, 13 ページ
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アカウントの詳細情報の編集

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [Your Account]メニューの [Account Details]をクリックして、[Account Details]ページを表示しま
す。

ステップ 3 [Personal Details]セクションを展開します。

ステップ 4 [Title]ドロップダウンリストで、敬称を選択します。

ステップ 5 （必須）[First Name]ボックスに名を入力します。

ステップ 6 （必須）[Last Name]ボックスに名を入力します。

ステップ 7 [Mobile Phone]ボックスに携帯電話番号を入力します。

ステップ 8 [Organization Details]セクションを展開します。

ステップ 9 [Job Title]ボックスに職名を入力します。

ステップ 10 （必須）[Organization Name]ボックスに名を入力します。

ステップ 11 （必須）[Telephone]ボックスに電話番号を入力します。

ステップ 12 [Fax]ボックスに FAX番号を入力します。

ステップ 13 [City]ボックスにパスワードを入力します。

ステップ 14 組織の住所を最大 3行に分けて住所の各ボックスに入力します。

ステップ 15 [Website]ボックスに組織のWebサイトの URLを入力します。

ステップ 16 [General Details]セクションを展開します。

ステップ 17 [Country]ドロップダウンリストで国を選択します。

ステップ 18 [TimeZone]ドロップダウンリストでタイムゾーンを選択します。または、[UTC]を選択します。

ステップ 19 [ZIP/Post Code]ボックスに郵便番号を入力します。

ステップ 20 [Save]をクリックして変更を適用します。または、そのまま別のページに移動すると、変更が破
棄されます。

パスワードの変更

新しいユーザが作成された場合、または、ユーザが忘れたパスワードを管理者がリセットした場

合、仮パスワードがそのユーザのメールアドレスに送信されます。

指定した有効期間が過ぎると、パスワードは期限切れになります。有効期間のデフォルト値は 90
日です。有効期間はカスタマーサポートによって設定されます。パスワードの期限が切れないよ

うに、カスタマーサポートに依頼することもできます。パスワードが期限切れになると、パス

ワードを変更するよう要求されます。変更するまで、Cisco ScanCenterの他の領域を利用できなく
なります。パスワードはいつでも変更できます。
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ただし、過去に使用した直近の5つのパスワードと同じパスワードに変更することはできません。
パスワードの要件は次のとおりです。

• 8文字以上

• 1文字以上の小文字

• 1文字以上の大文字

•数字を 1文字以上含めること。

•特殊文字（@#$%^&-=_!:?）を 1文字以上含めること。

[Reset]をクリックしても、パスワードはリセットされません。各ボックスの値が消去されるだ
けです。

（注）

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [Your Account]メニューの [Change Password]をクリックして、[Enter your new password]ペインを
表示します。

ステップ 3 [Password]ボックスおよび [Confirm password]ボックスに新しいパスワードを入力します。パス
ワード入力時、各パスワード要件が満たされると、赤の ×印が緑のチェックマークに変わりま
す。

ステップ 4 有効なパスワードを入力し、[Save]をクリックしてパスワードを変更します。または、[Cancel]を
クリックするか、そのページから移動することで、変更を破棄します。

スキャンされた IP アドレスの更新
ネットワークから当社のプロキシサーバにトラフィックを送信する出力 IPアドレスのリストを指
定してください。
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デフォルトでは、IPv4アドレスのみです。IPv6アドレスのサポートが必要な場合は、シスコ
カスタマーサポートにお問い合わせください。

（注）

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [Your Account]メニューで [Scanning IPs]をクリックすると、[Scanned IP Addresses]ペインが開き
ます。

ステップ 3 IPアドレスを追加、削除、または変更します。CIDR表記の各 IPアドレスを入力します。たとえ
ば、209.165.200.224/27（IPv4）または 2001:DB8::/32（IPv6）。別の IPアドレスを入力する場合
は、改行する必要があります。プライベート IPアドレスや予約された IPアドレス
（192.168.0.0/24など）は入力しないでください。IPv4アドレスはネットマスクと一緒に入
力することもできます（209.165.200.224/255.255.255.224など）。

ステップ 4 [Save]をクリックして、示した変更を続行します。または、[Cancel]をクリックするか、そのペー
ジから移動することで、変更を破棄します。

ステップ 5 [Scanning IPs Confirmation Page]で、追加または削除される内容が示されます。スキャンされた IP
アドレスを変更すると、ネットワークからシスコのプロキシサーバへのトラフィックに影響を与

えます。[OK]をクリックして変更を送信します。または、[Cancel]をクリックして戻って示した
変更を編集します。

次の作業

スキャンされた IPアドレスの変更は通常、1営業日以内に更新されます。変更が完了すると、確
認メールが送信されます。緊急の変更の場合には、シスコカスタマーサポートに連絡してくださ

い。

ダイナミック DNS アドレスのリストのダウンロード
通常、ダイナミック IPアドレスからプロキシサーバにアクセスするには、グループ認証キーまた
は会社認証キーを使用して設定した Connectorを使用する必要があります。

シスコ製ルータおよびサードパーティ製ルータの大半は、ダイナミック DNS（DDNS）要求を送
信できます。DDNSによって、ルータは外部サーバと通信し、現在の外部（WAN側）IPアドレ
スを送信することができます。これにより他のデバイスは、通常のDNS要求によって解決された
スタティック名を使用して、外部サーバに接続することができます。外部 IPアドレスが変更され
ると、DDNSサーバは自動的に更新されます。DDNS更新情報の内容は、ユーザ名、パスワード、
およびホスト名です。DDNSサービスはこの DDNS更新情報を使用して、これらのデバイスを認
証することができます。

クライアント側ソフトウェアを使用して DDNS登録処理を実行することもできます。
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透過的に導入できるようにするため、DDNSルータは、トラフィックをプロキシサーバにポー
トフォワーディングする機能を備えている必要があります。または、必要に応じて、ブラウ

ザのプロキシ設定（PAC、WPADなど）を使用することもできます。

（注）

シスコでは、ダイナミック IPアドレスを認証用データベースと照合する手段として、独自のDDNS
サービスを提供しています。DDNSに関する「カスタム」オプションが用意されているルータの
場合、この機能を利用できます。

ご使用のルータの設定手順については、ルータのドキュメントを参照してください。

手順

ステップ 1 グループ認証キーをまだ作成していない場合は、Cisco ScanCenterで作成します。

ステップ 2 ルータ上で「カスタム」DDNSを作成します。

ステップ 3 サーバを ddns.scansafe.netに設定します。

ステップ 4 ユーザ名または同等パラメータに一意の識別名を設定します。

ステップ 5 パスワードを、作成済みのグループ認証キーに設定します。

ステップ 6 ホスト名を、ScanCenterアカウントに関連付けられているいずれかのドメインに設定します。通
常は、電子メールドメインに設定します。

ステップ 7 URLを /dir/register?hostname=に設定します。

次の作業

ルータが正常に動作しているかどうかを確認するため、現在登録されている DDNSアドレスのリ
ストを表示できます。このリストは、各デバイスの現在の IPアドレスが記述された CSVファイ
ルです。各デバイスの IPアドレスの履歴は含まれていません。

このリストをダウンロードするには、[Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。
[Your Account]メニューで、[Dynamic DNS]をクリックします。

[Generate Audit]をクリックして、自分のアカウントに現在登録されているダイナミック IPアドレ
スを、コンマ区切り値（CSV）リストでダウンロードします。このリストには、ユーザ名、IPア
ドレス、ホスト名、および最終更新日が含まれています。

管理ユーザの管理

[Admin Users]ページでは、管理ユーザの作成、編集、および削除ができます。管理ユーザのアク
セス権は、そのユーザに割り当てられているロールによって決まります。割り当て可能なロール

は次のとおりです。

• Full Access

• Read Only
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• Report Admin

• Admin with no Forensic Role

• HR

• Super User（会社のデフォルトスーパーユーザに対してのみ利用可能）

• Threat Analysis

• Full Read Only

各ロールに割り当てられているアクセス権の詳細については、ロール権限, （13ページ）を参照
してください。

会社のデフォルトスーパーユーザは、スーパーユーザを作成、編集、および削除できます。

スーパーユーザは他の管理ユーザを作成できますが、同等のロールのスーパーユーザを作成

することはできません。会社のデフォルトスーパーユーザは削除できません。

（注）

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [Your Account]メニューの [Admin Users]をクリックして、[Admin Users]ページを表示します。

新しい管理ユーザの作成

はじめる前に

ユーザがログインできるように、管理ユーザをアクティブにする必要があります。最初のアク

ティベーション時に、仮パスワードが生成され、電子メールでユーザに送信されます。

（注）

手順

ステップ 1 [Create]をクリックして、[Create a new admin user]ページを表示します。

ステップ 2 [EmailLogin]ボックスに管理ユーザのメールアドレスを入力します。これがユーザ名になります。

ステップ 3 [Role]ドロップダウンリストで、ロールを選択します。

ステップ 4 [Create]をクリックして新しいサイトを作成します。または、そのまま別のページに移動すると、
変更が破棄されます。
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管理ユーザの編集

アクティブでない管理ユーザをアクティブにするには、[Activate]をクリックします。

アクティブな管理ユーザを非アクティブにするには、[Deactivate]をクリックします。

管理ユーザのパスワードをリセットするには、[Reset]をクリックします。

ログインに複数回失敗したためにロックアウトされた管理ユーザのロックを解除するには、[Unlock]
をクリックします。

管理ユーザのロールを変更するには、[Role]ドロップダウンリストで必要な役割を選択し、[Save]
をクリックします。または、そのまま別のページに移動すると、変更が破棄されます。

会社のスーパーユーザアカウントがロックされることはありません。ログインに複数回失敗

すると、パスワードがリセットされ、仮パスワードがそのアカウントのメールアドレスに送

信されます。

（注）

管理ユーザの電子メール資格情報の変更

はじめる前に

パスワードの要件については、パスワードの変更, （6ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 [Change]をクリックして、[Change Password]ページを表示します。

ステップ 2 [Password]ボックスおよび [Confirm password]ボックスに新しいパスワードを入力します。パス
ワードの要件を満たしていることを確認してください。

ステップ 3 [Save]をクリックしてパスワードを変更します。または、そのまま別のページに移動すると、変
更が破棄されます。

レポートデータへのアクセスの制限

レポート生成時に管理ユーザに開示するデータを制限できます。デフォルトでは、制限は何もか

かっていない状態です。

フィルタは、スケジュール済みレポートには適用されません。また、フィルタセットを管理

ユーザに適用することはできません。

（注）

フィルタの詳細については、レポートのフィルタリング, （171ページ）を参照してください。
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手順

ステップ 1 [Change]をクリックして、属性の一覧を表示します。

ステップ 2 管理ユーザに開示されないようにする属性のチェックボックスをオフにします。

ステップ 3 管理ユーザによって生成されるレポートに適用するフィルタを、必要に応じて追加します。

ステップ 4 [Save]をクリックして変更を適用します。または、そのまま別のページに移動すると、変更が破
棄されます。

管理ユーザの削除

削除した管理ユーザを元に戻すことはできません。その管理ユーザが再び必要になった場合

は、作成し直す必要があります。

注意

手順

ステップ 1 削除する管理ユーザに対する [Delete]列のチェックボックスをオンにします。削除する管理ユー
ザを複数選択することもできます。

ステップ 2 [Delete]をクリックします。操作を確認するダイアログボックスが表示されます。

管理サービス通知

サービス通知は Cisco ScanCenterに表示されます。サービス通知には、新しいインシデント、停
止、定期メンテナンス、インシデントの更新、新機能、製品の更新、および変更機能が含まれま

す。[Admin] > [Your Account] > [Notifications]に移動して、サービス通知を表示します。サービス
通知には、未読または既読の [Status]、[Subject]、[Category]アイコン、製品と機能の更新を示す
青い丸、またはサービス更新を示す黄色の三角形、[Date Received]が表示されます。通知タイプ
ごとに、通知を受信する受信者の電子メールアドレスのリストを作成できます。これらの設定に

関係なく、サービス通知はCiscoScanCenterに常に表示されます。受信者リストは、サービス通知
のみに使用され、他の電子メールはそのアドレスに送信されません。
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手順

ステップ 1 [Admin] > [Your Account] > [Notifications]にアクセスします。

ステップ 2 [Manage Service Update Settings]ペインで、任意のチェックボックスまたはボックスを選択しま
す。

ステップ 3 受信者ごとに、フィールドに電子メールアドレスを入力し、[Add Recipient]をクリックします。
削除する各アドレス内で xアイコンをクリックすると、不要な電子メールアドレスを削除できま
す。

ステップ 4 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。または、そのまま別のページに移動すると、変更
が破棄されます。

ロール権限
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第 3 章

ユーザ管理

Cisco ScanCenterのユーザ管理領域では、グループの作成、グループおよびユーザの編集、さら
に、ユーザ、辞書、ファイル情報のインポートができます。Cisco AnyConnectセキュアモビリ
ティWebセキュリティまたは Connector（Cisco Adaptive Security Applianceおよび Cisco Integrated
ServicesRouterConnectorの機能を含む）を使用する場合、グループを使用することでロールに基
づいたWebアクセスポリシーを実施できます。

グループは次のように評価されます。

1 Connectorが内部グループの詳細情報を送信するように設定されている場合、入力されたグ
ループ名がCiscoScanCenterで設定されているいずれかのグループと一致しているかどうかが
チェックされます。一致するグループが存在する場合、そのグループが選択されます。ユー

ザが複数のグループに所属している場合は、webscanという文字列を含んでいるグループが優
先されます。

2 一致するユーザ名が存在しても、一致するグループが存在しない場合、そのユーザが既存グ

ループに所属しているかどうかがチェックされます。

3 一致するグループは存在しないが、内部 IPアドレスが存在する場合、その IPアドレスと一致
するグループ IP表現が存在するかどうかがチェックされます。

4 一致するグループが存在しない場合、その外部 IPアドレスと一致するグループ IP表現が存在
するかどうかがチェックされます。

• グループの管理, 17 ページ

• ユーザの管理, 20 ページ

グループの管理

Cisco ScanCenterでは、ディレクトリグループとカスタムグループという 2種類のグループがサ
ポートされています。ディレクトリグループとして追加できるのは、Windows Active Directoryグ
ループおよび LDAPグループです。一方、カスタムグループを使用した場合、Active Directoryグ
ループや LDAPグループにかかわらず、任意のユーザを含めたグループを作成できます。
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手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [Management]メニューの [Groups]をクリックして、[Manage Groups]ページを表示します。

グループの追加

はじめる前に

ディレクトリグループを追加するには、事前にサーバ上に Active Directoryグループまたは LDAP
グループを作成しておく必要があります。

手順

ステップ 1 [Add Group]をクリックします。

ステップ 2 ドロップダウンリストからグループタイプを選択します。[Custom]または [Directory]グループを
選択します。

ステップ 3 グループ名を入力します。

a) [Custom]グループは、最大 256文字の英数字を組み合わせて名前を付けることができます
b) [Directory]グループはプレフィックスWinNT://または LDAP://が必要です。

ステップ 4 [Submit]をクリックします。

次の作業

複数のグループを同時に追加するには、異なるグループの同じユーザをリストするCSVファイル
を作成します。グループ,ユーザ名,電子メールアドレスの形式に従います。ユーザリストのイン
ポート, （20ページ）を使用してユーザリストをインポートします。すべての異なるグループが
インポートされます。次に、グループの一括インポートに使用された共通するユーザ名を検索し、

[ScanCenter] > [Admin] > [Users]の [Manage Users]ページからユーザを削除します。
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グループの編集

手順

ステップ 1 [Admin] > [Management] > [Groups]に移動して、[Manage Groups]ページを表示します。

ステップ 2 グループ名のハイパーリンクをクリックして、[Edit Custom Group]ページを表示します。

ステップ 3 名前を変更するには、ボックスにグループの新しい名前を入力し、[Save]をクリックします。既
存の名前をそのまま使用することもできます。

ステップ 4 必要な IP表現を入力し、[Add]をクリックし、[Save]をクリックします。次に例を示します。

•単一の IPアドレス：192.168.0.1

•複数の IPアドレス：192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.3

• IPアドレス範囲：192.168.0.0/255.255.0.0

ステップ 5 IP表現を削除するには、IPの横にあるチェックボックスを選択し、[Remove]をクリックしてか
ら、[Save]をクリックします。

ステップ 6 必要な Active Directoryまたは LDAPユーザを [Users]ボックスに入力し、[Add]をクリックし、
[Save]をクリックします。

ステップ 7 ユーザを削除するには、ユーザの横にあるチェックボックスを選択し、[Remove]をクリックして
から、[Save]をクリックします。

次の作業

[Cancel]をクリックして [Manage Groups]ページに戻ります。

グループの削除

[ManageGroups]ページで、削除するグループのチェックボックスをオンにし、[Remove]をクリッ
クすると、グループが完全に削除されます。操作を確認するダイアログボックスが表示されま

す。削除するグループを複数選択することもできます。ポリシーが関連付けられているグループ

は削除できません。

いったん削除したカスタムグループを元に戻すことはできません。そのカスタムグループが

再び必要になった場合は、作成し直す必要があります。

注意
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ユーザの管理

はじめる前に

ユーザを個別に追加することはできません。カンマ区切り形式のテキストファイルからインポー

トする必要があります。このファイルの内容はユーザのリストであり、その形式はgroup,username,
email addressです。このリストをインポートした後、ユーザを個別に削除できます。ただし、ユー
ザを編集することはできません。ユーザ情報を修正する必要がある場合は、既存ユーザをいった

ん削除し、修正したユーザ情報をインポートし直してください。

ユーザリストのインポート

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [Management]メニューの [Import User List]をクリックして、[Import User List]ページを表示しま
す。

ステップ 3 [Browse]をクリックし、ファイルを探します。

ステップ 4 [Import]をクリックします。ファイルの形式が正しくない場合は、その旨が通知されます。

ステップ 5 リストが正しい場合は、[Confirm]をクリックします。インポート処理が成功した場合、その旨が
通知されます。または、[Back to step 1]をクリックすると、ファイルを修正してインポート処理を
再実行することができます。

次の作業

ユーザリストがインポートされた後、[Back to step1]をクリックして別のユーザリストをインポー
トすることもできます。10秒間、操作を何もしなかった場合、自動的に元のページに戻ります。
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ユーザの削除

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [Management]メニューの [Users]をクリックして、[Manage Users]ページを表示します。

ステップ 3 削除するユーザに対するチェックボックスをオンにします。

ステップ 4 [Delete Selected]をクリックします。操作を確認するダイアログボックスが表示されます。

次の作業

削除するユーザを複数選択することもできます。ユーザを検索するには、[Search]ボックスにユー
ザ名の一部または全体を入力し、[Search]をクリックします。検索前のリスト全体を再度表示する
には、[Reload list]をクリックします。
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第 4 章

カスタムヘッダー

サービスプロバイダーによっては、一部WebコンテンツへのアクセスにカスタムHTTPヘッダー
の使用が必要なこともあります。[Custom Headers]ページでは、特定のWebサイトに対してカス
タムヘッダーを適用したり、特定のグループがカスタムヘッダーを使用したりしないように除

外できます。

• カスタムヘッダーの設定, 23 ページ

カスタムヘッダーの設定

• [Admin] > [Management] > [Custom Headers]を開きます。

• [Add New Header]をクリックします。

•ヘッダーが必要な [Domain]名を入力します。たとえば、example.comのように指定します。
すべてのドメインにヘッダーを適用するには、アスタリスク（*）を入力します。

• HTTPの [Header Name]を入力します。たとえば、DNTとなります。
シスコのクラウドネットワークセキュリティサービスによって使用される次のヘッダーは

使用できません。

• Accept-Datetime

• Authorization

• Cache-Control

• Connection

• Cookie

• Content-Length

• Content-MD5

• Content-Type

• Date
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• Expect

• From

• Host

• If-Match

• If-Modified-Since

• If-None-Match

• If-Range

• If-Unmodified-Since

• Max-Forwards

• Pragma

• Proxy-Authorization

• Proxy-Connection

• Range

• Referer

• Upgrade

• Via

• Warning

• X-Forwarded-For

• X-Forwarded-Proto

• [Header Value]を入力します。たとえば 1と入力します。

• [Enabled]チェックボックスがオンになっていることを確認します。

•（任意）。自分がヘッダーに追加しないグループを除外します。
a) [Add Group]をクリックします。
b) [Search]フィールドにグループ名を入力し、[Go]をクリックします。
c) [Select]をクリックします。
d) [Confirm Selection]をクリックします。

[Remove]アイコンをクリックすると、不要なグループを削除できます。

• [Save]をクリックして変更を適用します。または、[Cancel]をクリックして変更を破棄しま
す。

次の作業

不要なヘッダーを削除するには、該当するチェックボックスを選択し、[RemoveSelected]をクリッ
クします。

ヘッダーを編集するには、そのヘッダーに対するハイパーリンクをクリックします。
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ヘッダーをオンまたはオフにするには、ヘッダーを編集し、必要に応じて [Enabled]チェックボッ
クスをオンまたはオフにし、[Save]をクリックして変更を適用します。
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第 5 章

認証

認証は、ユーザのアイデンティティを確認する動作です。Cisco ScanCenterでは、ユーザ単位、
またはユーザグループ単位でWebへのアクセスを制御できます。認証を使用することで組織の
ポリシーを徹底し、規制へのコンプライアンスが保てます。Cisco ScanCenterはクライアントソ
フトウェアを使用せずに認証を実行できますが、Cisco AnyConnectセキュアモビリティWebセ
キュリティやコネクタ（シスコ適応型セキュリティアプライアンスおよびシスコサービス統合

型ルータ統合コネクタを含む）での使用に向けた、組織、グループ、個人ユーザの認証キーを

生成することもできます。詳細については、関連する管理者ガイドを参照してください。グルー

プキーまたはユーザキーを生成する場合、事前にそのグループまたはユーザを作成しておく必

要があります。ユーザ管理, （17ページ）を参照してください。

• 会社キー, 27 ページ

• グループキー, 28 ページ

• ユーザキー, 30 ページ

• ユーザ宛てのメールメッセージの設定, 31 ページ

• クライアントレス認証, 32 ページ

会社キー

会社キーは、会社全体の認証に使用されます。

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [Authentication]メニューの [Company Key]をクリックして、[Company Key]ページを表示します。
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次の作業

アクティブなキーを非アクティブにするには、[Deactivate]をクリックします。非アクティブなキー
をアクティブにするには、[Activate]をクリックします。

キーを完全に削除にするには、[Revoke]をクリックします。

キーを廃止または非アクティブにすると、Cisco CloudWeb Securityでユーザを認証できなくな
ります。そのため、キーを廃止した場合は、新しいキーを生成する必要があります。

（注）

会社キーを生成するには、[Create New]をクリックします。[Authentication Keys]ページが表示さ
れます。

表示されている認証キーを安全な場所にコピーします。

セキュリティ上の理由により、認証キーは1度しか表示されません。キーを紛失した場合は、
既存のキーを廃止し、新しいキーを作成する必要があります。

注意

グループキー

はじめる前に

グループキーは、ユーザのグループを認証する目的で使用されます。グループキーを作成する場

合、事前にそのグループを作成しておく必要があります。ユーザ管理, （17ページ）を参照して
ください。

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [Authentication]メニューの [Group Keys]をクリックして、[Group Authentication Keys]ページを表
示します。
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次の作業

キーを作成してアクティブにするには、[CreateKey]をクリックします。[AuthenticationKeys]ペー
ジが表示されます。[Send via email to the user]ボックスにグループのメールアドレスを入力し、
ボックスのリストからドメインを選択し、[Send]をクリックして、そのグループのメンバーに電
子メールメッセージを送信します。

アクティブなキーを非アクティブにするには、[Deactivate]をクリックします。非アクティブなキー
をアクティブにするには、[Activate]をクリックします。

グループを検索するには、[Search]ボックスにグループ名の一部または全体を入力し、[Search]を
クリックします。検索前のリスト全体を再度表示するには、[Reload list]をクリックします。

グループを削除すると、グループに関連付けられている認証キーも削除されます。いったん削

除すると、元に戻すことはできません。

（注）

グループの一括管理

複数のグループキーをまとめてアクティブ、非アクティブ、および廃止にできます。

キーが生成されているグループに対するチェックボックスをオンにし、グループを選択します。

[Select All]をクリックすると、キーが生成されているすべてのグループのチェックボックスがオ
ンになります。[DeselectAll]をクリックすると、キーが生成されているすべてのグループのチェッ
クボックスがオフになります。

選択したすべてのグループキーをアクティブにするには、[Activate Selected]をクリックします。

選択したすべてのグループキーを非アクティブにするには、[Deactivate Selected]をクリックしま
す。

選択したすべてのグループキーを完全に削除するには、[Revoke Selected]をクリックします。
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ユーザキー

はじめる前に

ユーザキーは、個別のユーザを認証する目的で使用されます。ユーザキーを作成する場合、事前

にそのユーザをインポートしておく必要があります。ユーザ管理, （17ページ）を参照してくだ
さい。

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [Authentication]メニューの [User Keys]をクリックして、[User Authentication Keys]ページを表示し
ます。

次の作業

キーを作成してアクティブにするには、[CreateKey]をクリックします。[AuthenticationKeys]ペー
ジが表示されます。[Send via email to the user]ボックスにユーザのメールアドレスを入力し、ボッ
クスの一覧でドメインを選択し、[Send]をクリックして、そのユーザに電子メールメッセージを
送信します。

アクティブなキーを非アクティブにするには、[Deactivate]をクリックします。

非アクティブなキーをアクティブにするには、[Activate]をクリックします。

ユーザに対してモバイル機能を有効にするには、そのユーザの [Mobile]列のチェックボックスを
オンにします。モバイル機能を無効にするには、このチェックボックスをオフにします。操作を

確認するダイアログボックスが表示されます。

ユーザを検索するには、[Search]ボックスにユーザ名の一部または全体を入力し、[Search]をク
リックします。検索前のリスト全体を再度表示するには、[Reload list]をクリックします。

ユーザを削除すると、ユーザに関連付けられている認証キーも削除されます。いったん削除す

ると、元に戻すことはできません。

（注）
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ユーザの一括管理

複数のユーザキーをまとめてアクティブ、非アクティブ、および廃止にできます。

キーが生成されているユーザに対するチェックボックスをオンにし、ユーザを選択します。[Select
All]をクリックすると、キーが生成されているすべてのユーザのチェックボックスがオンになり
ます。[Deselect All]をクリックすると、キーが生成されているすべてのユーザのチェックボック
スがオフになります。

選択したすべてのユーザキーをアクティブにするには、[Activate Selected]をクリックします。

選択したすべてのユーザキーを非アクティブにするには、[DeactivateSelected]をクリックします。

選択したすべてのユーザキーを削除するには、[Revoke Selected]をクリックします。

ユーザ宛てのメールメッセージの設定

認証キーをユーザに設定すると、その認証キーは電子メールメッセージとしてユーザに送信され

ます。

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [Authentication]メニューの [Email Messages]をクリックして、[Email Messages]ページを表示しま
す。

ステップ 3 1番目のボックスでメッセージを編集します。[username]および [company_name]はそれぞ
れ、実際のユーザ名および会社名に置き換えられます。

ステップ 4 2番目のボックスで署名を編集します。

ステップ 5 [Submit]をクリックして変更を適用します。または、そのまま別のページに移動すると、変更が
破棄されます。
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次の作業

[Restore Default Message]をクリックすると、デフォルトメッセージに戻すことができます。

クライアントレス認証

クライアントレス認証を有効にすると、CiscoCloudWebSecurityはユーザを認証してから宛先サー
バへの接続を許可します。このためには、まず最初にCiscoScanCenterでユーザまたはグループに
認証ルールを作成します。

• [Web Filtering] > [Management] > [Policy]に移動します。

• [Create Rule]をクリックします。

• [Rule Action]プルダウンリストで、[Authenticate]を選択します。

•認証するユーザまたはグループのルールを作成します。

◦このルールは Cookieを最初に確認するプロセスをトリガーします。有効な Cookieが見
つからなければ、認証プロセスが開始されます。

◦このルールは、特定のグループのみに適用するか、または特定のグループを除いて適用
することができます。

◦ルールアクション [Block]、[Allow]、および [Warn]とは異なり、[Authenticate]ルール
アクションが一致する場合、ポリシーは、ポリシーの後続のルールを確認し続けます。

◦したがって、[Authenticate]ルールは通常、ポリシーに残りのルールを適用する前に、
ユーザが認証を受ける必要があるかどうかを決定するために、ポリシーの上部に配置さ

れます。

ローミングユーザの場合は、トラフィックをCisco CloudWeb Securityプロキシサーバに送信する
ようにブラウザを設定する必要もあります。通常は PACファイルを使用して設定します。

Cisco ScanCenterは Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）をサポートしており、標準およ
びセキュア LDAP認証が可能です。

認証を有効にするには、1つ以上の認証レルムを作成する必要があります。認証レルムは、特定
の構成を備えた、1つの認証プロトコルをサポートしている複数の認証サーバ（または単独のサー
バ）です。複数のレルムを作成すると、ユーザは認証に使用するレルムをログイン画面で選択で

きるようになります。

クライアントレス認証では、ユーザのブラウザでサードパーティ Cookieを有効にする必要が
あります。

（注）
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LDAP 認証
LightweightDirectoryAccess Protocol（LDAP）サーバデータベースは従業員ディレクトリのリポジ
トリです。これらのディレクトリには、従業員の名前のほか、電話番号、電子メールアドレス、

その従業員固有の情報など、さまざまなタイプの個人データが含まれています。LDAPデータベー
スは属性と値を含むオブジェクトで構成されています。各オブジェクト名は識別名（DN）と呼ば
れています。検索の起点となる LDAPサーバ上の場所はベース識別名、またはベース DNと呼ば
れます。

Cisco Cloud Web Securityは標準 LDAPサーバ認証、セキュア LDAP認証、および StartTLSをサ
ポートしています。LDAPをサポートしているため、既存環境でユーザの認証に従来のLDAPサー
バデータベースをそのまま使い続けることができます。セキュアLDAPの場合、Cisco ScanCenter
は TLSによる LDAP接続をサポートしています。TLSプロトコルは、機密性を保証するための業
界標準です。TLSによりLDAPサーバはキー暗号化アルゴリズムと認証局（CA）署名付き証明書
を使用してアプライアンスのアイデンティティの検証が可能になります。StartTLSは接続を作成
する前に証明書を使用して LDAPサーバを識別します。

SAML 認証
Security Assertion Markup Language（SAML）は異なるセキュアなネットワーク（セキュリティド
メインとも呼ばれます）間で認証および許可データを交換するための XMLベースの標準です。
SAMLは主に、異なるセキュリティドメイン間でのシングルサインオンの問題を解決します。通
常、シングルサインオンはあるドメインのユーザがWebブラウザを使用してネットワーク（別の
ドメイン）にアクセスすることを指します。これはWebブラウザシングルサインオンとも呼ば
れます。

Webブラウザシングルサインオンには、SAMLで次の用語で定義される各ドメインのエンティ
ティとの SAMLダイアログが必要です。

•アイデンティティプロバイダー。アイデンティティプロバイダー（IdP）は SAMLアサー
ションを生成するエンティティです。アイデンティティプロバイダーは SAMLアサーショ
ンを生成する前にエンドユーザを認証します。

•サービスプロバイダー。サービスプロバイダー（SP）は SAMLアサーションを使用するエ
ンティティです。Cisco CloudWeb Securityはサービスプロバイダーです。サービスプロバイ
ダーはアイデンティティプロバイダーを使用してエンドユーザを識別し、その識別情報を

SAMLアサーションで受け取ります。サービスプロバイダーはこのアサーションに基づいて
アクセス制御を決定します。

SAMLアサーションは、アイデンティティプロバイダーとサービスプロバイダー間の SAML要
求および応答で渡される情報のコンテナです。アサーションにはサービスプロバイダーがアクセ

ス制御の決定に使用するステートメント（認証ステートメントや許可ステートメント）が含まれ

ています。アサーションは <saml:Assertion>タグで始まります。

SAMLダイアログはフローと呼ばれ、フローはどちらのプロバイダーでも開始できます。

•サービスプロバイダーが開始するフロー。サービスプロバイダー（SP）は、アクセスを要
求するエンドユーザからの問い合わせを受け、アイデンティティプロバイダーにそのユー
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ザの識別情報を提供するように問い合わせて SAMLダイアログを開始します。サービスプ
ロバイダーが開始したフローの場合、エンドユーザは http://www.example.com/<URI>など、
サービスプロバイダーのドメインを含む URLを使用してサービスプロバイダーにアクセス
します。

•アイデンティティプロバイダーが開始するフロー。アイデンティティプロバイダー（IdP）
は、エンドユーザに代わってサービスプロバイダーに問い合わせてアクセスを要求するこ

とで SAMLダイアログを開始します。アイデンティティプロバイダーが開始したフローの
場合、エンドユーザは http://saas.example.com/<URI>など、ローカルドメインを含むURLを
使用してサービスプロバイダーにアクセスします。

Cisco Cloud Web Securityはサービスプロバイダーが開始してフローのみをサポートし、現在のと
ころ、これらの SAMLアイデンティティプロバイダーをサポートしています。

• PingFederateサーババージョン 5.0以降

• Microsoft Active Directory Federated Services（ADFS）バージョン 2.0以降

• OpenAMバージョン 9.5.4以降

SAMLの詳細については、http://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/を参照してください。

認証のしくみ

Webにアクセスするユーザを認証するために、Cisco Cloud Web Securityは外部認証サーバに接続
するか、ユーザをアイデンティティプロバイダーにリダイレクトします。認証サーバにはユーザ

とそれぞれのパスワードが階層状に整理されたリストが格納されています。ネットワーク上のユー

ザが認証に成功するには、有効な認証クレデンシャル（認証サーバに保存されている、またはア

イデンティティプロバイダーが渡すユーザ名とパスワード）を提供する必要があります。認証

サーバの場合、ユーザが Cisco Cloud Web SecurityからWebにアクセスすると、サービスはクライ
アントと認証サーバの両方と通信してユーザを認証し、要求を処理します。アイデンティティプ

ロバイダーの場合、Cisco Cloud Web Securityはアイデンティティプロバイダーにユーザをリダイ
レクトし、このアイデンティティプロバイダーから認証アサーションを受け取ります。

Cisco Cloud Web Securityは次の認証プロトコルをサポートしています。

• Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）。 Cisco CloudWeb Securityは LDAPバインド
オペレーションを使用して LDAPと互換性のある認証サーバに問い合わせます。Cisco Cloud
Web Securityは標準 LDAPサーバ認証とセキュア LDAP（LDAPS）認証をサポートしていま
す。セキュア LDAPでは LDAPサーバ上にサーバ証明書が必要です。

• StartTLS。 LDAPサーバが StartTLS拡張をサポートしている場合、Cisco Cloud Web Security
は認証の前にサーバと Transport Layer Securityを確立できます。StartTLSでは LDAPサーバ
上にサーバ証明書が必要です。

• Security AssertionMarkup Language（SAML）。 Cisco CloudWeb Securityはサービスプロバ
イダーが開始するフローを使用し、ユーザを外部のアイデンティティプロバイダーで認証し

ます。この方法では、SAML 2.0をサポートするアイデンティティプロバイダー（IdP）が必
要です。
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•基本認証。Cisco CloudWeb Securityでは、クライアントアプリケーションは要求を行う際に
ユーザ名とパスワードの形式の認証クレデンシャルを使用できます。

認証レルムの構成

認証レルムは、ネットワークに必要な変更を減らし、ユーザへの Cisco Cloud Web Securityのプロ
ビジョニングをシンプルにします。

認証レルムを作成、編集、および削除します。安全なプロトコルによって使用される証明書を管

理します。

LDAP認証レルムを構成する前に、以下が必要です。

•サーバのアドレス。ホスト、ポート、プロトコルを含む、LDAPサーバの完全なアドレス。

•（オプション）証明書。LDAPSなどのセキュアプロトコルを使用する場合に使用する証明
書。

• LDAPアクセス。 Cisco ScanCenterは LDAPサーバへの読み取り専用アクセスが少なくとも
必要です。オープンする必要があるポート、アクセスを有効にする必要がある IPアドレスは
プロビジョニングメールに記載されています。

•検索ベース。ユーザやその他の関連情報の検索の起点となる LDAPツリー上の場所。

SAML認証レルムを構成する前に、以下が必要です。

•アイデンティティプロバイダー。内部ネットワークからユーザがアクセス可能な、正しく
構成されてサポートされているアイデンティティプロバイダー（IdP）。

•サービスプロバイダーメタデータ。これはCisco ScanCenterからエクスポートし、使用する
IdPでインポートする必要があります。

•アイデンティティプロバイダーのメタデータ。これは IdPからエクスポートし、Cisco
ScanCenterにインポートする必要があります。

セキュアプロトコルを必要とする認証レルムを作成する前に、証明書をインポートする必要

があります。

（注）

証明書の取得

Cisco ScanCenterでは、証明書を取得するために証明書署名要求（CSR）を生成することはできま
せん。そのため、LDAPサーバ用に証明書を作成するには、別のシステムから署名要求を発行す
る必要があります。後で LDAPサーバにインストールする必要があるため、このシステムから発
行されたキーは保存してください。

Windowsサーバでは、Microsoft Certificate Servicesを使用して適切な証明書を生成できます。
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Microsoft Certificate Servicesの使用については、ベンダーのマニュアルを参照してください。また
は、最新バージョンの OpenSSLがインストールされた、任意の UNIXマシンを使用できます。
OpenSSLを使用した CSRの生成方法の詳細については、http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_
faq.html#ToC28を参照してください。

通常、LDAPサーバでは自己署名証明書が使用されます。自社で認証局（CA）を作成し、使用す
る方法の詳細については、http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_faq.html#cert-owncaを参照してくださ
い。

独自の証明書を生成し、署名するためのツールは、OpenSSLに含まれており、http://
www.openssl.org/から無料で取得できます。

（注）

または、CSRが生成されたら、認証局（CA）に送信します。CAは、証明書を PEM形式で返し
ます。

最初に証明書を取得する場合、インターネットで「certificate authority services SSL server certificates
（SSLサーバ証明書を提供している認証局）」を検索して、お客様の環境のニーズに最適なサー
ビスを選択してください。サービスの手順に従って、SSL証明書を取得します。

手順

ステップ 1 秘密/公開キーペアを生成します。

ステップ 2 証明書署名要求（CSR）を生成します。

ステップ 3 自己署名証明書。証明書に署名する認証局（CA）にお問い合わせください。
アップロードする証明書は X.509標準に準拠している必要があります。また、合致する秘密キー
を LDAPサーバにインストールする必要があります。

証明書の管理

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして [Authentication]メニューを表示し、[Management]をクリックして
[Upload LDAP Certificates]パネルを表示します。
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ステップ 2 [Certificate]ボックスに一意の名前を入力します。

ステップ 3 [Browse]をクリックして必要な証明書を見つけて選択します。

ステップ 4 [Add]をクリックして証明書をアップロードします。

次の作業

証明書を削除するには、[Remove]列のアイコンをクリックします。

ユーザの認証

ユーザが Cisco Cloud Web SecurityからWebにアクセスしようとして、ユーザ名とパスワードの入
力を求められる場合があります。Cisco Cloud Web Securityは、設定されているアイデンティティ
グループやアクセスポリシーグループに基づいて一部のユーザに認証クレデンシャルを要求しま

す。ユーザは組織の認証サーバが識別可能なクレデンシャルのユーザ名とパスワードを入力する

必要があります。

LDAP認証レルムによる認証を有効にする場合は、ユーザがWindowsドメイン名を入力するこ
とがないようにしてください。

（注）

失敗した認証への対応

認証に失敗したためにユーザがWebにアクセスできない場合があります。認証に失敗する理由と
その解決策を以下に示します。

•クライアントアプリケーションが認証を実行できない。クライアントによっては、認証を
実行できない、または必要とされているタイプの認証を実行できない場合があります。クラ

イアントアプリケーションが原因で認証に失敗する場合は、そのクライアントに接続を許可

するWebフィルタリングルールを作成してください。

•認証サーバが利用できない。ネットワークが切断されている、サーバに問題が生じているな
どの理由で認証サーバが利用できない場合があります。ユーザをブロックする、キャッシュ

されているクレデンシャルを使用する、デフォルトポリシーを適用するなど、フェールオー

バーオプションで必要な動作を設定してください。

•クレデンシャルが無効である。クライアントから受け取った認証クレデンシャルが無効な場
合、Cisco Cloud Web Securityは有効なクレデンシャルの要求を続けます。このため、実質的
にはデフォルトではWebへのアクセスはブロックされます。
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認証レルムの作業

認証レルムは特定の構成を備えた、1つの認証プロトコルをサポートする複数の認証サーバ、単
一のサーバ、またはアイデンティティプロバイダーです。LDAPレルムの各サーバは同じ論理デー
タベースを共有しており、どのサーバも同じユーザについては同じ結果を返します。通常、レル

ムはWindowsドメインと 1対 1で対応しています。レルムでは、ユーザ名、グループ名などが一
意であるようにします。

認証の構成では、以下の作業を実行できます。

• 1つ以上の認証サーバをレルムに含める。

• 1つ以上の LDAPレルムを作成する。

• 1つ以上の SAMLレルムを作成する。

•既存の認証レルムを編集する。

SAMLを使用する場合、アクティブにできる SAMLレルムは 1つだけです。他のすべての SAML
レルムと LDAPレルムは非アクティブにする必要があります。

また、ある認証サーバを複数のレルムに含めることも可能です。通常このような構成は、複数

のドメインやレルムのデータを読み取り専用に制限して格納する Active Directoryグローバル
カタログを使用する場合のみ必要になります。

（注）

LDAP 認証レルムの作成

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして [Authentication]メニューを表示し、[Management]をクリックして
[Authentication Realms]パネルを表示します。

ステップ 2 [Add LDAP Realm]をクリックし、[Network connection]パネルを表示します。
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ステップ 3 [Realm Name]ボックスに一意のレルム名を入力します。

ステップ 4 レルムに追加するサーバごとに、次の手順を実行します。

a) [Host name]ボックスに IPv4形式の IPアドレス、またはホスト名を入力します。
b) [Protocol]ドロップダウンで、LDAP、StartTLS、SSL（LDAPS）のうち必要なプロトコルを選
択します。

c) [Port]ボックスにポートを入力します。LDAPおよび StartTLS用のデフォルト値は 389です。
LDAPSのデフォルトは 636です。

d) [Check connection]をクリックします。

[Addanother server]をクリックし、必要な数のサーバを追加できます。不要なサーバを削除するに
は、[Remove server]をクリックします。

ステップ 5 LDAPサーバが匿名クエリを受け付ける場合は、接続が成功した時点で、[ServerAcceptsAnonymous
Queries]チェックボックスをオンにします。または、LDAPサーバの識別名を [Bind DN]ボックス
に入力し、[Password]ボックスにパスワードを入力します。

ステップ 6 [Check Authentication]をクリックします。
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ステップ 7 [Search Base]をデフォルトのままにするか、変更します。

ステップ 8 [Search Attribute]ドロップダウンリストで、ユーザ名を含む属性を選択します。cn、uid、または
sAMAccountNameを選択できます。または [custom]を選択し、ボックスに任意の属性を入力しま
す。

ステップ 9 [User Filter Query]ドロップダウンリストで、ユーザ以外の LDAPエントリを除外するクエリを選
択します。[None]または (objectClass=person)を選択できます。または [custom]を選択し、ボック
スに任意のクエリを入力します。

ステップ 10 [Subject Attribute]をデフォルトのままにするか、任意の属性を入力します。このボックスは空白
のままにしないでください。

ステップ 11 属性でユーザを検索するには、[Group Member Of Attribute]をクリックします。memberOf属性を
そのまま使用するか、[custom]をクリックしてボックスに任意の属性を入力します。グループで
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ユーザを検索するには、[GroupMembersAttribute]をクリックします。users属性をそのまま使用す
るか、[custom]をクリックしてボックスに任意の属性を入力します。

ステップ 12 [Browse]をクリックし、[Exclude the following groups]リストに値を設定します。

リストに設定する要素のチェックボックスをオンにします。設定できる要素には次のようなもの

があります。

• ユーザ

• グループ

• 組織部門（OU）

• コンピュータ

• フォルダ

• その他の要素

展開アイコン（ ）をクリックすると、要素を展開したり折りたたんだりできます。

フィルタアイコン（ ）をクリックすると、要素にフィルタを追加できます。
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有効になったフィルタアイコン（ ）をクリックすると、フィルタを編集または削除できます。

ステップ 13 [Select]をクリックして、選択した要素を追加します。または、[Cancel]をクリックして変更を破
棄します。

ステップ 14 [Browse]をクリックし、[Use the following groups]リストに値を設定します。

ステップ 15 [Select]をクリックして、選択した要素を追加します。または、[Cancel]をクリックして変更を破
棄します。

ステップ 16 （オプション）[Advanced settings]をクリックし、詳細設定を表示します。
a) [Nested Group Depth]ボックスに、対象のノード数を入力します。
b) [Maximum Groups]ボックスに、検索するグループ数の上限を入力します。

ステップ 17 [Groups Display]ドロップダウンリストで、グループの表示方法として [WinNT groups]または
[LDAP standard]を選択します。

ステップ 18 [Check Sample User]ボックスにユーザ名を入力し、[Check LDAP]をクリックして設定を確認しま
す。

ステップ 19 フェールオーバーオプションの [Block user]、[Use cached credentials]、[Grant default policy]から必
要なものを選択します。

ステップ 20 （オプション）ユーザを認証から除外するには、次の手順を実行します。

a) [Custom Attributes]ページで、照合する LDAP属性を [Attribute]に入力します。
b) [Rule Match]ドロップダウンリストで演算子を選択し、ボックスに値を入力します。次の演算
子が使用できます。

• Equals

• Less Than

• Regex

• Is True

• Is False

c) [Action]リストで、[Block User]をクリックします。
d) [Add]をクリックします。
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ユーザフィルタを削除するには、[Remove]アイコンをクリックします。

ステップ 21 （オプション）認証されたセッションの間、ユーザをグループに追加するには、次の手順を実行

します。

a) [Custom Attributes]ページで、照合する LDAP属性を [Attribute]に入力します。
b) [Rule Match]ドロップダウンリストで演算子を選択し、ボックスに値を入力します。次の演算
子が使用できます。

• Equals

• Less Than

• Regex

• Is True

• Is False

c) [Action]ドロップダウンリストで、[Add to Group]を選択します。
d) [Add]をクリックします。
ユーザフィルタを削除するには、[Remove]アイコンをクリックします。

グループにユーザを追加するには、グループは、LDAP Distinguished Name（DN）とし
てフォーマットされた名前の LDAPディレクトリに存在する必要があります。

（注）

ステップ 22 認証レルムの設定が終了したら、[Apply settings]をクリックします。または、そのまま別のペー
ジに移動すると、変更が破棄されます。

SAML 認証レルムの作成

はじめる前に

Cisco Cloud Web Securityの SAML認証を使用するには、貴社のネットワークからアクセス可能
で、サポートされている IdPが正しく設定されている必要があります。

• IdPの自動設定には、Cisco Cloud Web Securityの SAMLメタデータが必要です。

• IdPを手動で設定する場合は、各サービスプロバイダーの発行者 ID、アサーションコンシュー
マエンドポイントの URL、および SAML要求の署名証明書が必要になります。

• Cisco ScanCenterの自動設定には、IdPのメタデータが必要です。

• Cisco ScanCenterの手動設定には、IdPエンドポイントアドレス、グループ属性、DERおよ
び PEM形式の署名証明書が必要です。

IdPで作成した各グループに対して、Cisco ScanCenterにカスタムグループを 1つずつ作成してく
ださい。両者の名前は正確に一致させる必要があります。IdPから Cisco Cloud Web Securityにグ
ループ属性を通じてグループ名が渡されるためです。その際、カスタムグループに対して設定し

たポリシーが IdPグループに基づいて SAMLユーザに適用されます。
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Cisco ScanCenterからメタデータをダウンロードするには、[Admin]タブをクリックして
[Authentication]メニューを表示し、[Management]をクリックして [Authentication Realms]パネルを
表示します。[Add SAML Realm]をクリックし、[Export our SAML metadata]をクリックしてメタ
データをダウンロードします。IdPにメタデータをインポートする方法の詳細については、ベン
ダーのサポートドキュメントを参照してください。

ScanCenterからサービスプロバイダーの発行者 IDとアサーションコンシューマエンドポイント
の URLの情報を取得し、SAML要求の署名証明書をダウンロードするには、[Admin]タブをク
リックして [Authentication]メニューを表示し、[Management]をクリックして [AuthenticationRealms]
パネルを表示します。[Add SAML Realm]をクリックし、[View our SAML configuration]をクリッ
クします。[Service Provider Issuer ID]と [Assertion Consumer Endpoint]の URLを書き留めます。
[Export primary signing certificate]をクリックし、[Export secondary signing certificate]をクリックし
て、プライマリおよびセカンダリの SAML要求証明書をダウンロードします。

IdPは、Cisco Cloud Web Securityユーザ名を SAMLアサーションの NameID属性に含めて送信
する必要があります。IdPの設定、IdPメタデータのエクスポート、IdPの詳細の取得、または
IdP署名証明書については、ベンダーのサポートドキュメントを参照してください。

（注）

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして [Authentication]メニューを表示し、[Management]をクリックして
[Authentication Realms]パネルを表示します。

ステップ 2 [Add SAML Realm]をクリックします。

ステップ 3 [View our SAML configuration]をクリックし、[SAML Realm Configuration]パネルを表示します。

ステップ 4 アイデンティティプロバイダーのメタデータがある場合は、[Import your IdP metadata]をクリック
してインポートします。Cisco ScanCenterを手動で設定する場合は、次の手順を実行します。
a) [Manually enter your IdP details]をクリックします。
b) [Realm Name]にレルム名を入力します。
c) [IdP Endpoint Address]に URLを入力します。
d) [Group Attribute]に IdPで使用するグループ属性の名前を入力します。
e) [Choose File]をクリックし、[IdP Signing Certificate]をアップロードします。

既存のアイデンティティプロバイダー署名証明書を削除するには、[Remove]アイコンをクリック
します。

ステップ 5 [Apply settings]をクリックします。または、そのまま別のページに移動すると、変更が破棄され
ます。

設定を編集するには、IdP追加の証明書をアップロードできま
す。

（注）
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認証レルムの管理

既存の認証レルムを管理するには、[Admin]タブをクリックして [Authentication]メニューを表示
します。次に、[Management]をクリックして [Authentication Realms]パネルを表示します。

非アクティブなレルムをアクティブにするには、[Active]チェックボックスをオンにし、[Apply
settings]をクリックします。

アクティブなレルムを非アクティブにするには、[Active]チェックボックスをオフにし、[Apply
settings]をクリックします。

レルムの監査をダウンロードするには、[CSV]アイコンをクリックします。

レルムを削除するには、[Remove]アイコンをクリックします。

レルムを変更するには、[Edit]アイコンをクリックします。

複数の LDAP認証レルムを同時にアクティブにできます。ただし、ある SAMLレルムがアク
ティブな場合、LDAPであってもSAMLであっても、それ以外のレルムはアクティブにできま
せん。

（注）

複数のレルムと Cisco Cloud Web Security 動作
セキュリティプロトコルが異なる複数のサーバがある場合も含めて、ユーザが複数の認証レルム

から使用するレルムを選択できるように Cisco Cloud Web Securityを構成できます。

これは、たとえばある組織が同じセキュリティプロトコル、または異なるセキュリティプロトコ

ルを使う独自の認証サーバを持つ別の組織と合併した場合などに有効です。こうすることで、1
つのポリシーを作成するだけですべてのユーザを管理できます。

複数のレルムは SAMLの使用時はサポートされません。（注）

認証設定のテスト

認証レルムの作成、または編集では、認証サーバやアイデンティティプロバイダーに接続するた

めに必要な構成設定を多数入力します。入力した情報はプロセスの各段階で検証され、正しい情

報が入力されていることが確認されます。

LDAPサーバの構成を変更した場合は、その変更に合わせて Cisco ScanCenterの認証レルムも
変更する必要があります。変更しないままだと、ユーザの認証ができなくなります。

注意
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テストプロセス

認証設定のテストでは、Cisco ScanCenterはまず、レルムの設定が正しい形式で入力されているこ
とを検証します。たとえば、テキスト文字列を入力する必要があるフィールドに数値が入力され

ている場合、Cisco ScanCenterはエラーとして通知します。

すべてのフィールドに有効な値が入力されている場合、Cisco ScanCenterは使用しているセキュリ
ティプロトコルに合わせた手順を実行します。レルムが複数の認証サーバを含む場合、Cisco
ScanCenterは各サーバに対して順番にテストプロセスを実行します。

LDAP テスト

Cisco ScanCenterは以下の手順を実行して LDAP認証設定をテストします。

1 LDAPサーバが指定の LDAPポートでリスニングしていることを確認します。
2 セキュア LDAPが選択されている場合、Cisco ScanCenterは LDAPサーバがセキュア LDAPを
サポートしていることを確認します。

3 StartTLSが選択されている場合、Cisco ScanCenterは LDAPサーバが StartTLS拡張をサポート
していることを確認します。

4 レルムにバインドパラメータが含まれている場合、Cisco ScanCenterは LDAPサーバで認証を
試行することでそれらを検証します。

Cookie 期間の設定
クライアントレス認証では、ブラウザに保存されたCookieを使用します。デフォルトでは、Cookie
はブラウザセッションの間保持されます。永続的なCookieでは、ユーザがブラウザを閉じても、
設定した期間内はユーザを再認証する必要がなくなります。

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして [Authentication]メニューを表示し、[Management]をクリックして
[Cookie Expiry]パネルを表示します。
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ステップ 2 （任意）ブラウザを閉じた後にセッションが持続するようにするには、[Use Persistent Cookies]
チェックボックスを選択します。

ステップ 3 [Group]ボックスに、グループの Cookieの有効期限が切れるまでの期間を、画面上の例に示され
ている形式で入力します。

ステップ 4 [User]ボックスに、ユーザの Cookieの有効期限が切れるまでの期間を、画面上の例に示されてい
る形式で入力します。

ステップ 5 [Roaming]ボックスに、ローミングの Cookieの有効期限が切れるまでの期間を、画面上の例に示
されている形式で入力します。

ステップ 6 [Apply]をクリックします。または、そのまま別のページに移動すると、変更が破棄されます。

監査レポートのダウンロード

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして [Authentication]メニューを表示し、[Management]をクリックして
[Download Audit Reports]パネルを表示します。

ステップ 2 [Period]で、レポートの対象となる期間をクリックします。次のオプションを使用できます。

• Last 5 Minutes

• Last Hour

• Last Day

ステップ 3 [CSV]アイコンをクリックします。
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ユーザ認証ページの設定

Cisco Cloud Web Securityでは、まだ認証されていないユーザがサービスに接続しようとすると、
ユーザ認証ページが表示されます。

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして [Authentication]メニューを表示し、[User Messages]をクリックして
[User Messages]パネルを表示します。

ステップ 2 [Choose File]をクリックし、このページに表示する画像を選択します。使用可能な画像形式は
PNG、GIF、JPEGで、最大サイズは500KBです。任意のピクセルサイズを指定できますが、ユー
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ザがサービスに接続するときに使用するデバイスの画面サイズに適した大きさにする必要があり

ます。

ステップ 3 [Help text]ボックスに、最大 1,000文字のプレーンテキストを入力します。

ステップ 4 [User name text]ボックスに、使用したい単語やフレーズを入力します。

ステップ 5 [Password text]ボックスに、使用したい単語やフレーズを入力します。

ステップ 6 [Disclaimer text]ボックスに、最大 1,000文字のプレーンテキストを入力します。

ステップ 7 [Preview]をクリックし、[User Authentication]ページを表示します。

ステップ 8 [Apply settings]をクリックし、変更内容を確定します。または、[Cancel]をクリックして [User
Authentication]ページの編集を続けるか、別のページに移動して変更を破棄します。
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第 6 章

ログの抽出

Cisco ScanCenterでは Cisco Cloud Web Securityストレージアーキテクチャからデータログを抽出
することができます。SIEMプラットフォームの S3互換のアプリケーションプログラミングイ
ンターフェイス（API）を使用して、インポートおよび分析用のWeb使用状況データの安全かつ
完全に自動化された抽出を設定します。ログの抽出サービスは APIの互換性のために Amazon
Simple Storage Service（S3）プロトコルを使用いるだけで、Amazon Web Servicesは使用していま
せん。

データログ：

• World Wide Webコンソーシアム（W3C）テキスト形式でコンパイル

• UTF-8エンコーディングでタブ区切り

•安全な抽出のために企業に割り当てられた専用ストレージのバケットに配置

•どんなデータを取得したいか、いつデータを抽出したいかを選択できます

•通常、イベント終了後 15分以内に提供できます

•ファイルは 5日後に削除されます

注：

•適切な匿名化のルールがあれば、すべての匿名化されたフィールドが、抽出したログデー
タにも適用されます。

• HTTPSトラフィックのデータの表示はWIReレポートと同じです。

•同じ場所に委任された管理階層ログデータ内のすべてのアカウント。アカウントの詳細は
マスターアカウントに表示されます。

•子のアカウントデータは単一のバケットに統合されます。レポート属性 x-ss-company-idは
子アカウントの特定に使用されます。

• レポート属性, 52 ページ

• キーペアの発行, 56 ページ
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レポート属性

25の共通して使用されるレポート属性が、データログに含まれています。4つのオプションの属
性を含めることもできます。

フィールドプレフィックスは、次のとおりです。

• c—クライアント

• s—サーバ

• cs—クライアントからサーバ

• sc—サーバからクライアント

• x-ss—Cisco Cloud Web Securityカスタムフィールド

大半の属性値は小文字表記で統一されています。ただし、一部の属性値については、ユーザが

入力したとおりの文字列で表示することができます。かっこで「Original」と記載されている
属性は、標準の小文字表記でも入力どおりの表記でも使用できます。

（注）

datetime

日時

c-ip

クライアント IPアドレス

cs(X-Forwarded-For)

X-Forwarded-Forヘッダーの値

cs-username

（Original）WinNT://<username>の形式でログインしたユーザ名またはカスタムテキスト名

cs-method

（Original）リクエストメソッド：CONNECT、GET、POST

cs-uri-scheme

リファラプロトコル：FTP、HTTP、HTTPS

cs-host

（Original）URL文字列のホスト部分。たとえば、news.example.com/sportの場合、ホスト
部分は news.example.comです。
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cs-uri-port

Web要求のポート番号

cs-uri-path

URL文字列のパス部分。たとえば、news.example.com/sportの場合、パスは/sportです。

cs-uri-query

URL文字列のクエリ部分。たとえば、
http://www.example.com/search?hl=en&q=free+screensavers&btnG=Example+Search&meta=&aq=f&oq=
の場合、クエリはhl=en&q=free+screensavers&btnG=Example+Search&meta=&aq=f&oq=
です。

cs(User-Agent)

（Original）完全なユーザエージェント文字列。たとえば、Mozilla/4.0 (compatible; MSIE
7.0; Windows NT 5.1)です（ユーザエージェント文字列の詳細については、http://
www.useragentstring.com/pages/useragentstring.phpを参照してください）。

cs(Content-Type)

（Original）要求のコンテンツタイプ。例：image/gif, application/pdf, text/html,
application/EDI-X12

cs-bytes

送信バイト数

sc-bytes

受信バイト数

sc-status

応答ステータスコード。たとえば、存在しなかったページに対するWeb要求をすべて探すには、
404でフィルタリングできます（ステータスコードの詳細については、http://www.w3.org/Protocols/
rfc2616/rfc2616-sec10.htmlを参照してください）。

sc(Content-Type)

（Original）応答コンテンツタイプ

s-ip

宛先 IPアドレス

x-amp-score

（任意）要求の AMPスコア（利用可能な場合）
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x-amp-sha

（任意）実行可能ファイル/PDFの要求/応答 SHA256

x-avc-app

（任意）人間が読み取りできる AVCアプリケーション名

x-avc-app-id

（任意）AVCアプリケーション ID（検出された場合）

x-ss-category

Webフィルタリングカテゴリ。x-ss-categoryレポート属性に適用されるカテゴリコードは次のと
おりです。

説明コード説明コード説明コード

Professional
Networking

c:pnetGamblingc:gambAdultc:adlt

Politicsc:polGamesc:gameAdvertisementsc:adv

Pornographyc:pornGovernment and
Law

c:govAlcoholc:alc

Referencec:refHackingc:hackArtsc:art

Religionc:relHate Speechc:hateAstrologyc:astr

Real Estatec:restHealth and
Nutrition

c:hlthAuctionsc:auct

SaaS and
B2B

c:saasIllegal Activitiesc:ilacStreaming Audioc:aud

Science and
Technology

c:sciIllegal Downloadsc:ildlBusiness and
Industry

c:busi

Society and
Culture

c:sctyPhoto Search /
Images

c:imgDigital Postcardsc:card

Shoppingc:shopInfrastructure and
Content Delivery

c:infrMobile Phonesc:cell

Social
Networking

c:snetJob Searchc:jobChat and Instant
Messaging

c:chat

Social
Science

c:socsSafe for Kidsc:kidsOnline
Communities

c:comm

Sports and
Recreation

c:sprtLingerie and
Swimsuits

c:lingComputers and
Internet

c:comp

Search
Engines
and Portals

c:srchHumorc:lolComputer Securityc:csec
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Software
Updates

c:swupLotteriesc:lotrDatingc:date

Sex
Education

c:sxedWeb-based E-mailc:mailIllegal Drugsc:drug

Tobaccoc:tobNaturec:natrDynamic /
Residential

c:dyn

Online
Trading

c:tradNewsc:newsEducationc:edu

Web Page
Translation

c:tranNon-governmental
Organizations

c:ngoEntertainmentc:ent

Transportationc:trnsNon-sexual Nudityc:nsnExtremec:extr

Travelc:trvlOnline Storage and
Backup

c:osbFashionc:fash

Streaming
Video

c:vidPeer File Transferc:p2pFilter Avoidancec:filt

Internet
Telephony

c:voipParked Domainsc:parkFinancec:fnnc

Weaponsc:weapOrganizational
E-mail

c:pemDining and
Drinking

c:food

Web
Hosting

c:whstPersonal Sitesc:persFreeware and
Shareware

c:free

UnclassifiedunclassifiedCheating and
Plagarism

c:plagFile Transfer
Services

c:fts

x-ss-last-rule-name

（Original）ポリシールールの名前

x-ss-last-rule-action

5つのルールアクションから選択：allow、authenticate、block、warn、inspect

x-ss-block-type

ブロックを生成した、フィルタ内で指定されたブロックまたはパターン

x-ss-block-value

ブロックパターンに一致した文字列値

x-ss-referrer-host

（Original）リファラ URL文字列のホスト部分。たとえば、news.example.com/sportの場
合、ホスト部分は news.example.comです。
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x-ss-external-ip

Cisco CloudWeb Securityが顧客から取得する外部 IPアドレス（出力 IPアドレスとも呼ばれる）。
外部 IPアドレスのサブネット（出力 IPアドレスサブネットとも呼ばれる）も可能です。

x-ss-company-id

子会社 ID

キーペアの発行

Cisco ScanCenterの [Log Extraction]ページからキーペアを発行します。割り当てられたバケット
からのデータログの抽出を有効にするには、SIEMプラットフォームの S3互換APIに両方のキー
をコピーします。

シスコでは、SIEMデバイスまたはサードパーティ製品を構成するためのテクニカルサポート
を提供していません。問題発生時には、ベンダー固有のサポートチームに問い合わせてくだ

さい。

（注）

はじめる前に

•ログ抽出サービスは、有効になっており、会社向けにプロビジョニングされている必要があ
ります。

• [Log Extraction]ページには、スーパーユーザの管理者のみがアクセスできます。

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [Your Account]メニューの [Log Extraction]をクリックして、[Log Extraction]ページを表示します。

ステップ 3 [Connection Details]領域の [Bucket]列に、会社 IDに基づく一意の名前を持つ専用のバケットが作
成され、プライベートデータが保持されます。

ステップ 4 [Credentials]領域の [Actions]列で、[Issue Key]ボタンをクリックします。

ステップ 5 [Warning]ダイアログボックスで、[Issue & Download]ボタンをクリックします。

ステップ 6 keypair.csvという名前の作成されたCSVファイルを、ダウンロードフォルダに保存します。
生成されたキー IDを示すため、アクセスキーが更新されますが、セキュリティのため、秘密キー
はCiscoScanCenterでは表示されません。プライバシー保護のため、シスコカスタマーサポートが
秘密キーをお聞きすることはありません。

ステップ 7 保存した keypair.csvという名前の CSVファイルを開いて、accessKeyと secretKeyを表示しま
す。accessKeyは 20文字の文字列であり、secretKeyは、40文字の文字列です。

ステップ 8 （任意）[Log Extraction Attributes]領域には、エクスポートされるログに追加するように選択でき
る、いくつかの追加の属性がリストされます。これらのフィールドのデータを表示するには、追

加のサービスの有効化が必要になる場合があります。[Save]をクリックします。
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説明属性フィールド名

AVCアプリケーション ID（検出された場合）x-avc-app-id

人間が読み取りできる AVCアプリケーション名x-avc-app

要求の AMPスコア（利用可能な場合）x-amp-score

実行可能ファイル/PDFの要求/応答 SHA256x-amp-sha

次の作業

キーペアを APIクライアントにコピーし、抽出用に設定します。

たとえば、s3cmdはログ抽出サービスへの接続をテストするためにクライアントとして使用でき
る無料のコマンドラインツールです。

s3cmdツールをダウンロードしてインストールしてから、s3cmdコンフィギュレーションファイ
ルの次の変数を編集します。

• access_keyに自身の accessKeyを設定します。

• secret_keyに自身の secretKeyを設定します。

• host_baseに vault.scansafe.comを設定します。

• host_bucketに %(bucket)s.vault.scansafe.comを設定します。

• use_httpsを Trueに設定します。

結果の例として、変数は次のようになります。

• access_key=12345678901234567890

• secret_key=1234567890123456789012345678901234567890

• host_base=vault.scansafe.com

• host_bucket=%(bucket)s.vault.scansafe.com

• use_https=True

host_bucket変数内の %(bucket)s.vault.scansafe.comの値は、専用のバケット名を
使用しません。

（注）

s3cmdツールの使用方法の詳細については、次を参照してください。

http://s3tools.org/usage
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http://s3tools.org/s3cmd-howto

http://s3tools.org/s3cmd-sync

バケットへのアクセスは、読み取りコマンドのみに許可されます。たとえば、ls、get、
debug、sync、および info読み取りコマンドは許可されますが、put書き込みコマンドは
許可されません。

（注）

ログ抽出 APIへのアクセスに使用されているクライアントアプリケーションが Cisco Cloud
Web Securityサービスを介して要求を送信した場合、その要求は認証チャレンジされる場合が
あります。クライアントアプリケーションが認証チャレンジに対して正しくレスポンスを送

信できない場合、ログ抽出 APIは Cisco Cloud Web Securityサービスによってブロックされま
す。ここでは、URLvault.scansafe.comのTCPポート番号443の例外を追加することで、
クライアントアプリケーションによるログ抽出 APIへの直接アクセスを許可しています。

（注）
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第 7 章

ホストされているコンフィギュレーション

CiscoScanCenterのホストされているコンフィギュレーション領域では、PAC（ProxyAuto-Config）
ファイル、Cisco AnyConnectセキュアモビリティクライアントWebセキュリティの設定ファイ
ル、その他の設定ファイルを Cisco ScanCenterにアップロードして管理できます。PACファイル
をアップロードする場合、事前に、そのファイルが正常に機能するかどうかをテストする必要が

あります。

AnyConnectコンフィギュレーションファイルの場合、スクランブルされていないバージョン
をアップロードする必要があります。このファイルは、スクランブルされた状態でユーザに提

供されますが、プレーンテキストバージョンをダウンロードすることもできます。

（注）

ホストされている構成ファイルを表示するには、[Admin]タブをクリックして管理メニューを表
示し、[Management]メニューの [Hosted Config]をクリックして [Hosted Config]ページを表示しま
す。

• 新しいコンフィギュレーションファイルのアップロード, 60 ページ

• コンフィギュレーションファイルの管理, 60 ページ

• コンフィギュレーションファイルの削除, 61 ページ
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新しいコンフィギュレーションファイルのアップロード

手順

ステップ 1 [Upload Config]タブをクリックして、[Upload Config]ページを表示します。

ステップ 2 [Resource Format]ボックスの一覧でファイルタイプをクリックします。

ステップ 3 [Description]ボックスに一意の説明を入力します。

ステップ 4 [Browse]をクリックし、アップロードするファイルを選択します。アップロードできるファイル
の最大サイズは 500 KBです。

ステップ 5 [Upload]をクリックして、ファイルをアップロードします。

コンフィギュレーションファイルの管理

ファイルのアップロード後に、そのファイルをアクティブまたは非アクティブにすることができ

ます。もしくは、新しいバージョンのアップロード、またはバージョンの削除も可能です。

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [Management]メニューの [Hosted Config]をクリックして、[Hosted Config]ページを表示します。

ステップ 3 [Edit]アイコンをクリックします。
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次の作業

コンフィギュレーションファイルをアクティブにするには、[Active]チェックボックスをオンに
し、[Save]をクリックします。コンフィギュレーションファイルを非アクティブにするには、
[Active]チェックボックスをオフにし、[Save]をクリックします。

あるファイルのバージョンが複数ある場合は、[Default]をクリックして特定のバージョンを有効
にし、[Save]をクリックします。

あるファイルの特定のバージョンを削除するには、[Delete]をクリックします。

[Delete]をクリックすると、デフォルトバージョンでない場合は、ファイルが即座に削除され
ます。削除してもよいかどうかを確認するダイアログボックスは表示されません。

注意

コンフィギュレーションファイルの削除

はじめる前に

コンフィギュレーションファイルを完全に削除できるのは、非アクティブになっている場合だけ

です。

ファイルは即座に削除されます。削除してもよいかどうかを確認するダイアログボックスは

表示されません。

注意
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手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [Management]メニューの [Hosted Config]をクリックして、[Hosted Config]ページを表示します。

ステップ 3 削除アイコンをクリックします。
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第 8 章

監査

組織の Cisco ScanCenterアカウントに関するアクセス監査レポートおよびアクティビティ監査レ
ポートを生成できます。また、Cisco ScanCenterログイン失敗状況を通知するメールアラートも
設定できます。これらの作業を行うには、適切なロールが割り当てられている必要があります。

ロールの詳細については、ロール権限, （13ページ）を参照してください。

• 電子メールアラート, 63 ページ

• アクセス監査, 64 ページ

• アクティビティ監査, 65 ページ

• レポート実行, 67 ページ

• レポート管理, 68 ページ

• ログ抽出監査, 69 ページ

電子メールアラート

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [Audit]メニューの [Access Settings]をクリックして、[Access Settings]ページを表示します。
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ステップ 3 何度か続けてログインに失敗してユーザアカウントがロックされると、そのユーザは、ロック解

除を依頼するメールを管理者に送信するよう指示されます。[Contact email in the login failuremessage]
ボックスに、メールに表示する連絡先メールアドレスを入力します。メールアドレスを入力しな

い場合、会社のスーパーユーザのメールアドレスが表示されます。

ステップ 4 [Enable email alerts]チェックボックスをオンにします。これで、ログイン失敗時にメールが送信
されます。

ステップ 5 各ボックスにメールアドレスを入力します。5個まで指定できます。

ステップ 6 [Max frequency]ドロップダウンで、一括処理する電子メールアラートの件数（1～ 20）を選択し
ます。

ステップ 7 [Period]ドロップダウンで、メールの送信間隔（1～ 24時間）を選択します。

ステップ 8 [Save]をクリックして変更を適用します。または、そのまま別のページに移動すると、変更が破
棄されます。

アクセス監査

アクセス監査レポートを生成することにより、ある期間（1日～ 1年）において Cisco ScanCenter
で実行されたすべてのログイン試行情報が確認できます。

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [Audit]メニューで、[ScanCenter Access]をクリックします。

ステップ 3 [Time Zone]ドロップダウンリストでタイムゾーンを選択します。デフォルトは UTCです。

ステップ 4 [Time Period]ドロップダウンリストで、あらかじめ定義されている期間を選択します。
あらかじめ定義されている期間は次のとおりです。
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• Previous hour

• Previous day -昨日

• Previous week -直前の 1週間

• Last n hours（過去 12、24、48、または 72時間）

• Last week -過去 7日間

• Last n weeks（過去 2または 3週間）

• Last month

• Last n months（過去 2、3、4、5、6、9、または 12か月間）

[Custom]を選択した場合は、開始日時と終了日時を指定します。
a) ボックスに開始日を直接入力するか、または、[Calendar]アイコンをクリックして日付を選択
します。

b) 時刻のボックスの一覧で開始時刻を選択します。時刻は 24時間表示です。
c) ボックスに終了日を直接入力するか、または、[Calendar]アイコンをクリックして日付を選択
します。

d) 時刻のボックスの一覧で終了時刻を選択します。

ステップ 5 管理ユーザを個別に選択する場合は、[All Admins]チェックボックスをオフにし、[or select an
Admin]ボックスの一覧で管理ユーザを選択します。すべての管理ユーザを監査レポートに含める
場合は、[All Admins]チェックボックスをオンにします。

ステップ 6 失敗したログイン試行に関する情報を監査レポートに含める場合は、[Unsuccessful Login]チェッ
クボックスをオンにします。失敗したログイン試行に関する情報を監査レポートに含めない場合

は、[Unsuccessful Login]チェックボックスをオフにします。

ステップ 7 成功したログイン試行に関する情報を監査レポートに含める場合は、[Successful Login]チェック
ボックスをオンにします。成功したログイン試行に関する情報を監査レポートに含めない場合は、

[Successful Login]チェックボックスをオフにします。

ステップ 8 [Generate Audit]をクリックして、CSVファイル形式の監査レポートをダウンロードします。

アクティビティ監査

アクティビティ監査レポートを生成することにより、ある期間（1日～ 1年）において Cisco
ScanCenterで実行されたすべての管理アクティビティが確認できます。監査レポートには、管理、
設定、フィルタリング、およびポリシーに関する変更内容が記録されます。監査レポートは CSV
ファイル形式でダウンロードされます。監査レポートの内容は、ロギングされた各イベントのユー

ザ名、カテゴリタイプ、アクション、ロギング日時、および説明です。
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手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [Audit]メニューで、[ScanCenter Activity]をクリックします。

ステップ 3 [Time Zone]ドロップダウンリストでタイムゾーンを選択します。デフォルトは UTCです。

ステップ 4 [Time Period]ドロップダウンリストで、あらかじめ定義されている期間を選択します。
あらかじめ定義されている期間は次のとおりです。

• Previous hour

• Previous day -昨日

• Previous week -直前の 1週間

• Last n hours（過去 12、24、48、または 72時間）

• Last week -過去 7日間

• Last n weeks（過去 2または 3週間）

• Last month

• Last n months（過去 2、3、4、5、6、9、または 12か月間）

[Custom]を選択した場合は、開始日時と終了日時を指定します。
a) ボックスに開始日を直接入力するか、または、[Calendar]アイコンをクリックして日付を選択
します。

b) 時刻のボックスの一覧で開始時刻を選択します。時刻は 24時間表示です。
c) ボックスに終了日を直接入力するか、または、[Calendar]アイコンをクリックして日付を選択
します。

d) 時刻のボックスの一覧で終了時刻を選択します。

ステップ 5 管理ユーザを個別に選択する場合は、[All Admins]チェックボックスをオフにし、[or select an
Admin]ボックスの一覧で管理ユーザを選択します。すべての管理ユーザを監査レポートに含める
場合は、[All Admins]チェックボックスをオンにします。

ステップ 6 カテゴリを個別に選択する場合は、[All Categories]チェックボックスをオフにし、[or select a
Category]ボックスの一覧でカテゴリを選択します。選択可能なカテゴリは次のとおりです。

• Administration

• Filtering Policy

• HTTPS Inspection

• Spyware Policy

• Web Virus Policy
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すべてのカテゴリを監査レポートに含める場合は、[All Categories]チェックボックスをオンにし
ます。

ステップ 7 アクションを個別に選択する場合は、[All Actions]チェックボックスをオフにし、[or select an
Action]ボックスの一覧でアクションを選択します。選択可能なアクションは次のとおりです。

• INSERT

• UPDATE

• DELETE

すべてのアクションを監査レポートに含める場合は、[All Actions]チェックボックスをオンにし
ます。

ステップ 8 [Generate Audit]をクリックして、CSVファイル形式の監査レポートをダウンロードします。

レポート実行

レポート実行監査を生成することにより、ある期間（1日～ 1年）において Cisco ScanCenterで実
行されたすべてのレポートが確認できます。監査はCSVファイル形式でダウンロードされます。
ユーザ名、レポート名、およびロギング日時が含まれます。

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [Audit]メニューで、[Report Execution]をクリックして [Report Execution]ページを表示します。

ステップ 3 [Time Zone]ドロップダウンリストでタイムゾーンを選択します。デフォルトは UTCです。

ステップ 4 [Time Period]ドロップダウンリストで、あらかじめ定義されている期間を選択します。
あらかじめ定義されている期間は次のとおりです。

• Previous hour

• Previous day -昨日

• Previous week -直前の 1週間

• Last n hours（過去 12、24、48、または 72時間）

• Last week -過去 7日間

• Last n weeks（過去 2または 3週間）

• Last month

• Last n months（過去 2、3、4、5、6、9、または 12か月間）

[Custom]を選択した場合は、開始日時と終了日時を指定します。
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a) ボックスに開始日を直接入力するか、または、[Calendar]アイコンをクリックして日付を選択
します。

b) 時刻のボックスの一覧で開始時刻を選択します。時刻は 24時間表示です。
c) ボックスに終了日を直接入力するか、または、[Calendar]アイコンをクリックして日付を選択
します。

d) 時刻のボックスの一覧で終了時刻を選択します。

ステップ 5 [Generate Audit]をクリックして、CSVファイル形式の監査レポートをダウンロードします。

レポート管理

レポート管理監査を生成すると、ある期間（1日～ 1年）において Cisco ScanCenterで作成した
ユーザ、修正したユーザ、削除したユーザ、エンティティに関連するレポートを表示できます。

監査は CSVファイル形式でダウンロードされます。ユーザ名、エンティティタイプ、エンティ
ティ名、アクション、およびロギング日時が含まれます。

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [Audit]メニューで、[Report Management]をクリックして [Report Management]ページを表示しま
す。

ステップ 3 [Time Zone]ドロップダウンリストでタイムゾーンを選択します。デフォルトは UTCです。

ステップ 4 [Time Period]ドロップダウンリストで、あらかじめ定義されている期間を選択します。
あらかじめ定義されている期間は次のとおりです。

• Previous hour

• Previous day -昨日

• Previous week -直前の 1週間

• Last n hours（過去 12、24、48、または 72時間）

• Last week -過去 7日間

• Last n weeks（過去 2または 3週間）

• Last month

• Last n months（過去 2、3、4、5、6、9、または 12か月間）

[Custom]を選択した場合は、開始日時と終了日時を指定します。
a) ボックスに開始日を直接入力するか、または、[Calendar]アイコンをクリックして日付を選択
します。

b) 時刻のボックスの一覧で開始時刻を選択します。時刻は 24時間表示です。
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c) ボックスに終了日を直接入力するか、または、[Calendar]アイコンをクリックして日付を選択
します。

d) 時刻のボックスの一覧で終了時刻を選択します。

ステップ 5 [Generate Audit]をクリックして、CSVファイル形式の監査レポートをダウンロードします。

ログ抽出監査

ログ抽出監査を生成することにより、ある期間（1日～ 1年）において Cisco ScanCenterで実行さ
れたすべてのログ抽出が確認できます。ログの日付、アクセス IPアドレス、イベントタイプ、数
量、HTTPステータスコードを含む監査は、CSVファイルでダンロードされます。

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [Audit]メニューで [Log Extraction]をクリックします。

ステップ 3 [Time Zone]ドロップダウンリストでタイムゾーンを選択します。デフォルトは UTCです。

ステップ 4 [Time Period]ドロップダウンリストで、あらかじめ定義されている期間を選択します。
あらかじめ定義されている期間は次のとおりです。

• Previous hour

• Previous day -昨日

• Previous week -直前の 1週間

• Last n hours（過去 12、24、48、または 72時間）

• Last week -過去 7日間

• Last n weeks（過去 2または 3週間）

• Last month

• Last n months（過去 2、3、4、5、6、9、または 12か月間）

[Custom]を選択した場合は、開始日時と終了日時を指定します。
a) ボックスに開始日を直接入力するか、または、[Calendar]アイコンをクリックして日付を選択
します。

b) 時刻のボックスの一覧で開始時刻を選択します。時刻は 24時間表示です。
c) ボックスに終了日を直接入力するか、または、[Calendar]アイコンをクリックして日付を選択
します。

d) 時刻のボックスの一覧で終了時刻を選択します。

ステップ 5 [Generate Audit]をクリックして、CSVファイル形式の監査レポートをダウンロードします。

Cisco ScanCenter アドミニストレータガイドバージョン 5.2    
   OL-22629-06 69

ログ抽出監査



   Cisco ScanCenter アドミニストレータガイドバージョン 5.2
70 OL-22629-06  

ログ抽出監査



第 9 章

委任管理

委任管理を使用するよう選択した場合、Cisco ScanCenterでは、親組織および 2つ以上の子組織
に対するアクセス権限が付与されます。トラフィックが親組織経由で渡されることはありません

が、親組織で設定されたポリシーは、すべての子組織に適用されます。子組織レベルで設定され

たポリシーは、その子組織にのみ適用されます。

• 親組織へのログイン, 71 ページ

• 子組織による証明書作成の有効化, 71 ページ

• 子組織によるポリシー設定の有効化, 72 ページ

• エクスポートおよびインポートされたポリシーの管理, 74 ページ

• フィルタ、スケジュール、および辞書の管理, 75 ページ

• グローバルユーザメッセージおよびローカルユーザメッセージの設定, 75 ページ

• メールドメインの設定, 75 ページ

• 監査の実行, 75 ページ

• レポート実行の委任, 76 ページ

• 脅威分析ロール, 76 ページ

親組織へのログイン

管理者パスワードを使用して親組織にログインすると、[Delegated Administration]ページが表示さ
れます。親会社と子会社が、[Seats]および [Last Use]の情報と共に表示されます。

子組織による証明書作成の有効化

子組織が独自のHTTPS検査ポリシーを設定できるようにするには、自身の証明書を作成できるよ
うにする必要があります。
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手順

目的コマンドまたはアクション

[Admin] > [HTTPS Inspection] > [Certificates]に移動します。ステップ 1   

[Configuration]をクリックします。ステップ 2   

子組織がHTTPS検査の証明書を作成できるようにするには、[Child
certificates]チェックボックスを選択します。また、独自の HTTPS

ステップ 3   

検査の証明書を作成する子組織を防ぐためにチェックボックスを

オフにします。[Submit]をクリックします。

チェックボックスが有効な場合、子組織が証明書を作成できます。子組織によって作成された証

明書を、親組織が表示または編集することはできません。子組織が表示することはできますが、

親組織によって作成された証明書は変更できません。

子組織によるポリシー設定の有効化

親組織で設定されたポリシーは自動的に子組織に適用されますが、親組織でしか表示できません。

[Execute Subsidiary Policy]ルールを作成してアクティブにすると、子組織にそのポリシーを適用で
きます。子組織のルールより優先順位の高い親組織のルールは、子組織のルールの前に適用され

ます。子組織のルールより優先順位の低い親組織のルールは、子組織のルールの後に適用されま

す。

望ましくない可能性があるプログラムの許可リストを編集できるのは、親組織だけです。（注）

手順

ステップ 1 親組織に管理者としてログインします。

ステップ 2 [Delegated Administration]ページで親組織をクリックします。

ステップ 3 [Web Filtering] > [Management] > [Policy]ページで、[Create Rule]をクリックします。

ステップ 4 [Rule Action]プルダウンリストで、[Execute Subsidiary Policy]を選択します。

ステップ 5 [Create Rule]をクリックします。この種類のルールは 1つしか作成できません。
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ステップ 6 [Active]列のチェックボックスをオンにして、[Execute Subsidiary Policy]のルールを有効にしま
す。このルールは、各子組織で設定されるポリシーを表します。

ステップ 7 [Move]列では、上および下矢印をクリックして、親および子ポリシーが適用される順序を設定で
きます。

ステップ 8 [Apply Changes]をクリックします。順序が更新されます。
[Active]列のチェックボックスをオフにした場合や [Execute Subsidiary Policy]ルールを削除した場
合、子組織のポリシーは使用されなくなります。

HTTPS 検査の有効化

はじめる前に

[Execute Subsidiary Policy]ルールを作成してアクティブにすると、子組織にそのポリシーが適用さ
れます。子組織によるポリシー設定の有効化, （72ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 親組織に管理者としてログインします。

ステップ 2 [Admin] > [HTTPS Inspection] > [Policy]ページで、[Create HTTPS Rule]をクリックします。

ステップ 3 [Certificate]プルダウンリストで、[Execute Subsidiary Policy]を選択します。

ステップ 4 [Active]チェックボックスをオンにして、ルールアクションを有効にします。もしくは、ルール
を後でアクティブにする場合は、このチェックボックスをオフにします。

ステップ 5 [Submit]をクリックして変更を適用します。または、[Cancel]をクリックするか、そのページから
移動することで、変更を破棄します。

子組織のプライバシーポリシー

委任管理が有効になっている場合、子組織では独自のプライバシーポリシーを設定できます。

他の子組織のポリシーと同様、プライバシーポリシーがアクティブになるのは [Active]列のチェッ
クボックスをオンにした場合だけです。
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[Execute Subsidiary Policy]ルールのアクションに割り当てられている優先順位にかかわらず、子組
織のプライバシーポリシーは、親組織のプライバシールールのアクションの直後に適用されま

す。

子組織が HTTPSポリシーを独自に設定できるようにするには、親組織で [Execute Subsidiary
Policy]ルールが HTTPSトラフィック検査ルールに適用されている必要があります。

（注）

エクスポートおよびインポートされたポリシーの管理

エクスポートされたポリシーは、同じ委任管理ファミリの親子の内外両方の、親と子の企業間の

インポート用に共有することができます。

エクスポートされた子ポリシーをインポートするとき：

•同じ子の企業：

◦親フィルタまたはスケジュールへのリンクはすべてそのまま維持されます。

◦すべてのエクスポートされたデータはインポートされます。

•同じ委任管理ファミリ内の別の子の企業：

◦親フィルタまたはスケジュールへのリンクはすべてそのまま維持されます。

◦すべてのエクスポートされたデータは、ライセンスキーと HTTPS証明書を除き、イン
ポートされます。

•別の委任管理ファミリの別の子の企業は、子の企業に親の企業へのリンクがない場合のみサ
ポートされます。

同じ企業内のエクスポートされた親ポリシーをインポートするとき：

•すべてのエクスポートされたデータはインポートされます。

•親フィルタ、スケジュール、証明書への子のポリシーリンクはすべてそのまま維持されま
す。

•エクスポート以降に追加され、すべての子の企業が現在使用している、すべての新しいフィ
ルタ、スケジュール、または証明書は削除されません。実際には、インポートされたエクス

ポートのコンテンツとマージすることになります。

•エクスポート以降に追加され、すべての子の企業が現在使用していない、すべての新しい
フィルタ、スケジュール、または証明書は削除され、インポートされたエクスポートのコン

テンツに置き換えられます。

別の委任管理ファミリの別の親企業へのインポートは、サポートされます。ただし：

•すべての企業、グループまたはユーザライセンスキーは削除されます。
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•すべての HTTPS証明書は削除されます。

ポリシーをエクスポートおよびインポートする方法の詳細については、ポリシーのバックアップ,
（116ページ）およびポリシーの復元, （116ページ）を参照してください。

フィルタ、スケジュール、および辞書の管理

親組織のフィルタ、スケジュール、および辞書を子組織で利用できます。ただし子組織では、表

示および使用することはできますが、編集することはできません。一方、ある子組織で作成され

たフィルタ、スケジュール、および辞書を親組織や別の子組織で利用することはできません。

グローバルユーザメッセージおよびローカルユーザメッセージの設

定

デフォルトでは、親組織で設定されたすべてのユーザメッセージが、子組織に継承されます。

手順

ステップ 1 子組織に管理者としてログインします。

ステップ 2 [User Messages]ページに移動します。

ステップ 3 [Inherit Master alert page settings]チェックボックスをオフにします。

ステップ 4 必要に応じてボックスにメッセージを入力します。

ステップ 5 [Save]をクリックして変更を適用します。

メールドメインの設定

親組織で設定されたメールドメインは、すべての子組織で利用できます。つまり、組織全体をカ

バーするメールドメインを作成できます。子組織で設定されたメールドメインは、その子組織で

しか利用できません。

監査の実行

子組織で実行された監査のレポートには、その子組織に関する情報だけが含まれます。
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レポート実行の委任

親組織で実行されるレポートには、従属するすべての子組織に対する結果が含まれます。標準の

レポート属性に加え、次のレポート属性を使用して検索を絞り込むことができます。

• [Company Name]—子組織の名前

• [Company User] —子組織名を含んだ、認定済みのユーザ名

• [Company Group] —子組織名を含んだ、認定済みのグループ名

子組織で実行されるレポートには、その子組織に対する結果だけが含まれます。

保存済み検索設定は、作成元の組織でのみ利用できます。たとえば、子組織で作成された保存

済み検索設定を親組織で表示することはできません。

（注）

脅威分析ロール

親組織で脅威分析ロールを持つユーザは、子組織の [Threats]タブにもアクセスできます。子組織
で脅威分析ロールを持つユーザは、自分のタブにしかアクセスできません。
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第 10 章

Intelligent Traffic Redirection

• 概要, 77 ページ

概要

Intelligent Traffic Redirection（ITR）サービスにより、クラウドリソースをより効果的で柔軟に割
り当てられます。遅延、容量、メンテナンスの潜在的な問題を軽減するために、ITRは、ユーザ
の操作を必要とせずにトラフィックを別のプロキシサーバにリダイレクトできます。

ITRは、トラフィックのルーティングに最適なプロキシサーバを決定するために DNSリゾル
バの場所を使用します。場合によっては、DNSリゾルバが別の州や国に配置されているため、
ITRが最適なプロキシサーバを返せないことがあります。そのため、DNSルックアップを実
行する際にユーザの場所を考慮する EDNS（OpenDNSなど）をサポートする DNSリゾルバを
使用する必要があります。他のすべての DNS要求はデフォルト DNSリゾルバを使用します
が、顧客の FQDNの DNSルックアップだけは顧客の DNSリゾルバを使用します。CWS
Connectorバージョン 3.0.4.0以降には、顧客の FQDNの解決に使用される DNSサーバを指定
する機能があります。

（注）

はじめる前に

ユーザの会社に合わせて、このサービスに有効してプロビジョニングする必要があります。必要

に応じて、詳細はシスコの営業担当者にお問い合わせください。

ネットワーク環境およびハードウェアでは、DNSをサポートし、ITR名のルックアップができる
ように DNSサーバを設定する必要があります。デバイス DNSがインターネット IPアドレスを解
決できない場合は、次の OpenDNSサーバを使用します。

•プライマリ IPアドレス：208.67.222.222

•セカンダリ IPアドレス：208.67.220.220
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手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [Your Account]メニューの [Account Details]をクリックして、[Account Details]ページを表示しま
す。

ステップ 3 [Connection Details]セクションを展開します。

•会社に割り当てられたプライマリおよびバックアップの FQDNを表示します。

•また、社内の特定のサイトに割り当てられたプライマリとバックアップのFQDNも表示しま
す。

•ユーザに割り当てられた各 FQDNは、プロキシサーバの割り当てにマッピングされます。
ITRは最適なプロキシサーバにトラフィックを送信します。

• ITRが別のプロキシサーバの IPアドレスにトラフィックをリダイレクトしても、割り当て
られた各 FQDNに変更はなく、CWS Connectorの設定を変更する必要はありません。

ステップ 4 [Test Connection]をクリックし、有効化したすべての FQDNと Cisco Cloud Web Securityの接続を
テストします。FQDNが解決済みかどうかに応じて、成功または失敗が表示されます。

次の作業

ITRは、CWS Connectorで設定する固有の FQDNを提供します。必要に応じて、[Account Details]
ページの [ITR User Guide]リンクをクリックし、CWS Connectorのさまざまな手法に関する設定ガ
イドラインを表示します。
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第 11 章

トラブルシューティング

• Cisco Cloud Web Securityへの接続の確認, 79 ページ

• サービスステータスポータル, 80 ページ

• ポリシーの確認, 80 ページ

Cisco Cloud Web Security への接続の確認
CiscoCloudWebSecurityへの接続が正しく設定されていることを確認できるように、シスコでは、
接続に関する診断情報を返す URLを提供しています。

手順

ステップ 1 Cisco Cloud Web Securityに接続するよう設定されているコンピュータ上で、Webブラウザを開き
ます。

ステップ 2 URL（http://whoami.scansafe.net）を入力します。

次の作業

何らかの理由でサービスに正しく接続されていない場合、「User is not currently using the service」
というメッセージが表示されます。接続されている場合は、次の情報が表示されます。

• authUserName —認証済みユーザ名

• authenticated —認証に成功したかどうか

• companyName —組織の名前

• connectorVersion —接続を提供している Connectorのバージョン

• countryCode —ユーザの場所を示す 2文字の国コード

• externalIp —出力 IPアドレス
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• groupNames —組織に関連付けられているユーザグループの一覧

• hash —組織のハッシュ

• internalIp —入力 IPアドレス

• logicalTowerNumber —現在接続しているデータセンター

• staticGroupNames —組織に関連付けられている静的ユーザグループの一覧

• userName —ユーザ名

サービスステータスポータル

サービスステータスポータルはすべてのCisco CloudWeb Securityデータセンターの場所の現在の
状態を提供します。ポータルはサービス通知を補完するものであり、これらに代わるものではあ

りません。通常、アップデートは、最初にサービスステータスポータルに公開されてから、サー

ビス通知されます。サービス通知は、通知のタイプによって追加の詳細情報とガイダンスを提供

します。次の URLでポータルを参照してください。 http://servicestatus.sco.cisco.com/status

ポリシーの確認

フィルタリング設定がユーザやグループに意図したとおりに適用されていることを確認できるよ

うに、シスコでは、ポリシートレースというツールを提供しています。ポリシーの設定方法につ

いては、フィルタリング, （83ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 CloudWeb Securityに接続するよう設定されているコンピュータ上で、Webブラウザを開きます。

ステップ 2 URL（http://policytrace.scansafe.net）を入力します。
提供するページが表示された入力要求 URLを入力するにはクラウドセキュリティ網経由でイン
ターネットに接続されます。

ステップ 3 [Enter URL]ボックスに、ポリシートレースを実行する URLを入力し、[Go]をクリックします。
そのWebサイトに適用されるポリシーのアクションが表示されます。

次の作業

ポリシートレースを実行すると、目的のポリシーが適用されているかどうかを確認できます。ポ

リシートレース情報は次の形式で示されます。
Identified user '<user name>' from IP address <IP address> as part of company '<organization>'
User belongs to groups [<list of groups>]
Site categorized as '<category>'

Evaluating # HTTPS rules.
HTTPS rule '<rule name>' matches. Using certificate '<certificate name>' to decrypt.

Evaluating # rules after reading request headers.
Evaluating rule '<rule name>'.
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Deferring evaluation of rule '<rule name>'.
Headers missing. Skipping quota evaluation.
The website reputation score is <score>.

Evaluating # rules after reading response headers.
Evaluating rule '<rule name>'.
Deferring evaluation of rule '<rule name>'.

Evaluating # rules after reading the first part of the response body.
Evaluating rule '<rule name>'.
Taking allow action because of category '<rule name>'
Found virus named '<virus name>'
Blocking connection because of a virus named '<virus name>'
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第 II 部

フィルタリング
• 概要, 85 ページ

• カテゴリ, 87 ページ

• Filters, 101 ページ

• スケジュール, 111 ページ

• ポリシー, 113 ページ

• クォータ, 119 ページ

• グローバル設定, 123 ページ

• クラウドバイパス, 129 ページ

• スパイウェア, 133 ページ

• 通知, 137 ページ

• トラフィック安全性検査, 141 ページ





第 12 章

概要

Webフィルタリングでは、組織の内部ネットワークを出入りするコンテンツを制御できます。
Webフィルタリングを使用して管理できる項目は次のとおりです。

• Filters：ルールを適用する前に満たすべき一連の条件を含みます。

• Schedules：ルールを適用する時間帯を制御します。

• Policy：ルールの適用順序を決定します。

• Rules：フィルタとスケジュールの組み合わせによって構成されます。

• Quotas：ユーザが閲覧できる時間を制御します。

• Cloud Bypass：Cisco Cloud Web Securityにトラフィックを送信するために Cisco Integrated
ServicesRouter（ISR）を使用する際に、特定のエントリがブロックされないようにします。

• Notifications：ルールの適用時にユーザに表示されるメッセージおよびネットワーク管理者
に送信される電子メール通知です。
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第 13 章

カテゴリ

シスコでは、特定カテゴリに属するWebサイトの妥当性を常時評価し、業界最高水準の正確さ
を確保しています。Cisco Cloud Web Securityが使用するカテゴリおよびWebサイトの分類は、
予告なく変更されることがあります。以下の例は、テストを目的としてのみ記載されているもの

であり、シスコがこれらのWebサイトを推奨しているわけではありません。

• カテゴリリスト, 87 ページ

カテゴリリスト

シスコはWebサイトをカテゴリで分類しています。カテゴリはWebフィルタリングポリシーを作成するための基本的
な方法です。次のリストに、フィルタリングポリシーが意図したように機能していることを検証するために使用でき

るサンプルのWebサイトを示します。

Adult

成人向けですが、ポルノとは限りません。成人向けクラブ（ストリップクラブ、スインガークラ

ブ、エスコートサービス、ストリッパー）、セックスに関する一般的な情報、非ポルノ性サイ

ト、性器ピアス、成人向け商品またはグリーティングカード、健康や病気の文脈に含まれない

セックスに関する情報。

• www.adultentertainmentexpo.com

• www.adultnetline.com

Advertisements

Webページに付随して表示されることの多いバナー広告やポップアップ広告、広告コンテンツを
提供するその他の広告に関連するWebサイト。広告に関連するサービスと販売は「Business and
Industry」に分類されます。

• www.adforce.com

• www.doubleclick.com
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Alcohol

楽しみとしてのアルコール、ビールやワインの製造、カクテルのレシピ、酒類販売者、ワイナリ、

ブドウ園、ビール醸造所、アルコール販売業者。アルコール中毒は「Health and Nutrition（健康お
よび栄養）」カテゴリに分類されます。バーおよびレストランは「Dining and Drinking（飲食）」
カテゴリに分類されます。

• www.samueladams.com

• www.whisky.com

Arts

ギャラリーと展示会、芸術家と芸術、写真、文学と書籍、芸能と劇場、ミュージカル、バレエ、

博物館、設計、建築。映画とテレビは「Entertainment」に分類されます。

• www.moma.org

• www.nga.gov

Astrology

占星術、ホロスコープ、占い、数秘術、霊能者による助言、タロット。

• www.astro.com

• www.astrology.com

Auctions

オンラインオークションおよびオフラインオークション、競売場、案内広告。

• www.craigslist.com

• www.ebay.com

Business and Industry

マーケティング、商業、企業、ビジネス手法、労働力、人材、運輸、給与、セキュリティとベン

チャーキャピタル、オフィス用品、産業機器（プロセス用機器）、機械と機械系、加熱装置、冷

却装置、資材運搬機器、包装装置、製造、立体処理、金属製作、建築と建築物、旅客輸送、商業、

工業デザイン、建築、建築資材、出荷と貨物（貨物取扱業務、トラック輸送、運送会社、トラッ

ク輸送業者、貨物ブローカと輸送ブローカ、優先サービス、荷高と貨物のマッチング、追跡とト

レース、鉄道輸送、海上輸送、ロードフィーダサービス、移動と保管）。

• www.freightcenter.com

• www.staples.com

Chat and Instant Messaging

Webベースのインスタントメッセージングおよびチャットルーム。

• www.icq.com

   Cisco ScanCenter アドミニストレータガイドバージョン 5.2
88 OL-22629-06  

カテゴリリスト



• www.meebo.com

Cheating and Plagiarism

期末レポートなどの書物の盗用や販売、盗作を助長するもの。

• www.bestessays.com

• www.superiorpapers.com

Child Abuse Content

世界中の違法な児童性的虐待コンテンツ。Cisco ScanCenterでは、すべての児童虐待を含むコンテ
ンツは、例外なくすべてのお客様に対してブロックされます。また、法律上の理由により、これ

らのログは記録されません。このカテゴリは、Cisco ScanCenterに表示されることは絶対にありま
せん。

CiscoWebセキュリティアプライアンスでは、URLカテゴリを有効にすると、このカテゴリは
コンテンツがブロックされているかどうかに関係なくアクセスログに記録されます。

（注）

Computer Security

企業ならびにホームユーザ向けにセキュリティ商品とサービスを提供します。

• www.computersecurity.com

• www.symantec.com

CiscoScanCenterは [Computer Security]カテゴリに含まれています。そのため、[Computer Security]
カテゴリ用に作成されたポリシーは、CiscoScanCenterにも適用されます。たとえば、[Computer
Security]カテゴリをブロックするWebフィルタポリシーを追加すると、Cisco ScanCenterへの
アクセスもブロックされます。回避するには、最初にCisco ScanCenterのURLをホワイトリス
ト化してから、[Computer Security]カテゴリをブロックします。

注意

Computers and Internet

ハードウェア、ソフトウェア、ソフトウェアサポートなどのコンピュータとソフトウェアに関す

る情報、ソフトウェアエンジニア向けの情報、プログラミングとネットワーキング、Webサイト
の設計、一般的なWebおよびインターネット、コンピュータサイエンス、コンピュータグラ
フィックスおよびクリップアート。「Freeware and Shareware」は別のカテゴリになっています。

• www.w3.org

• www.xml.com
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Dating

デート、出会い系サイト、結婚紹介所。

• www.eharmony.com

• www.match.com

Digital Postcards

デジタルポストカードと Eカードの送信が可能です。

• www.all-yours.net

• www.delivr.net

Dining and Drinking

飲食施設、レストラン、バー、酒場、パブ、レストランのガイドとレビュー。

• www.hideawaybrewpub.com

• www.restaurantrow.com

Dynamic and Residential

ブロードバンドリンクの IPアドレス。通常は、ホームネットワークへのアクセスを試行するユー
ザを示します。たとえば、ホームコンピュータへのリモートセッションの場合などです。

Education

学校、カレッジ、大学、教材、教員の人材などの教育関連、技術訓練および職業訓練、オンライ

ン研修、教育に関する問題とポリシー、金融支援、学校助成金、基準と試験。

• www.education.com

• www.greatschools.org

Entertainment

映画の詳細やディスカッション、音楽やバンド、テレビ、セレブやファンのWebサイト、娯楽関
係のニュース、セレブのゴシップ、娯楽スポット。「Arts」カテゴリと比較してください。

• www.eonline.com

• www.ew.com

Extreme

性暴力または犯罪的な性質のサイト、暴力および暴力的行為、悪趣味なサイト（死体画像などの

むごたらしい写真が載っていることが多い）、犯罪現場の写真、犯罪や事故の犠牲者、過剰にわ

いせつな情報、衝撃的なWebサイト。

• www.car-accidents.com
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• www.crime-scene-photos.com

Fashion

衣類とファッション、美容室、化粧品、アクセサリ、宝石、香水、身体の改造に関する写真や文、

タトゥーとピアス、モデル事務所。皮膚に関する商品は「Health and Nutrition」に分類されます。

• www.fashion.net

• www.findabeautysalon.com

File Transfer Services

主要な目的が、ダウンロードサービスの提供とホスティングファイルの共有のファイル転送サー

ビス。

• www.rapidshare.com

• www.yousendit.com

Filter Avoidance

匿名の cgi、php、glypeプロキシサービスを含む、検出できない、または匿名Webの使用を拡大
および助長します。

• www.bypassschoolfilter.com

• www.filterbypass.com

Finance

会計実務、会計、課税、税金、銀行、保険、投資、国家経済、すべての保険の種類、クレジット

カード、退職後のプランと相続プラン、ローン、抵当権を含む個人金融などの金融が主体のサイ

ト。株式は「Online Trading」に分類されます。

• finance.yahoo.com

• www.bankofamerica.com

Freeware and Shareware

無料のソフトウェアやシェアウェアのダウンロード。

• www.freewarehome.com

• www.shareware.com

Gambling

カジノとオンラインギャンブル、ギャンブルの胴元と賭け率、ギャンブルに関する助言、ギャン

ブルコンテキストでの競争の厳しいレース、スポーツギャンブル、株式に幅広く賭けるサービ

ス。ギャンブル中毒に関するWebサイトは、「Health andNutrition（健康および栄養）」カテゴリ
に分類されます。国営宝くじは、「Lotteries（宝くじ）」カテゴリに分類されます。
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• www.888.com

• www.gambling.com

Games

さまざまなカードゲーム、ボードゲーム、ワードゲーム、ビデオゲーム、コンバットゲーム、

スポーツゲーム、ダウンロード可能なゲーム、ゲームのレビュー、ゲーム攻略サイト、ロールプ

レイングゲームなどのコンピュータゲームとインターネットゲーム。

• www.games.com

• www.shockwave.com

Government and Law

政府Webサイト、国際関係、政府と選挙に関係するニュースと情報、弁護士、法律事務所、法律
関係の出版物、法関連の資料、裁判所、訴訟事件表、弁護士会、法律および裁判所による決定な

どの法律の分野に関係する情報、公民権に関する問題、入国管理、特許と著作権、法執行と矯正

行政、犯罪報告、法執行、犯罪統計、武力、軍事基地、軍組織、反テロリズムなどの軍隊。

• www.law.com

• www.usa.gov

Hacking

Webサイト、ソフトウェア、コンピュータのセキュリティを迂回する方法について記載している
サイト。

• www.gohacking.com

• www.hackthissite.org

Hate Speech

社会集団、肌の色、宗教、性的指向、障がい、階級、民族、国籍、年齢、性別、性同一性に基づ

いて、憎悪、不寛容、差別を助長するWebサイト。人種差別、性差別、人種差別的な神学、人種
差別的な音楽、ネオナチ組織、特定民族至上主義、ホロコースト否定論を助長するWebサイト。

• www.kkk.com

• www.nazi.org

Health and Nutrition

ヘルスケア、病気と障がい、医療、病院、医師、医薬品、メンタルヘルス、精神医学、薬理学、

エクササイズとフィットネス、身体障がい、ビタミンとサプリメント、健康のコンテキスト内で

のセックス（病気とヘルスケア）、たばこの摂取、アルコールの摂取、薬の摂取、健康のコンテ

キスト内でのギャンブル（病気とヘルスケア）、一般的な食物、食物と飲料、料理とレシピ、食

糧と栄養、健康、ダイエット、レシピと料理のWebサイトを含む料理、代替医療。

• www.health.com
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• www.webmd.com

Humor

ジョーク、スケッチ、コミック、その他のユーモラスなコンテンツ。気分を害する可能性のある

成人向けユーモアは「Adult」に分類されます。

• www.humor.com

• www.jokes.com

Illegal Activities

犯罪（窃盗、詐欺、電話回線への違法アクセスなど）の助長、コンピュータウイルス、テロ、爆

弾、無政府主義、自他殺の方法の記載など殺人および自殺に関する描写を含むWebサイトなど。

• www.ekran.no

• www.thedisease.net

Illegal Downloads

ソフトウェアまたは他の情報、シリアル番号、キージェネレータ、および著作権侵害でソフト

ウェアの保護を迂回するツールをダウンロードできる機能を提供するサイト。動画共有は「Peer
File Transfer」に分類されます。

• www.keygenguru.com

• www.zcrack.com

Illegal Drugs

気晴らしのためのドラッグ、ドラッグ摂取の道具、ドラッグの購入と製造に関する情報。

• www.cocaine.org

• www.hightimes.com

Infrastructure and Content Delivery

コンテンツ配信インフラストラクチャおよびダイナミックに生成されるコンテンツ、セキュリティ

保護されているため、これ以上分類できないか、保護されていないため分類が困難であるWebサ
イト。

• www.akamai.net

• www.webstat.net

Internet Telephony

インターネットを使用した電話サービス。

• www.evaphone.com
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• www.skype.com

Job Search

キャリアに関する助言、レジュメの書き方とインタビューのスキル、職業紹介サービス、職業デー

タバンク、終身雇用職業紹介所、人材派遣会社、企業のWebサイト。

• www.careerbuilder.com

• www.monster.com

Lingerie and Swimsuits

肌着と水着、特にモデルが登場するもの。

• www.swimsuits.com

• www.victoriassecret.com

Lotteries

懸賞くじ、コンテスト、および公営宝くじ。

• www.calottery.com

• www.flalottery.com

Mobile Phones

ショートメッセージサービス（SMS）、着信音と携帯電話のダウンロード。携帯電話会社のWeb
サイトは「Business and Industry」カテゴリに含まれます。

• www.cbfsms.com

• www.zedge.net

Nature

天然資源、生態学および保護、森林、荒地、植物、花、森林保護、森林、荒地、林業活動、森林

管理（植林、森林保護、保護、収穫、森林状態、間伐、山焼き）、農業活動（農業、ガーデニン

グ、園芸、造園、作付け、雑草防除、用水、剪定、収穫）、公害に関する問題（大気質、有害廃

棄物、公害防止、リサイクル、廃棄物管理、水質、環境浄化産業）、動物、ペット、家畜、動物

学、生物学、植物学。

• www.enature.com

• www.nature.org

News

ニュース、ヘッドライン、新聞、テレビ局、雑誌、天気、スキー場情報。

• news.bbc.co.uk
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• www.cnn.com

Non-Governmental Organizations

クラブ、圧力団体、コミュニティ、非営利組織および労働組合などの非政府組織。

• www.panda.org

• www.unions.org

Non-Sexual Nudity

ヌーディズムおよび裸体、裸体主義、ヌーディストキャンプ、芸術的裸体。

• www.artenuda.com

• www.naturistsociety.com

Online Communities

アフィニティグループ、特殊な関心のグループ、Webニュースグループ、メッセージボード。
「Professional Networking」または「Social Networking」として分類されたWebサイトは除外しま
す。

• www.ieee.org

• www.igda.org

Online Storage and Backup

バックアップ、共有、ホスティング用オフサイトおよびピアツーピアストレージ。

• www.adrive.com

• www.dropbox.com

Online Trading

オンライン仲買、ユーザが株式をオンラインでトレードできるWebサイト、株式市場に関係する
情報、株式、担保、投資信託、ブローカ、株価分析および解説、株式審査、株式チャート、IPO、
株式分割。株式に対するスプレッドベッティングのサービスは、「Gambling」に分類されます。
その他の金融サービスは「Finance」に分類されます。

• www.scottrade.com

• www.tdameritrade.com

Organizational Email

業務上の電子メールアクセスに使用するWebサイト（多くは Outlook Webアクセス）。

Cisco ScanCenter アドミニストレータガイドバージョン 5.2    
   OL-22629-06 95

カテゴリリスト



Parked Domains

広告ネットワークから有料のリストを使用して、ドメインからのトラフィックを金銭化したり、

利益を求めてドメイン名の販売を希望する「不法占拠者」が所有するWebサイト。これらは有料
の広告リンクを返す、偽の検索Webサイトも含みます。

• www.domainzaar.com

• www.parked.com

Peer File Transfer

ピアツーピアファイル要求のWebサイト。Webフィルタでこのカテゴリを使用しても、ファイ
ル転送自体はトラッキングされません。

• www.bittorrent.com

• www.limewire.com

Personal Sites

私的な個人のWebサイト、個人的なホームページサーバ、個人的なコンテンツを持つWebサイ
ト、特定のテーマを持たない個人ブログ。

• www.karymullis.com

• www.stallman.org

Photo Searches and Images

イメージ、画像、およびクリップアートの保管と検索を促進します。

• www.flickr.com

• www.photobucket.com

Politics

政治家のWebサイト、政党、政治、選挙、民主主義、投票に関するニュースと情報。

• www.politics.com

• www.thisnation.com

Pornography

明白に性的な文章または描写。明示的なアニメーションや漫画、一般的に明白な描写、他のフェ

ティッシュ情報、明示的なチャットルーム、セックスシミュレータ、ストリップポーカー、成

人向け映画、わいせつなアート、明白なWebベースの Eメールなどがあります。

• www.redtube.com

• www.youporn.com
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Professional Networking

キャリアまたは専門的な開発を目的とするソーシャルネットワーキング。「Social Networking」
も参照してください。

• www.linkedin.com

• www.europeanpwn.net

Real Estate

不動産の検索をサポートする情報、オフィスと商業スペース、不動産一覧、賃貸、アパート、住

宅、住宅建設などの不動産一覧。

• www.realtor.com

• www.zillow.com

Reference

都道府県および市区町村の案内情報、地図、時刻、参照文献、辞書、図書館など。

• www.wikipedia.org

• www.yellowpages.com

Religion

宗教に関するコンテンツ、宗教に関する情報、宗教上のコミュニティ

• www.religionfacts.com

• www.religioustolerance.org

SaaS and B2B

オンラインビジネスサービス向けWebポータル、オンラインミーティング。

• www.netsuite.com

• www.salesforce.com

Safe for Kids

幼児を対象に、特に承認されたサイト。

• kids.discovery.com

• www.nickjr.com

Science and Technology

科学技術（航空宇宙、電子工学、工学、数学など）、宇宙探査、気象学、地理学、環境、エネル

ギー（化石燃料、原子力、再生可能エネルギー）、通信（電話、電気通信）など。

• www.physorg.com
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• www.science.gov

Search Engines and Portals

インターネット上の情報への検索エンジンと他の初期アクセスポイント。

• www.bing.com

• www.google.com

Sex Education

セックス、性の健康、避妊、妊娠を扱う、事実に基づくWebサイト。

• www.avert.org

• www.scarleteen.com

Shopping

物々交換、オンラインでの購入、クーポンとフリーオファー、一般的なオフィス消耗品、オンラ

インカテゴリ、オンラインモール。

• www.amazon.com

• www.shopping.com

Social Networking

ソーシャルネットワーキング。「Professional Networking」も参照してください。

• www.facebook.com

• www.twitter.com

Social Sciences

社会に関係する科学と歴史、考古学、文化人類学、カルチュラルスタディーズ、歴史学、言語

学、地理学、哲学、心理学、女性学。

• www.anthropology.net

• www.archaeology.org

Society and Culture

家族と親族、民族性、社会組織、家系、高齢者、育児。

• www.childcare.gov

• www.familysearch.org

Software Updates

ソフトウェアパッケージの更新をホスティングするWebサイト。
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• www.softwarepatch.com

• www.versiontracker.com

Sports and Recreation

プロとアマチュアのすべてのスポーツ、レクリエーション活動、釣り、ファンタジースポーツ、

公共公園、アミューズメントパーク、親水公園、テーマパーク、動物園、水族館、温泉。

• www.espn.com

• www.recreation.gov

Streaming Audio

インターネットラジオおよびオーディオフィードなどのリアルタイムのストリーミングオーディ

オのコンテンツ。

• www.live-radio.net

• www.shoutcast.com

Streaming Video

インターネットテレビ、Webキャスト、ビデオ共有などのリアルタイムのストリーミングビデ
オ。

• www.hulu.com

• www.youtube.com

Tobacco

たばこ専門Webサイト、たばこ製造業、パイプと喫煙用商品（不法ドラッグ使用のため販売され
ているものではない）。たばこ依存に関しては「Health and Nutrition」に分類されます。

• www.bat.com

• www.tobacco.org

Transportation

個人輸送、車とバイクに関する情報、新車と中古車およびバイクの購入、カークラブ、ボート、

飛行機、レクレーショナルビークル（RV）、その他の類似項目。車とバイクのレースは「Sports
and Recreation」に分類されます。

• www.cars.com

• www.motorcycles.com

Travel

ビジネス旅行と個人旅行、トラベル情報、トラベルリソース、旅行代理店、休暇利用のパック旅

行、船旅、宿泊施設、旅行に関する輸送、航空券の予約、航空運賃、レンタカー、別荘。
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• www.expedia.com

• www.lonelyplanet.com

未分類

シスコのデータベースに登録されていないWebサイトは、未分類として記録され、レポートにも
そのように表示されます。URLを誤って入力した場合もこれに含まれます。

Weapons

銃販売者、銃のオークション、銃に分類される広告、銃の装飾品、銃のショー、銃のトレーニン

グなどの通常兵器の購入または使用に関連する情報、銃に関する一般的な情報、他の武器とグラ

フィックハンティングサイトも含まれることがあります。政府軍のWebサイトは「Government
and Law」に分類されます。

• www.coldsteel.com

• www.gunbroker.com

Web Hosting

Webサイトのホスティング、帯域幅サービス。

• www.bluehost.com

• www.godaddy.com

Web Page Translation

言語間でのWebページの変換。

• babelfish.yahoo.com

• translate.google.com

Web-Based Email

公開されたWebベースの電子メールサービス。個人が自分の会社または組織の電子メールサー
ビスにアクセスするためのWebサイトは、「Organizational Email」に分類されます。

• mail.yahoo.com

• www.hotmail.com
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第 14 章

Filters

• フィルタの管理, 101 ページ

• アプリケーション管理, 102 ページ

• 既存のフィルタの表示, 103 ページ

• 新しいフィルタの作成, 104 ページ

• 受信フィルタ, 104 ページ

• 双方向フィルタ, 107 ページ

• フィルタの編集, 109 ページ

• フィルタの削除, 110 ページ

フィルタの管理

フィルタは、社内ネットワークに出入りするコンテンツを制御する目的で使用されます。次のフィ

ルタタイプが使用可能です。

•カテゴリ（HTTP）, （104ページ）

•カテゴリ（HTTPS）, （104ページ）

•ドメイン, （105ページ）

•コンテンツタイプ, （105ページ）

•ファイルタイプ, （106ページ）

•アプリケーション, （107ページ）

•例外, （108ページ）

•プロトコル, （109ページ）

•ユーザエージェント, （109ページ）
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アプリケーション管理

アプリケーション制御では、URLやカテゴリでフィルタリングするよりもさらに詳しくWebアプ
リケーションやアクティビティを指定してフィルタリングできます。たとえば、次のような指定

が可能です。

•回避アプリケーション（アノニマイザや暗号化トンネルなど）。

•コラボレーションアプリケーション（Cisco WebEx、インスタントメッセージなど）。

•リソースを大量消費するアプリケーション（ストリーミングメディアなど）。

アプリケーションをブロックする方法や目的の結果を得る方法にはさまざまなものがあります。

アプリケーション制御の代わりに標準のWebフィルタを使用する、あるいは併用することもでき
ます。重要なのは、アプリケーション制御フィルタを含むルールを他のルールに対して適切な順

番に配置することです。これは委任管理を使用する場合は特に注意が必要です。Webリソースへ
のアクセスを許可するルールの場合、その後にアクセスをブロックするルールがあっても無視さ

れます。次のカテゴリを含むルールでは特に注意してください。

• Chat and Instant Messaging

• File Transfer Services

• Games

• Internet Telephony

• Peer File Transfer

• Professional Networking

• SaaS and B2B

• Search Engines and Portals

• Social Networking

• Streaming Audio

• Streaming Video

要求がブロックされた場合のユーザエクスペリエンス

アプリケーションエンジンがトランザクションをブロックすると、Cloud Web Securityはエンド
ユーザにブロックページを送信します。ただし、すべてのWebサイトがブロックページを表示
するわけではありません。たとえば、一部のWeb 2.0 Webサイトは静的なWebページの代わりに
JavaScriptを使用して動的なコンテンツを表示し、ブロックページを表示しない場合が多くありま
す。この場合でも、ユーザは正しくブロックされているため悪意のあるデータをダウンロードす

ることはありませんが、ブロックされたことがWebサイトから必ずしも通知されるわけではあり
ません。
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アプリケーション制御設定について

アプリケーションは、クラス（ソーシャルネットワーキングなど）、該当するカテゴリのプラッ

トフォーム（Facebookなど）、特定のアプリケーション（チャットなど）、アプリケーションの
グループ（ゲームなど）、アクションを選択して制御することができます。制御できる主なアク

ションは次のとおりです。

•ファイルのダウンロード

•ソフトウェアのインストール

•いいね（ソーシャルネットワーキング）

•投稿

•検索

•メールの送信（Webメール）

•タグ付け（ソーシャルネットワーキング）

•ファイルのアップロード

これらのアクションの名前は、アプリケーションプロバイダーによってさまざまです。

シスコでは、CloudWebSecurityのユーザトラフックの分析に基づいて、新しいクラス、プラッ
トフォーム、アプリケーション、アクションを定期的にアプリケーションコントロールエン

ジンに追加しています。

（注）

クラス、プラットフォーム、アプリケーションはツリー上のノードと考えることができます。シ

スコが新しい子ノードをツリーに追加すると、その子ノードには親ノードに設定されている既存

のフィルタに自動的に適用されます。たとえば、あるフィルタに Social Networking > Facebook
ノードが含まれている場合、新しいアプリケーションが Facebookノードの子として追加される
と、そのアプリケーションにはこのフィルタが自動的に設定されます。

既存のフィルタの表示

手順

ステップ 1 [Web Filtering]タブをクリックして、[Web Filtering]メニューを表示します。

ステップ 2 [Management]メニューの [Filters]をクリックして、フィルタ管理ページを表示します。
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新しいフィルタの作成

手順

ステップ 1 [Create a filter]タブをクリックします。

ステップ 2 [Filter name]ボックスに一意の名前を入力します。

ステップ 3 フィルタに追加するフィルタタイプごとに、ハイパーリンクをクリックし、詳細情報を入力しま

す。フィルタごとに、必要な数のフィルタタイプを使用できます。フィルタが適用されるのは、

データがいずれかのフィルタタイプの条件に一致した場合です。

ステップ 4 [Save all settings]をクリックして変更内容を保存します。または、そのまま別のページに移動する
と、変更が破棄されます。

受信フィルタ

受信フィルタは、受信するコンテンツにのみ適用されます。

カテゴリ（HTTP）
必要なカテゴリのチェックボックスをオンにします。[Select All]ボタンをクリックすると、すべ
てのチェックボックスがオンになります。[Deselect all]ボタンをクリックすると、すべてのチェッ
クボックスがオフになります。[Set to Default]をクリックすると、デフォルトフィルタのカテゴ
リがコピーされます。使用可能なカテゴリの一覧については、カテゴリリスト, （87ページ）を
参照してください。

カテゴリ（HTTPS）
必要なカテゴリのチェックボックスをオンにします。[Select All]ボタンをクリックすると、すべ
てのチェックボックスがオンになります。[Deselect all]ボタンをクリックすると、すべてのチェッ
クボックスがオフになります。[Set to Default]をクリックすると、デフォルトフィルタのカテゴ
リがコピーされます。[CopyHTTP selection]をクリックすると、このフィルタのHTTP設定情報の
カテゴリがコピーされます。使用可能なカテゴリは、HTTP設定と同じです。

このオプションは、HTTPとHTTPSに対してそれぞれ異なるルールを使用するようプロビジョ
ニングされている場合のみ使用できます。プロビジョニングを変更するには、Ciscoカスタマー
サポートにお問い合わせください。

（注）
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ドメイン

フィルタに含めるドメインまたは URLを入力します。ドメインまたは URLは 1行につき 1つず
つ入力します。ホスト名およびサブドメインを使用することもできますが、その場合は必ずプロ

トコル（http://）を省略してください。[Sort Alphabetically]をクリックすると、リストがアルファ
ベット順に並べ替えられます。

[Networks/IPs]ボックスに、対象にする IPアドレス範囲を入力します。その際、192.0.2.0/24のよ
うに IPアドレスとネットマスクの両方を指定する形式で入力します。

[Make Default]をクリックすると、デフォルトフィルタの設定がコピーされます。

ドメインフィルタあたりのエントリ数の上限は1,000件です。また、フィルタの合計エントリ
数の上限は 10,000件です。

（注）

コンテンツタイプ

ブロックするアプリケーションファイル、オーディオファイル、ビデオファイル、および画像

ファイルのチェックボックスをオンにします。[Select All]チェックボックスをオンにすると、そ
のカテゴリのすべてのチェックボックスがオンになります。オフにすると、そのカテゴリのすべ

てのチェックボックスがオフになります。[Select All]ボタンをクリックすると、すべてのチェッ
クボックスがオンになります。[Deselect all]ボタンをクリックすると、すべてのチェックボック
スがオフになります。[Set to Default]をクリックすると、デフォルトフィルタの設定がコピーさ
れます。
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ブロックしたいMIMEタイプが他にもある場合は、ボックスに入力します（例：text/html）。MIME
タイプは 1行につき 1つずつ入力します。[Sort Alphabetically]をクリックすると、リストがアル
ファベット順に並べ替えられます。

ファイルタイプ

ブロックする受信ファイルタイプのチェックボックスをオンにします。[Select All]をクリックす
ると、すべてのチェックボックスがオンになります。[Clear All]をクリックすると、すべての
チェックボックスがオフになります。[Make Default]をクリックすると、デフォルトフィルタの
設定がコピーされます。
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ブロックしたいファイルタイプが他にもある場合は、そのファイル拡張子をボックスに入力しま

す（例：7z）。各ファイル拡張子は 8文字以内で指定してください。ファイル拡張子は 1行につ
き 1つずつ入力します。[Sort Alphabetically]をクリックすると、リストがアルファベット順に並
べ替えられます。

双方向フィルタ

双方向フィルタは受信するコンテンツと送信するコンテンツの両方に適用されます。

アプリケーション

フィルタに含めるアプリケーションタイプ、アプリケーション、アクティビティのチェックボッ

クスをオンにします。制御は、以下を含むさまざまなアクティビティに適用できます。

•いいね

•投稿

•アップロード

•ダウンロード

•タグ
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•インストールするもの

•検索

•電子メールの送信

あるノードを選択すると、ツリーにあるその子ノードもすべて選択されます。ただし、その逆は

あてはまりません。すべてのアクティビティを選択しても、そのアプリケーションを選択したこ

とにはなりません。すべてのアプリケーションを選択しても、そのアプリケーションタイプを選

択したことにはなりません。

[Show Selected]では選択しているすべてのノードを表示できます。また [Collapse All]ではすべて
を折りたたむことができます。

[Filter]ボックスに入力すれば、表示できるカテゴリをフィルタリングできます。

[SelectAll]では、[Filter]ボックスを使用して非表示にされているカテゴリを含むすべてのカテ
ゴリが選択されます。

注意

例外

フィルタから除外するドメインまたは URLを入力します。ドメインまたは URLは 1行につき 1
つずつ入力します。ホスト名およびサブドメインを使用することもできますが、その場合は必ず

プロトコル（http://）を省略してください。[Sort Alphabetically]をクリックすると、リストがアル
ファベット順に並べ替えられます。

[Networks/IPs]ボックスに、対象にする IPアドレス範囲を入力します。その際、192.0.2.0/24のよ
うに IPアドレスとネットマスクの両方を指定する形式で入力します。
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プロトコル

プロトコルフィルタでは、次のプロトコルで送信されるトラフィックをフィルタリングできま

す。

• HTTP

• HTTPS

• FTP over HTTP

フィルタに含めるプロトコルのチェックボックスをオンにします。

[Set to Default]をクリックすると、デフォルトフィルタの設定がコピーされます

ユーザエージェント

フィルタに含めるWebブラウザについて必要なチェックボックスを選択します。[All Versions]
チェックボックスを選択すると、そのブラウザの将来バージョンを含むすべてのバージョンを追

加できます。

追加したいユーザエージェントが他にあれば、[CustomUser Agents]ボックスに入力します。ユー
ザエージェントは、1行につき 1つ入力する必要があります。次の文字が使えます。

• !<text>—<text>と等しくない

• ^<text>—<text>で始まる

• *—0字以上の文字

• <text>$—<text>で終わる文字列

[Set to Default]をクリックすると、デフォルトフィルタの設定がコピーされます。

フィルタの編集

手順

ステップ 1 [Edit]アイコンをクリックします。

ステップ 2 修正する設定情報のハイパーリンクをクリックします。

ステップ 3 変更を行います。

ステップ 4 [SaveAll]をクリックして変更を適用します。または、そのまま別のページに移動すると、変更が
破棄されます。
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フィルタの削除

フィルタを削除するには、[Delete]アイコンをクリックします。
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第 15 章

スケジュール

• スケジュールの管理, 111 ページ

• 新しいスケジュールの作成, 112 ページ

• スケジュールの編集, 112 ページ

• スケジュールの削除, 112 ページ

スケジュールの管理

スケジュールは、ポリシールールの適用タイミングを決める目的で使用されます。1つのルール
に 1つまたは複数のスケジュールを追加できます。スケジュールは、例外として追加することも
できます。たとえば、0:00～ 0:00のスケジュールをルールに追加して、特定のWebサイトを常に
ブロックすることができます。その後、12:00～ 14:00のスケジュールを例外として追加すると、
ユーザは昼休みの間だけそのWebサイトにアクセスできるようになります。

スケジュールは、期間が短い順に適用されます。たとえば前述の例では、12:00～ 14:00の間ユー
ザにアクセスを許可するスケジュールが、先に適用されます。

手順

ステップ 1 [Web Filtering]タブをクリックして、[Web Filtering]メニューを表示します。

ステップ 2 [Management]メニューの [Schedules]をクリックして、スケジュール管理ページを表示します。
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新しいスケジュールの作成

手順

ステップ 1 [Create Schedule]タブをクリックします。

ステップ 2 [Schedule name]ボックスに一意の名前を入力します。

ステップ 3 [From]の各ボックスの一覧で開始時刻を選択します。

ステップ 4 [To]の各ボックスの一覧で終了時刻を選択します。

ステップ 5 [Time Zone]の一覧でタイムゾーンを選択します。デフォルトは UTCです。

ステップ 6 スケジュールを適用する日のチェックボックスをオンにします。

ステップ 7 [CreateSchedule]をクリックして、変更内容を適用します。または、そのまま別のページに移動す
ると、変更が破棄されます。

スケジュールの編集

スケジュールを編集するには、[Edit]列のアイコンをクリックします。変更を加え、[Save]をク
リックして変更内容を適用します。または、そのまま別のページに移動すると、変更が破棄され

ます。

スケジュールの削除

スケジュールを削除するには、[Delete]列のアイコンをクリックします。
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第 16 章

ポリシー

• ポリシーの管理, 113 ページ

• ルールの作成, 114 ページ

• ルールの編集, 115 ページ

• ルールの削除, 115 ページ

• ポリシーのバックアップ, 116 ページ

• ポリシーの復元, 116 ページ

ポリシーの管理

ポリシーを使用することにより、フィルタ適用ルールを設定できます。各ルールには、次のアク

ションのいずれかが関連付けられています。

• Allow -アクセスが許可され、データがレポート用に保存されます。

• Anonymize -レポートデータ内のユーザ、グループ、内部 IP詳細、および外部 IP詳細が
「undisclosed」に置き換えられます。

• Authenticate -ユーザは認証を受ける必要があります。通常、これはクライアントレス認証で
使用されます。詳細については、認証, （27ページ）を参照してください。

• Block -アクセスは拒否されます。

• Warn -ユーザが警告ページをクリックした場合にのみアクセスが許可されます。

認証のデフォルト規則を使用できません。注意
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CiscoScanCenterは [Computer Security]カテゴリに含まれています。そのため、[Computer Security]
カテゴリ用に作成されたポリシーは、CiscoScanCenterにも適用されます。たとえば、[Computer
Security]カテゴリをブロックするWebフィルタポリシーを追加すると、Cisco ScanCenterへの
アクセスもブロックされます。回避するには、最初にCisco ScanCenterのURLをホワイトリス
ト化してから、[Computer Security]カテゴリをブロックします。

注意

[Compatibility View]をオンにしている場合、Internet Explorerは、他のWebブラウザとして表
示できるユーザエージェントを送信します。そのようなタイプのWebブラウザをブロックす
るポリシーを設定している場合は、InternetExplorerブラウザもブロックされてしまいます。回
避するには、最初に Internet Explorerの [Compatibility View]をオフにします。

注意

ポリシーで有効にできるルールは最大 100です。（注）

手順

ステップ 1 [Web Filtering] > [Management] > [Policy]に移動し、[Manage Policy]タブを表示します。

ステップ 2 リスト内の上位のルールは、その下のルールよりも優先されます。[Move]列の上下矢印アイコン
をクリックしてルールの優先度を変更すると、リスト内のルールが上下に移動します。

ステップ 3 [Active]チェックボックスをオンにして、ルールをアクティブにします。もしくは、ルールを後
でアクティブにする場合は、このチェックボックスをオフにします。[Apply Changes]をクリック
して変更内容を適用します。または、そのまま別のページに移動すると、変更が破棄されます。

ルールの作成

手順

ステップ 1 [Create Rule]タブをクリックします。

ステップ 2 [Name]にルール名を入力します。

ステップ 3 （任意）[Description]に説明を入力します。これは、HTTPルールについてのみ使用でき、ルール
の編集中にのみ表示されます。

ステップ 4 [Active]チェックボックスをオンにして、ルールをアクティブにします。もしくは、ルールを後
でアクティブにする場合は、このチェックボックスをオフにします。

ステップ 5 [Rule Action]ボックスの一覧でアクションを選択します。選択可能なアクションは次のとおりで
す。
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•ブロック

•許可

•匿名化

•警告

•認証

ステップ 6 ルールに追加するグループごとに、次の手順を実行します。

a) [Add Group]をクリックします。
b) [Filter]ボックスにグループ名の一部または全体を入力します。
c) [Select]をクリックしてグループを選択します。
d) [Confirm Selection]をクリックします。誤って追加したグループを削除するには、[Delete]列の
アイコンをクリックします。

e) グループにルールを適用しないようにするには、[Set as an exception]列のチェックボックスを
オンにします。グループにルールを適用するには、このチェックボックスをオフにします。

ステップ 7 [Add Filter]ドロップダウンリストで、フィルタを選択し、[Add]をクリックします。フィルタを
ルールから除外するには、[Set as Exception]列のチェックボックスをオンにします。誤って追加
したフィルタを削除するには、[Delete]列のアイコンをクリックします。

ルールが適用されるのは、データがいずれかのフィルタ条件に一致する場合で

す。

（注）

ステップ 8 ルールに追加するスケジュールごとに、以下の手順を実行します。

a) [Add Schedule]ドロップダウンリストで、スケジュールを選択し、[Add]をクリックします。
b) スケジュールをルールから除外するには、[Set as Exception]列のチェックボックスをオンにし
ます。誤って追加したスケジュールを削除するには、[Delete]列のアイコンをクリックします。

ステップ 9 [Create Rule]をクリックして、変更内容を適用します。または、[Cancel]をクリックするか、その
ページから移動することで、変更を破棄します。

ルールの編集

ルールを編集するには、[Edit]列のアイコンをクリックします。変更を加え、[Save]をクリックし
て変更内容を適用します。または、そのまま別のページに移動すると、変更が破棄されます。

ルールの削除

ルールを削除するには、[Delete]列のアイコンをクリックします。デフォルトのルールは削除でき
ません。
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ポリシーのバックアップ

手順

ステップ 1 [Web Filtering] > [Management] > [Policy Backup / Restore]に移動します。

ステップ 2 [Policy Export]パネルをクリックします。

ステップ 3 （必須）エクスポートされるバックアップファイルとともに保存されるコメントを入力します。

コメントは、バックアップの目的を記述するため、およびエクスポートされるファイルの識別の

ために使用できます。コメントは、ファイルを後から順にインポートするときに表示されます。

ステップ 4 [Export]をクリックします。ポリシーのエクスポートが作成され、ファイルのダウンロードが開始
されます。

ステップ 5 OSおよびWebブラウザに応じて、ローカルマシンにファイルを保存します。[Finish]をクリック
します。

次の作業

次のコンポーネントおよびサブコンポーネントがエクスポートされます。

•ポリシーフィルタ

•ポリシールール

•認証グループ

•スケジュール

•式リスト

•カスタムヘッダー

• HTTPSフィルタ

• HTTPSルール

• HTTPS証明書

•会社、グループ、およびユーザライセンスキー

•クォータ

ポリシーの復元

ポリシーをインポートすると、既存のポリシーが上書きされます。インポートの前に既存のポ

リシーをバックアップすることを推奨します。

注意
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手順

ステップ 1 [Web Filtering] > [Management] > [Policy Backup / Restore]に移動します。

ステップ 2 [Policy Import]パネルをクリックします。

ステップ 3 [Select File]をクリックして、インポートするポリシーファイルを開きます。

ステップ 4 選択したファイルが有効かどうかを確認するには、[Check file]をクリックします。

ステップ 5 [User]（ポリシーをエクスポートしたユーザ）、[Date]（ポリシーをエクスポートした日付）およ
び [Comment]情報を確認します。 インポートするファイルが正しい場合は、[Continue]をクリッ
クします。それ以外の場合は、[Cancel]をクリックします。

ステップ 6 ポリシーをインポートすると、既存のポリシーが上書きされます。[Confirm]ダイアログボックス
で、継続する場合は、[Import]をクリックします。それ以外の場合は、[Cancel]をクリックしま
す。

次の作業

•ポリシーのインポートに成功しました。前のポリシーが上書きされます。[Finish]をクリック
します。インポートされたポリシーとそのルールが、予想していたものと同じであることを

確認します。

•ポリシーのインポートに失敗しました。ポリシーを処理できませんでした。ポリシーは何も
変更されませんでした。ファイルが有効で、正しい形式が選択されていることを確認しま

す。

•ポリシーサービスが利用できないため、要求を実行できませんでした。この問題が解決しな
い場合は、シスコカスタマーサポートにご連絡ください。

ポリシーのエクスポートとインポートはさまざまな企業間でサポートされています。ただし、

エクスポートしたポリシーに、企業、グループ、およびユーザライセンスキーが含まれる場

合で、そのポリシーを別の会社にインポートすると、ライセンスキーおよびHTTPS証明書は
削除されます。新しいライセンスキーおよびHTTPS証明書を生成します。委任管理階層内で
は、次を参照してください。エクスポートおよびインポートされたポリシーの管理,（74ペー
ジ）

（注）
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第 17 章

クォータ

• クォータの管理, 119 ページ

• クォータの作成, 120 ページ

• クォータの編集, 121 ページ

• クォータの削除, 122 ページ

クォータの管理

クォータは、Connectorと組み合わせてワークグループモードで使用されます。クォータを使用す
ると、ポリシーで指定されたWebコンテンツをユーザまたはグループが閲覧できる時間を制御で
きます。Connectorの詳細については、『Connector Administrator Guide』を参照してください。

手順

ステップ 1 [Web Filtering]タブをクリックして、[Web Filtering]メニューを表示します。

ステップ 2 [Management]メニューの [Quotas]をクリックして、クォータ管理ページを表示します。
クォータの優先順位を設定するには、[Move]列の上向き矢印アイコンおよび下向き矢印アイコン
をクリックし、[Apply Changes]をクリックします。
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クォータの作成

手順

ステップ 1 [Create Quota]タブをクリックします。

ステップ 2 [Name]ボックスにクォータ名を入力します。

ステップ 3 [Active]チェックボックスをオンにして、クォータをアクティブにします。クォータを後でアク
ティブにする場合は、このチェックボックスをオフにします。

ステップ 4 クォータに追加するグループごとに、以下の手順を実行します。

a) [Add Group]をクリックします。
b) [Search]ボックスにグループ名の一部または全体を入力し、[Go]をクリックします。
c) [Select]をクリックしてグループを選択します。
d) [Confirm Selection]をクリックします。誤って追加したグループを削除するには、[Delete]列の
アイコンをクリックします。

e) グループにクォータを適用しないようにするには、[Set as an exception]列のチェックボックス
をオンにします。グループにクォータを適用するには、このチェックボックスをオフにしま

す。

ステップ 5 [Period]ボックスの一覧で、クォータに対する期間を選択します。選択項目は [daily]および [weekly]
です。

ステップ 6 ドロップダウンリストの [Bytes in]に、ダウンロードの制限を選択します。次のオプションを使
用できます。

•無制限

• 5M（5メガバイト）

• 10M

• 20M

• 50M

• 100M

• 200M

• 500M
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• 1G（1ギガバイト）

ステップ 7 [Bytes out]ドロップダウンリストで、アップロード量の上限値を選択します。選択項目はダウン
ロード量の上限値と同じです。

ステップ 8 [Time]ドロップダウンリストで、制限時間を選択します。次のオプションを使用できます。

•無制限

• 15分

• 30分

• 1時間

• 2時間

• 4時間

• 8時間

ステップ 9 [Connections]ドロップダウンリストで、許可する接続の数を選択します。次のオプションを使用
できます。

•無制限

• 1,000

• 2,000

• 5,000

• 10,000

• 20,000

• 50,000

• 100,000

ステップ 10 [Create Quota]をクリックして、変更内容を適用します。または、そのまま別のページに移動する
と、変更が破棄されます。

クォータの編集

クォータを編集するには、[Edit]列のアイコンをクリックします。変更を加え、[Save]をクリック
して変更内容を適用します。または、そのまま別のページに移動すると、変更が破棄されます。
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クォータの削除

クォータを削除するには、[Delete]列のアイコンをクリックします。なお、デフォルトクォータ
は削除できません。
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第 18 章

グローバル設定

• 概要, 123 ページ

• グローバル設定の変更, 127 ページ

概要

グローバル設定はすべてのユーザに適用されます。グローバル設定に関して実行できることは次

のとおりです。

• SearchAheadを有効にする。

• SafeSearchを有効にする。

•ローカリゼーションを有効にする。

• HTTPトラフィックと HTTPSトラフィックに対する非共通フィルタリングを有効にする。

• Acceptable Use Policy（AUP）の表示を設定する。

•未分類Webサイトの動的分類を有効にする。

•コンテンツ範囲ヘッダーを有効にする。

SearchAhead
大半のユーザのWebサイト利用は、頻繁にアクセスするWebサイトが少しと、あとは、検索エ
ンジンが中心となります。検索エンジンで検索した結果、不適切なサイトや危険なサイトがヒッ

トすることは珍しくありません。

SearchAheadは、潜在的なリスクをユーザに警告する機能です。具体的には、適用されたWebフィ
ルタリングポリシーに基づいて、検索結果にアイコンが表示されます。また、マルウェアをホス

トしている可能性のあるWebサイトが見つかった場合、前もって警告が表示されます。
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サポートされている検索エンジンは次のとおりです。

• Bing

• Google

• Yahoo!

次のカテゴリには、ポリシーに関係なく必ずクエスチョンマークが表示されます。

• Adult

• Extreme

• Filter Avoidance

• Hacking

• Hate Speech

• Illegal Activities

• Illegal Downloads

• Illegal Drugs

• Peer File Transfer

• Pornography

• Unclassified

SafeSearch
SafeSearchにより、不適切な、露骨な、または不快な可能性のあるコンテンツをWeb検索結果か
らブロックします。ユーザ設定にかかわらずSafeSearchフィルタを確実に有効にするには、サポー
トされている検索エンジンで SafeSearchを適用します。現在、Cisco Cloud Web Securityでサポー
トされている検索エンジンは次のとおりです。

• Google

• Yahoo!

• Bing

• Flickr

• YouTube

• Ask

• Yandex
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• DuckDuckGo

• Dailymotion

• Dogpile

HTTPS検査機能が必要となります。この機能により、Cisco Cloud Web Securityでポリシー、
フィルタリング、およびスキャンを適用するために、HTTPSトラフィックを復号化できます。
デフォルトでは、この機能は Cisco ScanCenterでオフに設定されています。この機能を使用す
るには、Cisco ScanCenterで有効にし、HTTPS検査ポリシーを作成し、企業固有の証明書を生
成します。詳細については、トラフィック安全性検査, （141ページ）を参照してください。

（注）

ローカリゼーション

ローカリゼーションを有効にすると、アラート、SafeSearchおよびSearchAheadは、ブラウザで指
定されたユーザの優先言語のテキストで表示されます。ユーザの優先言語がサポートされていな

い場合、テキストは英語で表示されます。

HTTP/HTTPS 分離
デフォルトでは、HTTPトラフィックおよびHTTPSトラフィックの両方に対して別々のフィルタ
リングが有効となっていなければ、両トラフィックに対して、同じカテゴリ制限が適用されます。

利用許可ポリシー

[Enable AUP for All Users]チェックボックスをオンにした場合、すべてのユーザに対して、イン
ターネットへの接続時に、設定した間隔で（毎日または毎週）AUPページが表示されます。デ
フォルトのAUPページが用意されていますが、独自にテキストおよびHTMLコードを記述して、
このデフォルトページを修正したり拡張したり完全に置き換えたりすることができます。この機

能を利用するには、CWS Connectorが必要です。「コネクタのアクセプタブルユースポリシー」
を参照してください。

この機能のみ、CWS Connectorバージョン 2.50以降および CWSモバイルブラウザと連携して
機能します。

（注）

動的分類

Dynamic Classification Engineが有効になっている場合、未分類Webサイトのコンテンツの識別が
試みられ、ポリシーが適用されます。現在サポートされているカテゴリは次のとおりです。

• Pornography
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• Gambling

• Hate Speech

• Filter Avoidance

• Illegal Drugs

• Illegal Downloads

各ページがダウンロードされる度に分類が発生します。SearchAheadの結果では、ページはま
だ未分類で表示されます。

（注）

Content-Range ヘッダー
Apple iOSデバイスは Content-Rangeヘッダーを使用してインターネットに接続します（詳細につ
いては、http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.htmlを参照してください）。通常、Cisco
Cloud Web Securityはこれらのヘッダーをサポートしていません。ただし、[Enable Content Range
Headers]チェックボックスをオンにすると、HTTPRange関連のヘッダーを使用できるようになる
ため、これらデバイスのユーザは Cloud Web Securityを通じてインターネットにアクセスできま
す。

この機能を有効にすると、セキュリティ上のリスクが生じます。クライアント側からの攻撃に

より、Webサイトから感染ファイルを分割してダウンロードしようとするからです。Cisco
Cloud Web Securityは分割された各部分をマルウェアと認識できないため、ブロックできない
可能性があります。クライアントは元のファイルを復元し、デバイスにマルウェアをインス

トールする可能性があります。

現在のところ、シスコはこのように動作するマルウェアを把握していないため、この機能を有

効にすることで実質上セキュリティリスクが増すとは考えていません。ただし、これを有効

にしたことで生じる結果についてシスコは一切の責任を負わないため、この機能を有効にする

前にそのリスクについて理解しておいてください。

注意
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グローバル設定の変更

手順

ステップ 1 [Web Filtering]タブをクリックします。

ステップ 2 [Management]メニューの [Global Settings]をクリックして、[Global Settings]ページを表示します。

ステップ 3 SearchAheadを有効にするには、[Enable SearchAhead for all users]チェックボックスをオンにしま
す。SearchAheadを無効にするには、このチェックボックスをオフにします。

ステップ 4 [Save]をクリックします。

ステップ 5 機能を有効にするには、[Enforce SafeSearch on Supported Search Engines]チェックボックスを選択
します。または、この機能をオフにするには、チェックボックスをオフにします。

ステップ 6 [Save]をクリックします。

ステップ 7 [Enable Localization]チェックボックスを選択してローカリゼーション機能を有効にします。また
は、この機能をオフにするには、チェックボックスをオフにします。

ステップ 8 [Save]をクリックします。

ステップ 9 HTTPトラフィックとHTTPSトラフィックに対して同じWebフィルタリング設定を使用する場合
は、[Enable HTTP/HTTPS split]チェックボックスをオフにします。HTTPトラフィックと HTTPS
トラフィックに対して別々のWebフィルタリング設定を使用する場合は、このチェックボックス
をオンにします。

ステップ 10 [Save]をクリックします。

ステップ 11 ユーザがインターネットに接続する際に、ユーザに対して AUPページを表示するには、[Enable
AUPfor all users]チェックボックスをオンにします。このページを非表示にするには、このチェッ
クボックスをオフにします。

ステップ 12 標準の AUPページテンプレートを含める場合は、[Include standard HTML page template for AUP
page]チェックボックスをオンにします。独自に記述したテキストまたは HTMLだけを表示する
場合は、このチェックボックスをオフにします。

ステップ 13 AUPページの表示頻度を設定するため、[Daily]または [Weekly]をクリックします。

ステップ 14 ボックスに AUPのテキストまたは HTMLコードを入力します。デフォルトのテキストをそのま
ま使用することもできます。

ステップ 15 [Save]をクリックします。

ステップ 16 未分類Webサイトをそのコンテンツに基づいて分類する場合は、[Enable Dynamic Classification]
チェックボックスをオンにします。この機能を無効にするには、このチェックボックスをオフに

します。

ステップ 17 [Save]をクリックします。

ステップ 18 Apple iOSの個人が Cisco Cloud Web Securityがインターネットに接続できるようにするには、
[Enable Content Range Headers]を選択します。または、コンテント範囲ヘッダーを無効にするに
は、このチェックボックスをオフにします。

ステップ 19 [Save]をクリックします。
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第 19 章

クラウドバイパス

• 概要, 129 ページ

• クラウドのフィルタリングをバイパスするためのホワイトリスト, 129 ページ

概要

デフォルトでは、Cisco ISRを使用してトラフィックを Cisco Cloud Web Securityプロキシサーバ
に送信する場合、Cisco ScanCenterで指定するポリシーはすべてのWebサイトに適用されます。
クラウドバイパス機能を使用して、バイパスリストに追加することによって特定のWebサイト
がクラウドでスキャンされることを防止できます。

クラウドのフィルタリングをバイパスするためのホワイトリスト

使用している認証キーの種類に基づいて Cisco ISRにバイパスリストを割り当てます。

•会社キーを使用する Cisco ISRにはデフォルトバイパスリストが割り当てられます。会社
キー, （27ページ）を参照してください。

•グループキーを使用するカスタムグループに配置されたCisco ISRの他のバイパスリストを
作成します。グループの管理, （17ページ）およびグループキー, （28ページ）を参照し
てください。
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手順

ステップ 1 [Web Filtering] > [Management] > [Cloud Bypass]に移動します。

ステップ 2 会社キーを使用する Cisco ISRについて、[default]バイパスリストをクリックし、ステップ 6, （
130ページ）に進みます。

ステップ 3 カスタムグループに配置した Cisco ISRについて、[Create a New Bypass List]をクリックします。

ステップ 4 新しいバイパスリストの [Name]に入力します。

ステップ 5 Cisco ISRの各カスタムグループについて、[Group name]ボックスに名前を入力し、[Add]をクリッ
クします。グループの名前を入力すると、入力したグループと一致するものが表示されます。完

全な名前を入力することなく、そのグループを選択できます。

ステップ 6 バイパスにエントリを追加するには、最初にドロップダウンリストから各エントリの種類を選択

します。

次のオプションを使用できます。

CWS Mobile BrowserCisco 4000 シリーズ
ISR

Cisco ISR G2エントリの種類

使用可最大64エントリ。超
過分は破棄

使用可ドメイン

使用可使用可使用可送信元 IPアドレス

使用可使用可使用可宛先 IPアドレス

未サポート未サポート使用可ユーザエージェント

ヘッダー

ステップ 7 対応するエントリの詳細を、[Add Domain/IP/User-Agent]ボックスに入力し、[Add]をクリックし
ます。

ステップ 8 [Save]をクリックして変更を適用します。または、[Cancel]をクリックするか、そのページから移
動することで、変更を破棄します。

次の作業

バイパスリストを編集するには、その名前をクリックします。

•グループを削除するには、グループの横にあるチェックボックスを選択し、[Remove]をク
リックしてから、[Save]をクリックします。または、[Cancel]をクリックするか、このペー
ジから移動することで、変更を破棄します。

•エントリを削除するには、エントリの横にあるチェックボックスを選択し、[Remove]をク
リックしてから、[Save]をクリックします。または、[Cancel]をクリックするか、このペー
ジから移動することで、変更を破棄します。
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•デフォルトのバイパスリストを編集して、許可リストのエントリを制御できます。デフォル
トのバイパスリストは会社キーを使用する Cisco ISRに適用されるため、デフォルトのバイ
パスリストにはグループがありません。

バイパスリストを削除するには、リストの横のチェックボックスを選択して、[Remove]をクリッ
クします。[default]バイパスリストを削除することはできません。

「Whitelist Download from Tower for Proxy Cloud Web Security」機能は、Cisco Cloud Web Securityタ
ワーからのホワイトリストのダウンロードをサポートしています。この機能、およびこの機能を

Cisco ISR上で構成する方法については、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_data_cws/
configuration/15-mt/sec-data-cws-15-mt-book/cws-whitelist-towr-telmtry.htmlを参照してください。
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第 20 章

スパイウェア

• 概要, 133 ページ

• 望ましくない可能性があるとして分類されたアプリケーションの有効化, 133 ページ

• WebレピュテーションフィルタからのWebサイトの除外, 134 ページ

概要

Cisco Cloud Web Securityは、スパイウェアやWebウイルスを防ぐことができます。

また、Cisco ScanCenterはスパイウェアのフィルタリングやWebレピュテーションフィルタリン
グをバイパスさせるアプリケーションやWebサイトの許可リストを作成することもできます。デ
フォルトの設定では、受信したすべてのアドウェア、スパイウェア、および Potentially Unwanted
Application（PUA;望ましくない可能性があるアプリケーション）がブロックされます。何らかの
理由により、管理者が特定の PUAを許可する必要がある場合は、その PUAを許可リストで選択
できます。PUAのダウンロード要求が受信されると、その PUAは許可リストに登録されます。

ウイルス、ワーム、トロイの木馬、バックドア、キーロガーなどの本当に悪質なコードは、すべ

て自動的にブロックされます。同様に、すべての既知のフィッシング事例はCloudWebSecurityに
よって自動的にブロックされます。Webの閲覧操作を乗っ取る、スポンサーサイトにユーザを誘
導する、機密ではないブラウジング習慣をモニタする、迷惑なポップアップ広告を作成するなど

の「グレイウェア」とされるアプリケーションには許可リストが適用されます。

望ましくない可能性があるとして分類されたアプリケーションの有効

化

スパイウェア許可リストでは、望ましくない可能性があるとシスコが分類したアプリケーション

を許可できます。
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手順

ステップ 1 [Spyware]タブをクリックします。

ステップ 2 [Whitelists]メニューで、[Spyware]をクリックして [Spyware]ページを表示します。

ステップ 3 許可するスパイウェアのチェックボックスをオンにします。[Search]ボックスにスパイウェアの
プログラム名の一部または全体を入力すると、スパイウェアを探すことができます。

ステップ 4 [Submit]をクリックして変更を適用します。または、そのまま別のページに移動すると、変更が
破棄されます。

パスワードで保護されているアーカイブ

Cisco Cloud Web Securityでは、zipファイルなどのアーカイブ内のファイルに対してマルウェアの
スキャンを実行します。ただし、パスワードによって保護されている（暗号化された）アーカイ

ブをスキャンすることはできません。これらのアーカイブにはマルウェアが含まれている可能性

があるため、PUAに分類されます。ユーザがこれらのファイルにアクセスできるようにするに
は、[Approved List]で [Protected Archive]のチェックボックスをオンにします。

保護されているアーカイブへのアクセスを有効にすると、すべてのユーザが、PUAが含まれ
ている可能性のあるこれらのアーカイブにアクセスできるようになります。

注意

Web レピュテーションフィルタからの Web サイトの除外
Cisco Cloud Web Securityでは、デフォルトで、Webレピュテーションスコアの低いWebサイト
がブロックされます。特定のWebサイトをブロックされないようにするには、そのWebサイト
をホワイトリストに追加する必要があります。リストに最大1000のWebサイトを追加できます。

手順

ステップ 1 [Spyware]タブをクリックします。

ステップ 2 [Whitelist]メニューで [Web Reputation]をクリックして、[Web Reputation]ページを表示します。

ステップ 3 [URL]フィールドに必要な URLを入力します。URLは最大 256文字です。

ステップ 4 [Add URL]をクリックします。

次の作業

Webサイトの [SenderBase]ページを開きます。[Check Reputation]をクリックできます。
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ホワイトリストからWebサイトを削除するには、[Search]ボックスにURLの一部または全体を入
力します。チェックボックスをオンにし、[Remove]をクリックします。
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第 21 章

通知

• 通知の管理, 137 ページ

• ユーザメッセージ, 138 ページ

• 電子メールアラート, 139 ページ

通知の管理

通知とは、警告またはブロックに設定されているWebページにアクセスしようとしたときに画面
に表示されるメッセージのことであり、このときに送信されるメールメッセージも含まれます。

通知を設定できるイベントは次のとおりです。

• Webウイルス

•スパイウェア

• Webフィルタリング

Cisco ScanCenter アドミニストレータガイドバージョン 5.2    
    OL-22629-06 137



ユーザメッセージ

手順

ステップ 1 設定するユーザメッセージのタブをクリックしてください：[WebVirus]、[Spyware]、または [Web
Filtering]。

ステップ 2 [Notifications]メニューの [User Messages]をクリックして、[User Messages]ページを表示します。

ステップ 3 デフォルトのページコンテンツを含める場合は、[Include standard HTML page template for block
page]チェックボックスをオンにします。デフォルトのページコンテンツを含めない場合は、こ
のチェックボックスをオフにします。

ステップ 4 [Customized Alert Page]ボックスに、プレーンテキストまたはHTMLでメッセージを入力します。
デフォルトメッセージに戻すには、[Reset]をクリックします。次の文字列を置換可能なパラメー
タとして使用できます。

• #category

• #reason

• #url

• #username

ステップ 5 [Preview]をクリックして変更を確認します。

ステップ 6 [Save]をクリックして変更を適用します。または、そのまま別のページに移動すると、変更が破
棄されます。

ステップ 7 ネットワークフィルタリング用のユーザメッセージを設定する場合：

a) [Timeout Value]ドロップダウンリストで、アクションが警告に設定されているWebサイトに
関する繰り返し警告を表示する間隔を、0～ 24時間の範囲で選択します。

b) デフォルトのページコンテンツを含める場合は、[Include standardHTMLpage template forwarning
page]チェックボックスをオンにします。デフォルトのページコンテンツを含めない場合は、
このチェックボックスをオフにします。

c) [Customized Warn Alert Page]ボックスに、プレーンテキストまたは HTMLでメッセージを入力
します。デフォルトメッセージに戻すには、[Reset]をクリックします。前と同じ置換できる
パラメータを使用できます。

ステップ 8 [Preview]をクリックして変更を確認します。

ステップ 9 [Save]をクリックして変更を適用します。または、そのまま別のページに移動すると、変更が破
棄されます。
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電子メールアラート

手順

ステップ 1 [Web Virus]、[Spyware]、[Web Filtering]から、構成する電子メールアラートのタブをクリックし
ます。

ステップ 2 [Notifications]メニューの [Email Alerts]をクリックして、[Email Alerts]ページを表示します。

ステップ 3 [Do you wish to be notified when a page is blocked?]ドロップダウンリストで、[Yes]をクリックしま
す。

ステップ 4 各ボックスにメールアドレスを入力します。5個まで指定できます。

ステップ 5 [Limit email alerts to]ドロップダウンリストで、一括処理できるメールアラート件数（1～ 20）を
選択します。

ステップ 6 [per]ドロップダウンリストで、メールアラートの送信間隔を時間（1～ 24）で選択します。

ステップ 7 [Save]をクリックして変更を適用します。または、そのまま別のページに移動すると、変更が破
棄されます。

電子メールアラートの無効化

手順

ステップ 1 設定する電子メールアラートのタブをクリックしてください：[Web Virus]、[Spyware]、または
[Web Filtering]。

ステップ 2 [Notifications]メニューの [Email Alerts]をクリックして、[Email Alerts]ページを表示します。

ステップ 3 [Do you wish to be notified when a page is blocked?]ドロップダウンリストで [No]を選択します。

ステップ 4 [Save]をクリックして変更を適用します。または、そのまま別のページに移動すると、変更が破
棄されます。
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第 22 章

トラフィック安全性検査

• 概要, 141 ページ

• 利用規約, 142 ページ

• SSL証明書, 143 ページ

• フィルタ, 145 ページ

• ポリシー, 146 ページ

概要

ユーザが HTTPSを使用してWebサイトに接続する際、デジタル証明書を使用してセッションが
暗号化されます。トラフィック安全性検査機能が有効になっている場合、CiscoCloudWebSecurity
では自己署名の期限切れの証明書、無効な証明書、失効した証明書がすべてブロックされます。

トラフィック安全性検査は、Cisco CloudWeb Securityを通過するHTTPSトラフィックを復号化し
てスキャンし、脅威が含まれていないかどうか検査し、ポリシー設定に基づいて処理を実行しま

す。安全であると判定されたトラフィックは、再び暗号化され、新しい SSL証明書と共に内部
ネットワークに送信されます。

すべてのユーザはSSL証明書をブラウザに組み込む必要があります。CiscoScanCenterでは、シス
コを認証局（CA）とした証明書を生成できます。また、Certificate Signing Request（CSR;証明書
署名要求）をダウンロードし、Microsoft証明書サービスやOpenSSLなどのツールで自分の組織を
CAとする証明書を生成してアップロードすることもできます。この証明書をトラフィック安全性
検査ポリシーに関連付けます。

CSRを使用する場合、証明書には次のフィールドを記載する必要があります。
X509v3 Basic Constraints:

CA:TRUE

OpenSSLの場合コマンド openssl x509 -extfile v3_ca.txt -req -days 365 -in scancenter.csr -CA ca.crt
-CAkey ca.key -set_serial 01 -out scancenter.crtがこの機能を実行します。ここで、 v3_ca.txtには
以下を記載します。

subjectKeyIdentifier=hash
authorityKeyIdentifier=keyid:always,issuer:always
basicConstraints = CA:true
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クライアント側で次の 2つの設定作業を行う必要があります。

1 クライアントブラウザ、お客様のファイアウォール装置、またはお客様のゲートウェイ装置

で、SSLトラフィックに対するプロキシ設定を行う必要があります。
2 シスコルート証明書をクライアントブラウザにインポートし、Cisco Cloud Web Securityとの

SSL接続を信頼できるようにする必要があります。

ブラウザが自動的に証明書を中間認証局ストアにインポートする場合があります。トラフィッ

ク安全性検査が正しく機能するためには、証明書は信頼されたルート証明書ストアに置く必要

があります。

（注）

利用規約

お客様は、お客様の法域においてHTTPSトラフィック検査が合法であるかどうかを判断する責任
を負います。この機能を有効にした場合、Cisco CloudWeb SecurityによってHTTPSトラフィック
が検査されます。この検査は人が行うのではなく自動で実行されますが、復号処理が特定の国の

プライバシー関連法規に抵触するおそれがあります。この機能を有効にした場合、すべての関連

法域でトラフィックを復号する法的権利を持つこと、および、復号に関して必要なすべての承諾

をユーザから得ていることに、同意したことになります。

ほとんどの法域では、セキュリティ保護されたトラフィックは検査の対象となっていることをユー

ザに通知する法的義務があります。HTMLページをユーザに表示して、セッションが復号される
ことを言明し、続行するかどうかをユーザが選択できるようにすることができます。なお、この

ようなページを表示する場合に、他の目的用の標準的な警告ページは使用できません。

手順

ステップ 1 [Web Filtering] > [Notifications] > [UserMessages]で、[CustomizedWarn Alert Page]を編集してHTTPS
警告を表示します。

ステップ 2 [Timeout value]ドロップダウンリストで [0]をクリックします。

ステップ 3 [Include standard HTML page template for warning page]チェックボックスをオフにします。
HTTPS以外のページに対する警告も表示する場合は、このチェックボックスをオンに
し、HTTPS警告を標準のAcceptableUse Policy（AUP;アクセプタブルユースポリシー）
警告ページに追加することができます。

（注）
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ステップ 4 [Save]をクリックして変更を適用します。

ステップ 5 [Web Filtering] > [Management] > [Global Settings]で、[Enable HTTP/HTTPS split]チェックボックス
を選択し、[Save]をクリックします。

ステップ 6 [Web Filtering] > [Management] > [Filters]で、ブロックするWebサイトの HTTPSフィルタを作成し
ます。

ステップ 7 [Web Filtering] > [Management] > [Filters]で、すべてのカテゴリに対する [HTTPS warn]という名前
の HTTPSフィルタを作成します。

ステップ 8 [Web Filtering] > [Management] > [Policy]で、ブロックルールを作成し、ブロックするWebサイト
に HTTPSフィルタを追加します。

ステップ 9 [Web Filtering] > [Management] > [Policy]で、警告ルールを作成し、[anytime]スケジュールで [HTTPS
warn]フィルタを追加します。

ステップ 10 HTTPSブロックルールよりも HTTPS警告ルールの方が優先順位が低くなっていることを確認し
てから、両方のルールに対する [Activate]チェックボックスをオンにします。
プライバシー関連法規を順守できるように、SSL接続が確立する前にユーザに通知が表示されま
す。

銀行のWebサイトなどのWebサイトをトラフィック安全性検査から除外できます。除外したWeb
サイトに対するトラフィック安全性検査は実行されません。ユーザは、これらのWebサイトに
SSLで直接接続されます。

HTTPS検査から「scansafe.com」ドメインを除外し、CWSでのWebブラウジングの際
にScanCenterへのアクセスを誤ってブロックしないようにします。自身がロックアウト
された場合は、CWSにリダイレクトされないデバイスから ScanCenterにログオンし、
ロックアウトの対象となった設定をキャンセルします。

ヒント

プライバシー関連法規を順守するため、ログ記録は保持されません。ただし、コンテンツ

の復号と暗号化が閉ループ内で実行され、コンテンツがキャッシュに格納されないことを

保証する責任があります。

注意

SSL 証明書
Cisco ScanCenterで SSL証明書を生成する場合、シスコが認証局（CA）になります。自社を CA
にするには、CiscoScanCenterで証明書署名要求（CSR）を生成し、このCSRを使用して証明書を
生成して、Cisco ScanCenterにアップロードします。

手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [HTTPS Inspection]メニューの [Certificates]をクリックして、証明書ページを表示します。
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Cisco ScanCenter での証明書の作成

手順

ステップ 1 [Admin]、[HTTPS Inspection]、および [Certificates]をクリックします。

ステップ 2 [Create a New Certificate]タブをクリックします。

ステップ 3 [Duration]ドロップダウンで、証明書の有効年数を選択します。使用可能なオプションは 1、3、
5、または 7です。

ステップ 4 [Identifier]ボックスに識別子を入力します。

ステップ 5 [Description]に説明を入力します。

ステップ 6 [Submit]をクリックして変更を適用します。または、そのまま別のページに移動すると、変更が
破棄されます。

ScanCenter 以外で生成された証明書の使用

はじめる前に

自社を認証局（CA）とする独自の SSL証明書を生成するには、Microsoft Certificate Services
（Windows Serverオペレーティングシステムのコンポーネント）や OpenSSL（ほとんどの UNIX
およびUNIX系オペレーティングシステムに含まれているツールキット）などの SSLソフトウェ
アが必要です。SSLソフトウェアに詳しくない方は、Cisco ScanCenterを使用して SSL証明書を作
成してください。

手順

ステップ 1 [Admin]、[HTTPS Inspection]、および [Certificates]をクリックします。

ステップ 2 [Create a CSR (Certificate Signing Request)]タブをクリックします。

ステップ 3 [Identifier]ボックスに証明書署名要求（CSR）の一意の名前を入力します。

ステップ 4 [Description]ボックスに CSRの説明を入力します。

ステップ 5 [Next]をクリックします。

ステップ 6 [Download Your CSR]をクリックして CSRをダウンロードします。

ステップ 7 SSLソフトウェアのダウンロードした CSRを使用して SSL証明書を生成します。詳細について
は、ご使用のSSLソフトウェアのベンダードキュメントを参照してください。証明書を生成して
アップロードするのに 30分かかります。

ステップ 8 [Next]をクリックします。

ステップ 9 [Select File]をクリックし、CSRに関連付ける SSL証明書を指定します。

ステップ 10 [Upload]をクリックします。
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証明書の説明の編集

手順

ステップ 1 [Description]列で、証明書の横の鉛筆のアイコンをクリックします。

ステップ 2 [Description]ボックスに新しい説明を入力します。

ステップ 3 変更を適用するにはチェックアイコンをクリックします。または、[x]アイコンをクリックする
か、そのページから移動することで、変更を破棄します。

証明書の削除

SSL証明書を削除するには、証明書の横のボックスをオンにして [Remove]をクリックします。選
択した証明書の削除を確認するプロンプトが表示されます。

フィルタ

フィルタを使用することにより、HTTPSトラフィック検査の対象にするWebサイトおよびカテゴ
リを設定できます。フィルタ管理の詳細については、フィルタの管理,（101ページ）を参照して
ください。次の HTTPSフィルタを使用できます。

•カテゴリ

•ドメイン

•例外

•アプリケーション

HTTPS検査から「scansafe.com」ドメインを除外し、CWSでのWebブラウジングの際に
ScanCenterへのアクセスを誤ってブロックしないようにします。自身がロックアウトされた場
合は、CWSにリダイレクトされないデバイスから ScanCenterにログオンし、ロックアウトの
対象となった設定をキャンセルします。

ヒント
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手順

ステップ 1 [Admin]タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2 [HTTPS Inspection]メニューの [Filters]をクリックして、フィルタページを表示します。

ステップ 3 HTTPSトラフィック検査をすべてのトラフィックに対して有効にするか、アプリケーションの復
号化を有効にしないと、HTTPSプロトコルを使用するアプリケーションがアプリケーションフィ
ルタと照合されません。HTTPSトラフィック検査をすべてのトラフィックに対して有効にしてお
らず、アプリケーションの復号化を有効にしたい場合は、フィルタを選択し、[Applications]ペー
ジで [Enable Application Decryption]チェックボックスをオンにします。

ポリシー

ポリシーを使用することにより、HTTPSフィルタ適用ルールを設定できます。

手順

ステップ 1 [Admin] > [HTTPS Inspection] > [Policy]ページで、上下矢印をクリックして [Save]をクリックする
と、ルールの優先度を設定できます。

ステップ 2 [Create HTTPS Rule]をクリックします。

ステップ 3 [Name]にルール名を入力します。

ステップ 4 [Certificate]ブルダウンリストで、以前に生成した証明書を選択します。

ステップ 5 [Filter]ブルダウンリストで、以前に作成したフィルタを選択します。

ステップ 6 [Active]チェックボックスをオンにして、ルールアクションを有効にします。もしくは、ルール
を後でアクティブにする場合は、このチェックボックスをオフにします。

ステップ 7 このルールを使用して各グループを検索するには、グループ名を入力して [AddGroup]をクリック
します。グループを選択していない場合は、このルールはすべてのユーザに適用されます。この

グループをルールから除外するには、[Set as Exception]のチェックボックスをオンにします。

ステップ 8 [Submit]をクリックして変更を適用します。または、[Cancel]をクリックするか、そのページから
移動することで、変更を破棄します。
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第 III 部

レポート
• 概要, 149 ページ

• レポートの表示, 157 ページ

• 定義済み検索設定, 167 ページ

• レポートのフィルタリング, 171 ページ

• レポート属性, 177 ページ

• 検索設定の作成, 189 ページ

• 複合レポート, 199 ページ

• スケジュール設定されたレポート, 203 ページ

• ポータル 2.0, 209 ページ





第 23 章

概要

• ダッシュボード, 149 ページ

• 次世代のダッシュボードおよびレポート, 151 ページ

• レポートを使用する前に, 151 ページ

• Webページ閲覧時間の計算, 154 ページ

• 大きいレポートの縮小, 154 ページ

ダッシュボード

ダッシュボードは、過去 24時間のお客様の組織におけるWeb使用の概要を示します。

[Dashboard]タブをクリックして、次のデータを表示します。

•すべてのブロック件数

•帯域幅の使用方法

• Facebookの使用状況

•スパイウェアブロック件数

• Webフィルタリングブロック件数

• Webウイルスブロック件数

• AMPブロック件数

次のデータが表示されます。

•すべてのブロック件数

•ブロック件数上位 10位のユーザ

ドロップダウンメニューを使用して、結果をフィルタ処理する次のいずれかのオプション選択し

ます。
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• Facebookの使用状況

•スパイウェアブロック件数

• Webフィルタリングブロック件数

• Webウイルスブロック件数

• AMPブロック件数

[Bandwidth Usage]を選択して、次のデータを表示します。

•使用される合計帯域幅

• IPで使用される帯域幅

[Facebook Usage]を選択して、次のデータを表示します。

•経時的 Facebookヒット件数

•経時的 Facebook使用帯域幅

•最もヒット件数の多いユーザ

•ヒット件数上位アプリケーション

•ヒット件数別アクティビティ

•帯域幅を最も使用しているユーザ

[AMP Blocks]を選択して、次のデータを表示します。

•過去 2週間の AMPによるブロック

•過去 2週間にわたって AMPでブロックされた上位の SHA256 —棒グラフのバーをクリック
して、SHA256トラフィックを表示します

•過去 2週間にサンドボックスに隔離されたファイル数

◦サンドボックスは、AMPで.見つかった疑わしいファイルを監視することを推奨します。
サンドボックスを有効にすると、潜在的に悪意のあるファイルは、悪意のあるコードが

含まれていないかどうかを判断するために仮想環境で分析されます。サンドボックス

は、[Web Filtering] > [Management] > [Global Settings]に移動して有効にすることができ
ます。

◦棒グラフバーのバーをクリックして、[Sandbox Analysis]ページを表示します

◦ [Pending]状態を選択して、保留状態またはサンドボックスで現在チェックされて
いるファイルのデータを表示します

◦ [Completed]を選択して、サンドボックスでチェックされたファイルのデータを表
示します

◦時間帯、期間、日付範囲を指定します

◦ [Submission time] —ファイルがサンドボックスサービスに送信された時間
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◦ [Completion time] —サンドボックスの実行が完了した時間

◦ [SHA256] —検査するファイルの SHA256ハッシュ

◦ [Disposition]—ファイルがクリーンなのか悪意があるのかを発見したかどうかを示
す

◦ [Traffic Reports] —このファイルの SHA256に一致する [Content SHA256]とすべて
のトランザクションのレポートへのハイパーリンク

◦ [Sandbox Reports] —実行ファイルの分析からの詳細とサンドボックスサービスに
よって作成されたレポートへのハイパーリンク。サンドボックス, （233ページ）
を参照してください。

次世代のダッシュボードおよびレポート

次世代CiscoScanCenterは、強化されたダッシュボードやポータルの報告を特徴とする新しくなっ
たユーザインターフェイスが導入されています。

ポータル 1.0およびポータル 2.0のコンポーネントが利用可能な場合、それらを使用し続けること
ができるようにポータル 2.0は、段階的に実装されます。

現在のところ、次の機能は、ポータル 2.0のダッシュボードおよびレポートコンポーネントでは
まだ利用できません：

•複合レポート

•定期レポート

•ユーザアクティビティレポート

• PDFファイルとしてレポートをエクスポートする

• AMPダッシュボード

次世代のポータルにアクセスし、使用する方法の詳細については、ポータル 2.0, （209ページ）
を参照してください。

レポートを使用する前に

Cisco ScanCenterのレポート機能を利用するには、[Reports]タブを使用します。レポートを生成す
ることにより、以下を分析できます。

•アプリケーション

•帯域幅

•ブロック

•閲覧時間
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•ブラウザ

•カテゴリ

• Facebook

•グループ

•ホスト

•法的責任

•マルウェア

•セキュリティ

•ユーザ

次の 3種類の一般的なレポートがあります。

•標準レポート：条件および最大 2つの属性に基づいて、指定期間における詳細情報が表示さ
れます。

•期間分析レポート：標準レポートに似ていますが、指定期間における 1つの属性に関する情
報だけが表示されます。

•詳細レポート：条件および複数の属性に基づいて、指定期間における詳細情報が表示されま
す。標準レポートよりも詳しい情報が表示されます。

また、次の 2種類の特別なレポートがあります。

•許可トラフィック

•ユーザ監査レポート

上記のレポート以外に、[Admin]タブからアクセスできるレポートもあります。詳細については、
監査, （63ページ）を参照してください。

レポートを生成するには、検索を実行します。多様な定義済み検索設定が用意されています。定

義済み検索設定,（167ページ）を参照してください。これらの検索設定を基にしてお客様独自の
検索設定を作成することもできます。また、検索設定をまったく新規に作成することもできます。

どの種類のレポートでも基本的な作成手順は同じです。
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手順

ステップ 1 検索期間を、過去 1時間から過去 1年間の間で指定します。

ステップ 2 定義済み検索設定または保存済み検索設定を指定するか、あるいは、新しい検索設定を作成しま

す。

ステップ 3 レポート属性またはメトリックに基づいてフィルタを追加します。

ステップ 4 表示する検索結果の件数を 10～ 1,000の範囲で指定します。

ステップ 5 検索結果をグループ化する際の基準となるレポート属性を指定します。

ステップ 6 検索結果の並べ替え基準（名前、帯域幅、閲覧時間、送信バイト数、受信バイト数、またはヒッ

ト件数）を指定します。

ステップ 7 先頭の検索結果と末尾の検索結果のどちらを表示するかを指定します。

ステップ 8 （任意）結果をグループ化する 2番目のレポート属性を追加します。

ステップ 9 レポートの表示形式（表、横棒グラフ、縦棒グラフ、円グラフ、または折れ線グラフ）を指定し

ます。

ステップ 10 [Launch search]をクリックします。

ステップ 11 検索設定を保存します。これは、後で再使用できるようにするためです。

次の作業

選択可能な属性は60個以上あるので、最初は定義済み検索設定を使用し、必要に応じてカスタマ
イズすることをお勧めします。

[Reports]パネルでは、検索設定を作成および修正する作業の他に、次の作業を行うことができま
す。

•一連のフィルタを作成および管理する。

•複数の検索を組み合わせて複合レポートを生成する。

•レポートをオンライン表示、印刷、およびエクスポートする。

•オフラインで表示したり、表計算ソフトウェアや文書作成ソフトウェアにインポートしたり
できるように、レポートをダウンロードする。

•レポートが複数の受信者にメールで送信されるようにスケジュールを設定する。

レポート機能を利用するには、Adobe Flash 10以降が必要です。（注）

Cisco ScanCenter アドミニストレータガイドバージョン 5.2    
   OL-22629-06 153

レポートを使用する前に



Web ページ閲覧時間の計算
ユーザがコンピュータから離れているかどうかや、表示が完了したWebページを実際に閲覧して
いるかどうかは把握できないため、閲覧時間は、ある 1分間のうちにWeb要求が送信されたかど
うかを基に計算されます。

ある 1分間にWeb要求が 1件以上送信された場合、その 1分は閲覧時間 1分と計算されます。た
とえば、複雑なWebページを 1つ表示するために 1分間でWeb要求が 100件送信された場合で
も、その 1分間によってカウントされる閲覧時間は 1分です。

Webページの表示に要した実際の時間は計測されません。たとえば、あるWebページの表示に 1
分 30秒かかる場合、Web要求は 1分間の枠 2つ分にまたがって送信されるので、閲覧時間は 2分
と計算されます。これに対して、1つのWebページを読むのに実際は1時間かかっていても、Web
ページの表示に要した時間が 1分以内であり、かつ、そのWebページの表示が自動更新されない
場合、閲覧時間は 1分と計算されます。

閲覧時間を含むレポートを作成する場合は、生成されるレポートの精度を最大限に高めるために、

必ず URLではなくホストを使用してください。

2階層のレポートにおいて、閲覧時間をメトリックとして使用すべきではありません。なぜな
ら、Web要求が二重にカウントされる可能性があるからです。たとえば、あるWebサイトが
複数のカテゴリに属している場合や、同じ 1分間の枠の中で異なるWeb要求が送信された場
合、二重にカウントされます。また、Webページの表示が自動更新されたかどうかを判断する
ことはできません。

（注）

大きいレポートの縮小

入力した検索条件によっては、生成されるレポートのサイズが大きすぎて、処理できない場合が

あります。このようなとき、Cisco Cloud Web Securityでは、レポートを実行できるように、返さ
れる結果に変更を加えます。このレポートがスケジュール設定されたレポートの一部である場合

は、付随する電子メールでこのことが説明されます。レポートをオンラインで表示しようとする

と、これに関するエラーメッセージが表示されます。

元の検索設定には変更は加えられません。期間を短くすると、検索を実行できる場合がありま

す。

（注）

階層が 1か 2のレポート、または時系列分析レポートで、URL属性が長すぎて実行できない場
合、レポートに次のような変更が加えられます。

•属性の 1つが URLの場合、[Host]に置き換えられます。

•属性が [URL]と [Host]の場合、返される結果は、属性が [Host]である 1階層のレポートにな
ります。
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•上記の変更でも実行できないほどレポートが大きい場合、レポートは実行されません。
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第 24 章

レポートの表示

• レポートのオンライン表示, 157 ページ

• レポートのダウンロード, 164 ページ

レポートのオンライン表示

レポートを生成するには、定義済み検索設定または保存済み検索設定を使用します。レポートは、

オンラインで表示することも、PDFファイルとしてダウンロードすることもできます。レポート
の生成後に、フィルタを追加したり検索条件を修正したりして、検索条件を絞り込むことができ

ます。修正後の検索設定を新しい検索設定として保存することも、保存済み検索設定を新しい検

索設定に置き換えることもできます。

手順

ステップ 1 [Reports]タブをクリックして、[Reports]ページを表示します。または、[Reports]メニューの
[Reports]をクリックします。
使用可能な検索設定が次の 2つのテーブルに表示されます。

•カスタムレポート

•定義済みレポート
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ステップ 2 期間情報は検索設定に含まれないので、レポートを生成するたびに指定する必要があります。

[Time Zone]ドロップダウンリストでタイムゾーンを選択します。デフォルトは UTCです。

ステップ 3 [Time Period]ドロップダウンリストで、あらかじめ定義されている期間を選択します。あらかじ
め定義されている期間は次のとおりです。

• Previous hour

• Previous day（昨日）

• Previous week（前の丸 1週間）

• Last n hours（過去 12、24、48、または 72時間）

• Last week（過去 7日間）

• Last n weeks（過去 2または 3週間）

• Last month

• Last n months（過去 2、3、4、5、6、9、または 12か月間）

[Custom]を選択した場合は、開始日時と終了日時を指定します。
a) ボックスに開始日を直接入力するか、または、[Calendar]アイコンをクリックして日付を選択
します。

b) [hour]と [minute]のドロップダウンリストを使用して開始時刻を選択します。時刻は 24時間
表示です。

c) ボックスに終了日を直接入力するか、または、[Calendar]アイコンをクリックして日付を選択
します。
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d) [hour]と [minute]のドロップダウンリストを使用して開始時刻を選択します。

ステップ 4 レポートを開いた後すぐに検索を実行するには、[Auto Run Report]チェックボックスをオンにし
ます。検索が自動実行されないようにするには、このチェックボックスをオフにします。

ステップ 5 フォルダをクリックすると、そのフォルダに対する検索設定の表示/非表示が切り替わります。

ステップ 6 [View as]ドロップダウンリストで、表示形式を選択します。選択項目は次のとおりですが、レ
ポートの種類によっては選択できない表示形式もあります。

• Bar

• Column

• Grid

• Line

• Pie

ステップ 7 レポートを生成して表示するには、[Launch search]をクリックします。PDF形式のレポートをダ
ウンロードする場合は、[Download]列のアイコンをクリックします。

次の作業

レポート生成後、選択可能なレポートタイプのアイコンをクリックすることにより、レポートの

表示形式を変更できます。選択可能なアイコンは、表示されているレポートの種類によって異な

ります。

表

表はデフォルトのレポート表示形式です。ここから、表示されているデータを他の表示形式に切

り替えることができます。
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レポートに含まれているデータはもちろん表示されますが、表の先頭行にすべてのデータの合

計値も表示されます。

（注）

表のデータの表示

[Show]リストで、1ページに表示する検索結果の件数を選択します。次のオプションを使用でき
ます。

• 10

• 25

• 50

• 100

ページ間を移動するには、[first]、[prev]、[next]、[last]の各ボタンを使用します。

検索設定を修正するには、属性列のエントリをクリックします。特定のエントリだけをレポート

に含めるには、そのエントリをクリックし、[is equal to]をクリックします。特定のエントリをレ
ポートから除外するには、そのエントリをクリックし、[is not equal to]をクリックします。修正が
完了したら、[Launch search]をクリックして、修正されたレポートを表示します。

メトリックの追加および削除

手順

ステップ 1 [+|-]ボタンをクリックして、[Choose which columns you would like to see]ダイアログボックスを開
きます。

ステップ 2 各エントリについて、必要に応じて [hide]または [show]をクリックします。使用できるメトリッ
クは、次のとおりです。

• Host（ホスト）

• Bandwidth（帯域幅、送信バイト数と受信バイト数の合計）

• Bandwidth（% Tot）（帯域幅（全体に対する割合））

• Browse Time（閲覧時間、推定閲覧時間（単位：分））

• Browse Time（% Tot）（閲覧時間（全体に対する割合））

• Bytes Received（受信バイト数）

• Bytes Received（% Tot）（受信バイト数（全体に対する割合））

• Bytes Sent（送信バイト数）

• Bytes Sent（% Tot）（送信バイト数（全体に対する割合））
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• Hits（ヒット件数）

• Hits（% Tot）（ヒット件数（全体に対する割合））

ステップ 3 [Close]ボタンをクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

属性値を基準にした表データの並べ替え

先頭列にプライマリ属性名およびセカンダリ属性名が表示されます。プライマリ属性値を基準に

して並べ替えるには、プライマリ属性名をクリックします。プライマリ属性値が同じ行どうしを、

セカンダリ属性値を基準にしてさらに並べ替えるには、セカンダリ属性名をクリックします。

ソートメトリックの変更

ソートメトリックを変更するには、別の列をクリックし、レポートを生成し直します。属性が 2
つのレポートの場合、主要メトリックではないソートメトリックだけが変更されます。

グラフ

次の 4種類のグラフが用意されています。

•横棒

•縦棒

•折れ線

•円

ソートメトリックを変更するには、グラフの上部にあるリンクをクリックします。選択可能なメ

トリックは次のとおりです。

• Bandwidth (Bytes)

• Browse Time (Min)

• Bytes Received

• Bytes Sent

• Hits

グラフを印刷またはダウンロードするには、グラフを右クリックします。

グラフを印刷するには、[Print Chart]をクリックします。

グラフを JPEG画像としてエクスポートするには、[Save as JPEG Image]を選択します。

グラフを PNG画像としてエクスポートするには、[Save as PNG Image]をクリックします。

グラフを Adobe PDF文書としてエクスポートするには、[Save as PDF]をクリックします。

Cisco ScanCenter アドミニストレータガイドバージョン 5.2    
   OL-22629-06 161

レポートのオンライン表示



横棒グラフ

横棒グラフでは、データが横棒で表示されます。

縦棒グラフ

縦棒グラフでは、データが縦棒で表示されます。
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折れ線グラフ

折れ線グラフでは、時系列分析データが表示されます。

円グラフ

円グラフでは、データが 2Dまたは 3Dで表示されます。

円グラフを右クリックすると、他のグラフにないコマンドも表示されます。
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[EnableRotation]をクリックすると、円グラフを回転させることができます。回転させるには、円
グラフをクリックしてドラッグします。円グラフを回転させている間は、円グラフの分類項目を

切り離すことはできません。

[Enable SlicingMovement]をクリックすると、分類項目をクリックして切り離すことができます。
分類項目を切り離している間は、円グラフを回転させることはできません。

[View 2D]をクリックすると、円グラフが 2Dで表示されます。

[View 3D]をクリックすると、円グラフが 3Dで表示されます。

レポートのダウンロード

レポートは、JPEG、PNG、PDFの各形式でエクスポートできます。また、直接ダウンロードする
こともできます。

PDF レポートのダウンロード
レポートを PDF形式でダウンロードするには、レポートを通常どおりに表示し、PDFアイコンを
クリックします。レポートを表示せずに PDF形式でダウンロードすることもできます。この場合
は次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Reports]タブをクリックして、[Reports]パネルを表示します。または、[Reports]メニューの
[Reports]をクリックします。

ステップ 2 フォルダをクリックすると、そのフォルダに対するレポートの表示/非表示が切り替わります。

ステップ 3 [View as]ドロップダウンリストで、表示形式を選択します。選択項目は次のとおりですが、レ
ポートの種類によっては選択できない表示形式もあります。

• Bar

• Column

• Grid

• Line

• Pie

CSV レポートのダウンロード
レポートをCSV形式でダウンロードすると、そのレポートを表計算ソフトウェアで開くことがで
きます。
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手順

ステップ 1 レポートを画面に表示します（表形式など）。

ステップ 2 CSVアイコンをクリックして、レポートをダウンロードします。
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第 25 章

定義済み検索設定

• 種類別の検索, 167 ページ

種類別の検索

アプリケーション分析

•閲覧時間が上位 10位のアプリケーション

•帯域幅使用量上位 10位のアプリケーション

•ブロックされた上位 10位のアプリケーションおよびアクティビティ

•ブロックされた上位 10位のユーザとそのアプリケーション

•ブロックされた上位 10位のユーザとそのアクティビティ

•アクティビティ別上位 10位のユーザ

•メディアサイトでの帯域幅使用量上位 10位のユーザ

•ソーシャルネットワーキングサイトでの帯域幅使用量上位 10位のユーザ

帯域幅分析

•主要コンテンツタイプ別帯域幅使用量

•カテゴリ別帯域幅使用量

•帯域幅使用量上位 10位のカテゴリ

•帯域幅上位 10位のソーシャルネットワーキングサイト

•ヒット件数上位 10位のマルチメディアサイト

•ストリーミングメディアで帯域幅使用量の最も多いグループ

•帯域幅使用量の最も多いグループ
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•上位 10位のユーザが最も帯域幅を使用しているホスト

•内部サブネット別の帯域幅使用量が最も多い組織のオフィス

•帯域幅使用量が最も多い組織のオフィス

•帯域幅使用量が最も多いユーザ

•ヒット件数上位 10位のユーザ

•ストリーミングメディア使用量上位 10位のユーザ

ブロック分析

•ブロックされたアドウェア

•ブロックされたマルウェア

•ブロックされたスパイウェア

•ブロックされたウイルス

•ヒット件数上位 10位のブロックサイト

•上位 10位のブロックカテゴリ

•上位 10位のユーザでブロック件数の最も多いホスト

•ルール別のブロック件数の最も多いユーザ

•ブロック件数の最も多いユーザ

•ブロック件数の最も多いWebフィルタリングルールおよびそれらでブロックされた件数の
最も多いユーザ

•ブロック件数の最も多いWebフィルタリングルール

閲覧時間分析

•最も人気のあるホストの閲覧時間

•業務用と思われるサイトの閲覧時間が最も長いユーザ

•生産性を低下させると思われるサイトの閲覧時間が最も長いユーザ

•オンライン接続時間の最も長いユーザ

ブラウザ分析

•上位 10位のユーザエージェント

•上位 10位のブラウザ

•外部 IPアドレス別ヒット件数上位 10位のユーザエージェント文字列

•グループ別ヒット件数上位 10位のユーザエージェント文字列
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カテゴリ分析

•全カテゴリの合計ヒット件数

•内部サブネット別アクセス数上位 10位のカテゴリ

Facebook 分析

•内部サブネット別アクセス数上位 10位のカテゴリ

•帯域幅使用量上位 10位の Facebookアプリケーション

•ブロックされた上位 10位の Facebookアプリケーションおよびアクティビティ

• Facebookアプリケーション別ブロックされた上位 10位のユーザ

• Facebookアクティビティ別ブロックされた上位 10位のユーザ

• Facebookで帯域幅使用量上位 10位のユーザ

グループ分析

•ヒット件数別上位 10位のグループ

•帯域幅使用量上位 10位のグループ

•上位 10位のグループにおける閲覧時間の長い上位 10位のユーザ

ホスト分析

•人気ホスト別のヒット件数

•ヒット件数上位 10位のホスト

•各カテゴリのアクセス数上位 10位のホスト

法的責任分析

•カテゴリ別法的責任リスク

•違法ダウンロードの目的で閲覧した上位 10位のユーザ

•アダルト関連カテゴリを閲覧した上位 10位のユーザ

マルウェア分析

•経時的なフィッシングブロック件数

•経時的な脅威のブロック件数

•スパイウェアブロック件数上位 10位のグループ

•ブロック件数上位 10位のアドウェアホスト
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•ブロック件数上位 10位のフィッシングホスト

•ブロック件数上位 10位のスパイウェアホスト

• HTTPSにおけるブロック件数上位 10位の脅威

•プロトコル別ブロック件数上位 10位の脅威

•スパイウェアホストを閲覧した上位 10位のユーザ

•スパイウェア要求を送信した上位 10位のユーザ

•ウイルスブロック件数上位 10位のユーザ

• Webレピュテーションが原因でユーザがブロックされた上位 10位のカテゴリ

• Webレピュテーションが原因でブロックされた脅威の種類

• Webレピュテーションブロック件数上位 10位のユーザ

•経時的なWebレピュテーションブロック件数

• AMPによってブロックされたマルウェア

セキュリティ分析

•マルウェアの上位 10位のブロックカテゴリ

•スパイウェアが原因でユーザがブロックされた上位 10位のカテゴリ

• Outbound Content Controlによってブロックされた上位 10位のユーザ

•リスクカテゴリごとの上位 10位のユーザ

ユーザ分析

•レジャーカテゴリを閲覧した上位 10位のユーザ

•ヒット件数上位 10位のユーザ

•ネット閲覧時間上位 10位のユーザ
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第 26 章

レポートのフィルタリング

フィルタを使用すると、レポート属性、メトリック、またはその両方の組み合わせを基準にし

て、検索を絞り込むことができます。フィルタは、定義済み検索設定または保存済み検索設定に

よる検索結果の絞り込みに使用できます。また、検索設定の作成時に適用することもできます。

さまざまなフィルタをアクティブ、もしくは、非アクティブにすることで、必要な情報を抽出す

るための最適なフィルタセットを見つけ出すことができます。なお、保存されるのはアクティ

ブなフィルタのみです。フィルタは、検索設定とは別にフィルタセットとして保存することも

できます。

• 検索設定へのフィルタの追加, 171 ページ

• フィルタセットの管理, 173 ページ

検索設定へのフィルタの追加

検索では、すべてのフィルタ条件を満たす結果のみが返されます。ただし、in list演算子で指定さ
れた値のリストでは、1つでも完全に一致するものがあれば結果が返されます。

フィルタの追加

手順

ステップ 1 [Add Filter]をクリックします。

ステップ 2 [Select filter type]ドロップダウンリストでタイプを選択します。次のオプションを使用できます。

• Attribute Filter

• Metric Filter

• Filter Set

ステップ 3 属性フィルタを追加する場合は、次の手順を実行します。
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a) [Select attribute]ボックスの一覧で属性を選択します。
b) [Select operator]ボックスの一覧で演算子を選択します。次の演算子が使用できます。

• contains

• does not contain

• is equal to

• is not equal to

• in list (equals)

• is not in list (does not equal)

• in list (contains)

• is not in list (does not contain)

• is null

• is not null

• starts with

• does not start with

「equal」は完全一致、「contain」は部分一致を指しています。

ステップ 4 メトリックフィルタを追加する場合は、次の手順を実行します。

a) [Select metric]ドロップダウンリストで必要なメトリックを選択します。次のオプションを使
用できます。

• Bandwidth (Bytes)

• Browse Time (Min)

• Bytes Received

• Bytes Sent

• Hits

b) [Select operator]ドロップダウンリストで必要な演算子を選択します。次のオプションを使用で
きます。

• =（等しい）

• >（大なり記号）

• >=（以上）

• <>（等しくない）

• <=（以下）

• <（小なり記号）
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ステップ 5 属性フィルタまたはメトリックフィルタを追加する場合は、ボックスに値を入力します。

ステップ 6 フィルタを追加してアクティブにするには、[Add]をクリックします。

フィルタのアクティブおよび非アクティブの設定

アクティブなフィルタには、緑の三角形が表示されます。非アクティブなフィルタには、赤の警

告記号が表示されます。

フィルタをアクティブにするには、フィルタをクリックし、[Activate]をクリックします。

フィルタを非アクティブにするには、フィルタをクリックし、[Deactivate]をクリックします。

[Select All]をクリックすると、すべてのフィルタが選択されます。[Select None]をクリックする
と、すべてのフィルタの選択が解除されます。

フィルタの編集

フィルタを編集するには、編集するフィルタをクリックします。編集が完了したら、[SaveChanges]
をクリックします。

フィルタの削除

フィルタを削除するには、[Remove]をクリックします。削除してもよいかどうかを確認するメッ
セージは表示されません。

そのフィルタを再使用しないことがはっきりしている場合を除き、フィルタを削除するのでは

なく非アクティブにすることをお勧めします。

ヒント

フィルタセットの管理

フィルタセットを使用すると、使用頻度の高い複数のフィルタを再使用可能なセットとしてまと

めることができます。フィルタセットでは、フィルタセットを 4つまでネストすることができ、
個別のフィルタを最大 20個まで含めることができます。[Active Traffic Only]という定義済みフィ
ルタセットを使用すると、ユーザが直接生成したのではないトラフィックを除外することができ

ます。アクティブトラフィックに含まれるものとしては、ブラウザへの URL入力やハイパーリ
ンクのクリックで生成されるリクエストなどがあります。アクティブトラフィックに含まれない

ものとしては、Webページ上のバナー、Adobe Flashコンテンツ、別の HTMLコードなどを読み
込むための外部リクエストなどがあります。
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手順

ステップ 1 [Reports]タブをクリックして、[Reports]メニューを表示します。

ステップ 2 [Reports]メニューの [Filter Sets]をクリックします。

フィルタセットの追加

手順

ステップ 1 [Add]をクリックします。

ステップ 2 ボックスに、フィルタセットの一意の名前を入力します。

ステップ 3 フィルタセットに追加するフィルタごとに、次の手順を実行します。

a) [Add Filter]をクリックします。
b) [Select filter type]ドロップダウンリストで、フィルタタイプを選択します。属性フィルタ、メ
トリックフィルタ、および既存のフィルタセットを追加できます。フィルタセットは最大 3
階層までネストできます。

c) [Add]をクリックします。

フィルタセット内の個別のフィルタを編集および削除する方法は、レポート内のフィ

ルタを編集および削除する方法と同じです。

（注）

フィルタセットのコピー

手順

ステップ 1 フィルタセットをクリックします。

ステップ 2 ボックスに、コピー先フィルタセットの一意の名前を入力し、Enterキーを押します。
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フィルタセットの名前の変更

手順

ステップ 1 フィルタセットをクリックします。

ステップ 2 ボックスに一意の名前を入力し、Enterキーを押します。

フィルタセットの編集

フィルタセットをクリックし、変更を加え、[Save Changes]をクリックします。

フィルタセットの削除

手順

ステップ 1 フィルタセットをクリックします。

ステップ 2 [Delete]をクリックすると、フィルタセットが完全に削除されます。
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第 27 章

レポート属性

レポート属性は、レポートを生成するための検索時に主に使われるフィルタ条件です。

• 属性リスト, 177 ページ

属性リスト

大半の属性値は小文字表記で統一されています。ただし、一部の属性値については、ユーザが入

力したとおりの文字列で表示することができます。かっこで「Original」と記載されている属性
は、標準の小文字表記でも入力どおりの表記でも使用できます。

Adware

アドウェアブロックの名前

AMP Threat Name

AMPによって検出されブロックされたマルウェアの名前

Application Activity

アクティビティ、またはWebアプリケーション

Application Name

Webアプリケーションの名前

Application Name With Unclassified

Webアプリケーションの名前、または未分類の結果

Block Type

ブロックを生成した、フィルタ内で指定されたパターン。次のいずれかを指定できます。

• adware
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• amp_malware

• category (HTTP)

• category (HTTPS)

• content type

• domain/URL

• file type

• phishing

• possibly unwanted applications (PUAs)

• spyware

• virus

• webrep

複数のパターンに一致する場合、ブロックパターンの値は「multiple patterns（複数のパター
ン）」になります。

（注）

Block Value

ブロックパターンに一致した文字列。次のいずれかを指定できます。

• adware name

• AMP threat name

• category name

• full URL

• MIME type

• name of the content type

• name of the file type

• phishing name

• possibly unwanted application (PUA) name

• spyware name

• virus name

• webrep name

例外または複数のパターンによってブロックが生成された場合、ブロック文字列の値は「multiple
strings（複数の文字列）」になります。

（注）
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Category

Webフィルタリングカテゴリ。

カテゴリに変更を加えた場合、既存の顧客データは移行されません。そのため、修正前のカテゴ

リと修正後のカテゴリの両方がレポートに反映されるようにするには、レポート生成時に、[Category
in list]フィルタに修正前と修正後の両方のカテゴリ名を含める必要があります。複合レポートは、
それを構成する各レポートの設定情報が継承されるため、更新の必要はありません。

定義済みレポートが使いやすいよう更新されます。たとえば、「UserAnalysis（ユーザ分析）」の
「Where were the Top 10 Users browsing in the Categories Shopping,Music, Cinema/TV and Sport（ショッ
ピング、音楽、映画/テレビ、スポーツの各カテゴリを閲覧している上位10位のユーザ）」レポー
トにはもともと、「Category in list music, cinema/tv, online shopping, sports（音楽、映画/テレビ、オ
ンラインショッピング、スポーツのリストのカテゴリ）」フィルタが含まれていましたが、現在

は、「Category in list music, cinema/tv, online shopping, sports, entertainment, shopping, sports and recreation
（音楽、映画/テレビ、オンラインショッピング、スポーツ、エンターテイメント、ショッピン
グ、スポーツ、娯楽のリストの各カテゴリ）」フィルタが含まれています。

Cipher Suite

認証および暗号化の種類の例：TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384、
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA、SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA、
TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA、TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256。

Company Name

データトラフィックに関連する会社名

Company Group

企業ユーザのグループ。例：Active Directory

Company User

特定のデータトラフィックに関連付けられたユーザ

Connector ID

ユーザを監視するために使用されるコネクタソフトウェアの ID。例：AnyConnect

Connector Mode

Connectorから通知されたモード

Connector OS Name (Original)

Connectorから通知されたオペレーティングシステムの名前

Connector OS Version (Original)

Connectorから通知されたオペレーティングシステムのバージョン
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Connector ReUse ID

TCP接続で特定のコネクタに関連付けられたユーザ認証ヘッダーの再利用を指定するフラグ

Connector Version

ディレクトリ情報の埋め込みに使用されたConnectorのバージョンが記録されます。この属性を使
用することにより、社内環境に配備されているConnectorのバージョンを簡単に調べることができ
ます。

Content SHA256

コンテンツの SHA256ハッシュは、ユーザによって送信またはアップロードされます。

Country Dst Code

Webサーバが存在する国を表す 2文字の ISOコード。Webサーバの IPアドレスから抽出されま
す。

Country Src Code

クライアントWebブラウザが存在する国を表す 2文字の ISOコード。クライアントの IPアドレ
スから抽出されます。

Day of Month

時系列プロットに使用されます（1～ 31）。

Day of Week

時系列プロットに使用されます（月曜日～日曜日）。

Destination IP

リモートWebサーバの IPアドレス。

Domain Username (Original)

ユーザがドメインへのログインに使用しているユーザ名。

External IP

Cisco Cloud Web Securityが顧客から取得する IPアドレスで、出力 IPアドレスとも呼ばれます。
例：192.0.2.0。または、Cisco Cloud Web Securityが顧客から取得する IPアドレスのサブネッ
ト。出力 IPアドレスのサブネットとも呼ばれます。例：192.0.2.0/24。

forwarded for

要求の送信元を特定する IPアドレス。たとえば、アフリカに DCがない場合、ユーザはブラジル
に接続し、転送されます。この属性は、ユーザの要求がアフリカで実際に生成されたことを特定

します。
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Group (Original)

記録されたディレクトリグループの名前。例：WinNT://US\SALES

各ユーザに対して複数のディレクトリグループを記録することもできます。（注）

Group Domain

ユーザに対して記録されたドメインの名前。

Group Name Part (Original)

ディレクトリグループの名前。LDAP://<domain>やWinNT://<domain>は含みません。たとえば、
WinNT://US\SALESの場合、グループ名部分は SALESになります。

Host (Original)

URL文字列のホスト部分。たとえば、news.example.com/sportの場合、ホスト部分は
news.example.comです。

ホストでは大文字/小文字は区別されません。（注）

Hour

時系列プロットに使用されます。

Inbound File Extension

HTTP/HTTPSプロトコルを使用している受信URLのファイル拡張子部分。たとえば、index.html
の場合、ファイル拡張子は htmlです。

Inbound File Name

HTTP/HTTPSプロトコルを使用している受信 URLのファイル名部分。例：index.html。

Internal IP

Connectorによって内部ユーザから取得される IPアドレス。例：192.168.2.10。または、Connector
によって内部ユーザから取得される IPアドレスのサブネット。例：192.0.2.0/24。

ある内部ユーザが NATデバイスを介して内部プロキシにルーティングされる場合、Connector
に届く IPアドレス、またはサブネットが記録されます。

（注）

Malware

マルウェアブロックの名前。
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Minute

時系列プロットに使用されます（00～ 59）。

Month

時系列プロットに使用されます（1 月～ 12 月）。

Outbound File Extension

HTTP/HTTPSプロトコルを使用している送信 POSTのファイル拡張子の部分。たとえば、
resume.docの場合、ファイル拡張子は docです。

Outbound File Name

HTTP/HTTPSプロトコルを使用している送信 POSTのファイル名の部分。例：resume.doc。

Path

URL文字列のパス部分。たとえば、news.example.com/sportの場合、パスは/sportです。

Pattern Name

ブロックの属性値を参照してください。

Pattern Type

ブロックタイプ属性を参照してください。

Phishing

フィッシングブロックの名前。

Policy Violation

Webフィルタリングルールに基づいてブロックされた際のブロック値。

Port

Web要求のポート番号。例：80、443。

Protocol

• FTP

• HTTP

• HTTPS

PUA

Potentially Unwanted Application（PUA）の名前。
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Query

URL文字列のクエリ部分。たとえば、
http://www.example.com/search?hl=en&q=free+screensavers&btnG=Example+Search&meta=&aq=f&oq=
の場合、クエリはhl=en&q=free+screensavers&btnG=Example+Search&meta=&aq=f&oq=
です。

この属性を使用した場合、レポートの生成にかかる時間がかなり長くなります。（注）

Referrer Host (Original)

リファラの URL文字列のホスト部分。たとえば、news.example.com/sportの場合、ホスト
部分は news.example.comです。

Referrer Path

リファラの URL文字列のパス部分。たとえば、news.example.com/sportの場合、パスは
/sportです。

Referrer Port

リファラのポート番号。例：80、443。

Referrer Protocol

• FTP

• HTTP

• HTTPS

Referrer Query

リファラの URL文字列のクエリ部分。たとえば、
http://www.example.com/search?hl=en&q=free+screensavers&btnG=Example+Search&meta=&aq=f&oq=
の場合、クエリはhl=en&q=free+screensavers&btnG=Example+Search&meta=&aq=f&oq=
です。

Referrer Second Level Domain

通常はリファラの組織名。たとえば、www.example.comの場合、セカンドレベルドメインは
exampleです。

Referrer Top Level Domain

通常はリファラのドメインの末尾部。例：com、net、org、gov、co.uk。

Referrer URL (Original)

リファラの URL文字列全体。
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Request Content MD5

ユーザ要求のMD5チェックサム。

Request Content Type (Original)

要求のMIMEタイプ。例：image/gif、application/pdf、text/html、
application/EDI-X12。

Request Major Content Type

要求コンテンツのタイプ。たとえば、要求コンテンツタイプがapplication/pdfである場合、
対応するメジャーコンテンツタイプは applicationです。次に例を示します。

• application

• audio

• image

• text

• video

Request Method (Original)

• CONNECT

• GET

• POST

Request Version (Original)

要求のバージョン。例：HTTP/1.0、HTTP/1.1。

Response Content Type (Original)

応答のMIMEタイプ。例：image/gif、application/pdf、text/html、
application/EDI-X12。

Response Major Content Type

応答コンテンツのタイプ。たとえば、応答コンテンツタイプがapplication/pdfである場合、
対応するメジャーコンテンツタイプは applicationです。次に例を示します。

• application

• audio

• image

• text

• video
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Response Status Code

応答ステータスコードを基準にしたフィルタリングを可能にします。たとえば、存在していな

かったページに対するWeb要求をすべて探すには、404でフィルタリングします。ステータス
コードの詳細については、http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.htmlを参照してくださ
い。

Response Version (Original)

応答のバージョン。例：HTTP/1.0、HTTP/1.1。

Risk Class

リスクをグループ化する際に使用するスーパークラス。種類は次のとおりです。

• possible business usage（業務使用）

• possible productivity reduction（生産性低下）

• heavy bandwidth usage（帯域幅大量使用）

• potential legal liability（法的責任）

• potential security risk（セキュリティリスク）

ルールアクション

選択可能なルールアクションは次の 5つです。

• allow

• authenticate

• block

• warn

• inspect

Webサイトが要求に応答しなかった場合、ルールアクションは割り当てられませんが、その
要求は記録されます。

（注）

Rule Engine

ルールアクションを生成したルールエンジン。種類は次のとおりです。

• policy evaluator

• scanlet

Rule Name (Original)

Cisco ScanCenterポリシーのルール名。
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Rule Stage

ルールを適用した製品。例：response_headers、response_body_start、reqmod

Second Level Domain

通常は組織名。たとえば、www.example.comの場合、セカンドレベルドメインは exampleで
す。

SHA256 Source

Content SHA256が HTTP要求のデータ投稿または応答データのハッシュであるかどうかを示しま
す。要求、応答、N/A。

Spyware

スパイウェアブロックの名前。

Threat Type

各レコードには、次の脅威タイプが複数含まれている場合があります。

• adware

• category

• content type

• extension

• file match

• filter protocol

• phishing

• possibly unwanted applications (PUAs)

• quota

• regular expression

• spyware

• virus

Time Stamp

ルールアクションが適用された時間（単位：分および秒）。詳細検索設定でのみ使用できます。

Top Level Domain

通常はドメインの末尾部。例：com、net、org、gov、co.uk。

URL (Original)

URL文字列全体。
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User (Original)

記録されたユーザ名（存在する場合）。形式は、WinNT://<username>またはカスタムテキスト名
です。

User Agent (Original)

完全なユーザエージェント文字列。例：Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows
NT 5.1)。ユーザエージェント文字列の詳細については、http://www.useragentstring.com/pages/
useragentstring.phpを参照してください。

User Agent Application Name

ユーザエージェントのアプリケーションの名前。例：Mozilla。詳細については、「ユーザエー
ジェント」を参照してください。

User Agent Application Version

ユーザエージェントのアプリケーションのバージョン。例：4.0。詳細については、「ユーザ
エージェント」を参照してください。

User Agent Comp Platform

ユーザエージェントのプラットフォームのトークン。例：Windows NT 5.1。詳細については、
「ユーザエージェント」を参照してください。

User Agent Comp Version

ユーザエージェントのバージョントークン。例：MSIE 7.0。詳細については、「ユーザエー
ジェント」を参照してください。

User Agent Compatibility

ユーザエージェント互換性フラグ。例：compatible。詳細については、「ユーザエージェント」
を参照してください。

User Domain Name

要求したユーザが属するドメインです。

User Domain Name Part

ユーザのドメイン名の小文字のサブストリング。

Via

ユーザの要求を処理する中間プロキシを特定する IPアドレスのリスト。

Virus

ウイルスブロックの名前。例：Trojan.Downloader.abg。
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Web Reputation Threat

ブロック値属性を参照してください。既定のブロックタイプは webrepです。

Year

時系列プロットに使用されます。
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第 28 章

検索設定の作成

• 概要, 189 ページ

• 標準検索設定の作成, 190 ページ

• 時系列分析検索設定の作成, 191 ページ

• 詳細検索設定の作成, 191 ページ

• ユーザ監査レポート, 194 ページ

• 定義済み検索設定を基にした検索設定の作成, 194 ページ

• 検索設定の保存, 195 ページ

• 検索設定の編集, 196 ページ

• 検索設定の名前の変更, 196 ページ

• 検索設定の削除, 196 ページ

• 空のフォルダの削除, 197 ページ

概要

レポートを生成するには、3種類の検索設定のいずれかを実行します。検索設定を絞り込むには、
期間およびフィルタを指定します。

手順

ステップ 1 [Reports]タブをクリックして、[Reports]メニューを表示します。

ステップ 2 [Reports]メニューの [Search]をクリックします。

ステップ 3 作成する検索設定のタイプに対応するタブをクリックします。タブの種類は次のとおりです。

• Search

• Time Analysis
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• Detailed Search

標準検索設定の作成

手順

ステップ 1 期間を選択します。

ステップ 2 必要に応じてフィルタを追加します。

ステップ 3 [View first]ボックスに、表示するプライマリ属性の数を 1～ 20,000の範囲で入力します。

ステップ 4 プライマリ属性の一覧で、プライマリ属性を選択します。

ステップ 5 プライマリソートメトリックの一覧で、プライマリソートメトリックを選択します。選択可能

なメトリックは次のとおりです。

• Name

• Bandwidth

• Browse Time

• Bytes Received

• Bytes Sent

• Hits

ステップ 6 プライマリ並べ替え順序を変更するには、そのリンクをクリックします。このリンクの表示内容

は、現在設定されている順序を意味します。[descending]と表示されている場合は、先頭の n個の
検索結果が表示されます。[ascending]と表示されている場合は、末尾の n個の検索結果が表示さ
れます。

ステップ 7 セカンダリ属性条件を無効にするには、チェックボックスをオフにします。セカンダリ属性条件

を有効にするには、チェックボックスをオンにします。

a) [and their first]ボックスに、表示するセカンダリ属性の数を 1～ 20,000の範囲で入力します。
b) セカンダリ属性の一覧で、セカンダリ属性を選択します。
c) セカンダリソートメトリックの一覧で、セカンダリソートメトリックを選択します。
d) セカンダリ並べ替え順序を変更するには、そのリンクをクリックします。

[View first]ボックスおよび [and their first]ボックスに入力した値の積は、20,000以下で
なければなりません。

（注）

ステップ 8 [Launch Search]をクリックします。生成されたレポートが、このボタンの下に表示されます。
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時系列分析検索設定の作成

手順

ステップ 1 期間を選択します。

ステップ 2 必要に応じてフィルタを追加します。

ステップ 3 [View]リストで、表示する属性の数を選択します（1～ 12）。

ステップ 4 属性の一覧で属性を選択します。

ステップ 5 ソートメトリックの一覧で、ソートメトリックを選択します。選択可能なメトリックは次のとお

りです。

• Name

• Bandwidth

• Browse Time

• Bytes Received

• Bytes Sent

• Hits

ステップ 6 並べ替え順序を変更するには、そのリンクをクリックします。

ステップ 7 [Launch Search]をクリックします。生成されたレポートが、このボタンの下に表示されます。

詳細検索設定の作成

手順

ステップ 1 期間を選択します。

ステップ 2 必要に応じてフィルタを追加します。

ステップ 3 レポートに含める属性を 1～ 15個の範囲で選択します。デフォルトの属性は、[Timestamp]、
[Category]、[Group]、[Host]、[Internal IP]、[Path]、[Query]、[Rule Action]、および [User]です。属
性を 1つ以上追加するには、次の手順を実行します。
a) [Add/Remove columns]リンクをクリックします。
b) 属性の一覧で属性を 1つ以上選択します。

Cisco ScanCenter アドミニストレータガイドバージョン 5.2    
   OL-22629-06 191

時系列分析検索設定の作成



属性を削除するには、その属性の上にマウスポインタを置き、削除アイコンをクリックしま

す。または、[Add/Remove columns]リンクをクリックし、削除する属性を 1つ以上選択しま
す。なお、[Timestamp]属性は削除できません。

ステップ 4 並べ替えの基準にする属性をクリックします。選択されている属性をクリックすると、昇順/降順
が切り替わります。昇順/降順は三角形マークで示されます。

ステップ 5 レポート内での列の順序を変更するには、属性をドラッグアンドドロップします。デフォルトの

順序のままにすると、[Timestamp]が並べ替えの基準として使用されます。

ステップ 6 [Launch search]をクリックします。生成されたレポートが、このボタンの下に表示されます。

次の作業

状況によっては、レポートにレコードが示されないこともあります。これは明示フィルタまたは

指定した時間範囲などの検索条件によって引き起こされます。これは、暗黙的なフィルタとして

機能する、属性の使用によって発生します。

派生した属性がデータベースの列に直接マッピングされていません。代わりに、1つ以上のデー
タベースの列から派生しています。たとえば、[Content SHA256]は、[Request SHA256]と [Response
SHA256]の組み合わせから派生しています。そのため、両方の列が空白であれば、[ContentSHA256]
も空白です。暗黙的なフィルタリングによって、レポーティングサービスは 0の列を受信し、レ
コードを示しません。

派生した属性は次のとおりです。

• Adware

• AMP Threat Name

• Application Name

• Block Category

• Block Type

• Block Value

• Category

• Content SHA256

• Malware

• Pattern Name

• Pattern Type

• Phishing

• Policy Violation

• PUA

• Risk Class

• Spyware

• Threat Type
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• Virus

• Web Reputation Threat

許可トラフィック

許可トラフィックレポートを基にして詳細レポートを作成することもできます。許可トラフィッ

クレポートでは、ある 1日間に発生したすべての許可トラフィックがカテゴリ別に表示されま
す。各種のフィルタカテゴリに対する時間列に、セキュリティリスクが色別のアイコンで表示さ

れます。アイコンの色分けの意味は次のとおりです。

•赤—セキュリティリスク高

•黄—セキュリティリスク中

•緑—セキュリティリスク低

手順

ステップ 1 [Reports]タブをクリックして、[Reports]メニューを表示します。

ステップ 2 [Reports]メニューの [Allowed Traffic]をクリックします。

ステップ 3 [Type]ドロップダウンリストで、フィルタタイプを選択します。

• User

• Group

• Internal IP

ステップ 4 [Date]のボックスに日付を直接入力するか、または、カレンダーアイコンをクリックして日付を
選択します。

ステップ 5 [User/Group/IP]ボックスに、ユーザ名、グループ名、または内部 IPアドレスを入力します（例：
default）。

ステップ 6 [Search]をクリックして、レポートを表示します。

ステップ 7 アイコンをクリックすると、セキュリティリスクに関する詳細レポートが表示されます。

CSV 形式の詳細レポートのダウンロード
詳細レポートをCSV形式でダウンロードすると、そのレポートを表計算ソフトウェアで開くこと
ができます。
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手順

ステップ 1 レポートを表形式で表示します。

ステップ 2 CSVアイコンをクリックして、レポートをダウンロードします。

ユーザ監査レポート

ユーザ監査レポートは、特定のユーザに関する詳細な情報を提供します。このレポートにスケ

ジュールを設定したり、複合レポートに追加したりすることはできません。ただし、他のレポー

トと同様、PDF形式または CSV形式でエクスポートできます。

手順

ステップ 1 [Reports]タブをクリックして、[Reports]ページを表示します。

ステップ 2 [Reports]メニューで、[User Audit]をクリックします。

ステップ 3 [User]にユーザの IPアドレスまたはユーザ名全体を入力します。

ステップ 4 [Launch Search]をクリックします。

定義済み検索設定を基にした検索設定の作成

手順

ステップ 1 [Reports]タブをクリックして、[Reports]ページを表示します。

ステップ 2 レポートを表示します。

ステップ 3 レポート条件を編集します。

ステップ 4 [Launch search]をクリックします。
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検索設定の保存

検索を実行してレポートを生成したときに、その検索条件を後で使用できるように保存しておく

ことができます。

手順

ステップ 1 [Save]をクリックします。検索設定のコピーを保存する場合は、[Save as]をクリックします。[Use
current settings to create a new Report]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 デフォルト名を使用しない場合は、[Choose a report title]ボックスに、検索設定の名前を 256文字
以内で入力します。デフォルト名を使用する場合は、[use the default name]チェックボックスをオ
ンにします。この場合、チェックボックスの横に表示されている名前が使用されます。

ステップ 3 既存のフォルダに保存する場合は、[Choose an existing folder from the list]ボックスの一覧でフォル
ダを選択します。新しいフォルダを作成する場合は、[Create a new folder]チェックボックスをオ
ンにし、[Folder name]ボックスにフォルダ名を 256文字以内で入力します。[Choose an existing
folder from the list]ボックスの一覧でデフォルト値 [no folder]を選択した場合、検索設定は最上位
フォルダに保存されます。

ステップ 4 [SUBMIT]をクリックして、検索設定を保存します。検索設定の保存を中止する場合は、[Close
window]をクリックします。
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検索設定の編集

手順

ステップ 1 検索を実行します。

ステップ 2 検索条件を編集します。

ステップ 3 [Save]をクリックして変更を適用します。または、[Save as]をクリックし、修正した検索を新し
い名前で保存します。

定義済み検索設定または複合レポートの構成要素となっている検索を交換できません。

これらの検索設定を編集した場合は、新しい名前で保存する必要があります。

（注）

検索設定の名前の変更

手順

ステップ 1 [Reports]タブをクリックして、[Reports]ページを表示します。または、[Reports]メニューの
[Reports]をクリックします。

ステップ 2 名前を変更する検索設定がフォルダ内にある場合は、そのフォルダをクリックして検索設定を表

示します。

ステップ 3 [Rename]アイコンをクリックします。

ステップ 4 [Enter new name]ボックスに新しい名前を入力し、Enterキーを押します。検索設定の名前の変更
を中止する場合は、Xアイコンをクリックします。

検索設定の削除

手順

ステップ 1 [Reports]タブをクリックして、[Reports]ページを表示します。または、[Reports]メニューの
[Reports]をクリックします。

ステップ 2 削除する検索設定がフォルダ内にある場合は、そのフォルダをクリックして検索設定を表示しま

す。

ステップ 3 削除アイコンをクリックします。操作を確認するダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 このダイアログボックスで [OK]をクリックし、検索設定を削除します。検索設定の削除を中止
する場合は、[Cancel]をクリックします。
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複合レポートの構成要素となっている検索設定は、削除できません。このような場合

は、まず複合レポートからその検索設定を削除する必要があります。定義済み検索設定

は、削除できません。

（注）

空のフォルダの削除

手順

ステップ 1 [Reports]タブをクリックして、[Reports]ページを表示します。または、[Reports]メニューの
[Reports]をクリックします。

ステップ 2 削除アイコンをクリックします。操作を確認するダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 このダイアログボックスで [OK]をクリックし、フォルダを削除します。フォルダの削除を中止
する場合は、[Cancel]をクリックします。

空でないフォルダは削除できません。この場合は、まず保存されている検索設定をフォ

ルダから削除する必要があります。

（注）
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第 29 章

複合レポート

• 複合レポートの作成, 199 ページ

• 複合レポートのダウンロード, 200 ページ

• 複合レポートの編集, 200 ページ

• 複合レポートの削除, 201 ページ

複合レポートの作成

複合レポートを使用すると、複数の検索設定の内容を結合して 1つのレポートを生成することが
できます。また、定義済み検索設定と独自に作成した検索設定を組み合わせることもできます。

複合レポートでは、最大 20個の検索設定を結合できます。

手順

ステップ 1 [Reports]タブをクリックして、[Reports]メニューを表示します。

ステップ 2 [Reports]メニューの [Composite Reports]をクリックします。

ステップ 3 [Create Composite Reports]タブをクリックします。

ステップ 4 [Composite Report Name]フィールドに複合レポートの名前を入力します。

ステップ 5 複合レポートに含める検索設定ごとに、次の手順を実行します。
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a) [Reports to Include]ドロップダウンリストで、検索設定を選択します。
b) [add]をクリックします。
検索設定の表示順序を変更するには、次の手順を実行します。

a) [Report]テーブルで検索設定をクリックします。
b) 上に移動および下へ移動アイコンを使用して、検索設定の位置を変更します。

複合レポートから検索設定を削除するには、削除アイコンをクリックします。

ステップ 6 必要に応じてフィルタまたはフィルタセットを追加します。

ステップ 7 [Create Composite Report]をクリックし、複合レポートを保存します。

複合レポートのダウンロード

手順

ステップ 1 [Reports]タブをクリックして、[Reports]メニューを表示します。

ステップ 2 [Reports]メニューの [Composite Reports]をクリックします。

ステップ 3 [Manage composite reports]タブをクリックします。

ステップ 4 期間を選択します。

ステップ 5 [Download]列のアイコンをクリックして、PDF形式の複合レポートをダウンロードします。

複合レポートの編集

手順

ステップ 1 [Reports]タブをクリックして、[Reports]メニューを表示します。

ステップ 2 [Reports]メニューの [Composite Reports]をクリックします。

ステップ 3 [Manage composite reports]タブをクリックします。

ステップ 4 編集する複合レポートの編集アイコンをクリックします。

ステップ 5 編集が完了したら、[Save changes]をクリックして変更内容を保存します。
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複合レポートの削除

手順

ステップ 1 [Reports]タブをクリックして、[Reports]メニューを表示します。

ステップ 2 [Reports]メニューの [Composite Reports]をクリックします。

ステップ 3 [Manage composite reports]タブをクリックします。

ステップ 4 削除する複合レポートの [Delete]アイコンをクリックします。操作を確認するダイアログボック
スが表示されます。
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第 30 章

スケジュール設定されたレポート

レポートのスケジュールを設定することにより、特定の受信者にレポートをメールで送信するこ

とができます。レポートのスケジュールを設定するには、あらかじめ、少なくとも1人の受信者
を含むメールグループを作成しておく必要があります。スケジュールを設定できるレポートの

数には上限があり、通常は 75個です。スケジュール設定済みレポートが上限数に達しているか
どうかを判定する際には、複合レポート内の各レポートは個別のレポートとしてカウントされま

す。

検索結果にフィルタを適用しているユーザ、および、非表示属性を設定しているユーザは、レ

ポートをスケジュールできません。また、レポートにはユーザレベルでの制限は適用されな

いため、スケジュール設定されたレポートを受け取ったユーザはレポートの全文を読むことが

できます。

注

意

• メールグループ, 203 ページ

• メール受信者, 204 ページ

• スケジュール設定されたレポートの作成, 205 ページ

• スケジュール設定されたレポートの編集, 207 ページ

• スケジュール設定されたレポートの削除, 207 ページ

メールグループ

メールグループを作成することにより、スケジュール設定されたレポートを受信者のグループに

送信できます。
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メールグループの作成

手順

ステップ 1 [Reports]タブをクリックして、[Reports]メニューを表示します。

ステップ 2 [Reports]メニューの [Recipients]をクリックします。

ステップ 3 [Groups]ボックスにグループ名を入力します。

ステップ 4 [Create new group]をクリックします。

メールグループの削除

手順

ステップ 1 [Reports]タブをクリックして、[Reports]メニューを表示します。

ステップ 2 [Reports]メニューの [Recipients]をクリックします。

ステップ 3 削除するグループの [Delete group]アイコンをクリックします。
削除してもよいかどうかを確認するダイアログボックスは表示されません。削除したグ

ループを元に戻すことはできません。

注意

メール受信者

スケジュール設定されたレポートは、メール受信者のグループに送信されます。1人の受信者に
だけレポートを送信するには、その受信者しか含んでいないグループを作成する必要があります。
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メール受信者の作成

手順

ステップ 1 [Reports]タブをクリックして、[Reports]メニューを表示します。

ステップ 2 [Reports]メニューの [Recipients]をクリックします。

ステップ 3 受信者を追加するグループをクリックします。

ステップ 4 [Recipients for]の先頭のボックスに、メールアドレスの前半部を入力します。

ステップ 5 @の後ろのボックスの一覧で、電子メールアドレスの後半部分を選択します。この一覧には、貴
社で有効な電子メールドメインだけが表示されます。

ステップ 6 [Add recipient]をクリックします。

メール受信者の削除

手順

ステップ 1 [Reports]タブをクリックして、[Reports]メニューを表示します。

ステップ 2 [Reports]メニューの [Recipients]をクリックします。

ステップ 3 削除する受信者を含むグループをクリックします。

ステップ 4 削除する受信者の [Remove a recipient]アイコンをクリックします。
削除してもよいかどうかを確認するダイアログボックスは表示されません。削除した受

信者を元に戻すことはできません。

注意

スケジュール設定されたレポートの作成

手順

ステップ 1 [Reports]タブをクリックして、[Reports]メニューを表示します。

ステップ 2 [Reports]ドロップダウンメニューの [Scheduled Reports]をクリックします。

ステップ 3 [Create Scheduled Report]タブをクリックします。

ステップ 4 [Create ScheduledReport]領域の [ScheduledReportName]ボックスに、スケジュール設定するレポー
トの名前を入力します。

ステップ 5 [Delivery Schedule]領域で、次のいずれかをクリックして、レポートの実行タイミングを設定しま
す。
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• [Daily]—1日に 1回配信

• [Weekly]—1週間に 1回、指定曜日に配信

• [Monthly]—1ヵ月に 1回、1日に配信

• [Four weekly]—4週間に 1回、指定曜日に配信

レポートには、レポート実行の直前の日の深夜 0時までのデータが含まれ、データの期間は次の
ようになります。

• [Daily]の場合は、前日の 24時間のデータが含まれます。

• [Weekly]の場合は、過去 7日間のデータが含まれます。

• [Monthly]の場合は、前月のデータが含まれます。

• [Four weekly]の場合は、過去 28日間のデータが含まれます。

ステップ 6 配信スケジュールとして [Weekly]または [Four weekly]を選択した場合は、レポートを実行する曜
日を選択する必要があります。[Scheduled Day]ドロップダウンリストで、曜日を選択します。

ステップ 7 [Time Zone]でタイムゾーンを選択します。選択したタイムゾーンによって、レポートにおける 1
日の開始時刻が決まります。

ステップ 8 [To (recipient group)]ドロップダウンリストで、グループを選択します。

ステップ 9 [Email Content]領域の [Subject]ボックスに、生成される電子メールの件名を入力します（例：
Monthly bandwidth report）。

ステップ 10 [Message]ボックスに本文を入力します（例：Report attached）。

ステップ 11 [Report]ドロップダウンリストで、定義済みレポート、保存済みレポート、または複合レポート
を選択します。

ステップ 12 PDFファイルとしてレポートを送信するには、[PDF]をクリックします。または、CSVファイル
としてレポートを送信するには、[CSV]をクリックします。

ステップ 13 生成される PDFまたはCSVファイル用にパスワードをセットするため、[Security]領域で、[Enter
Password]および [Confirm Password]フィールドにパスワードを入力します。

ステップ 14 [Save Changes]をクリックして、スケジュール設定されたレポートを保存します。

次の作業

CSVファイルは AES暗号化を使用する ZIPファイルとして送信されます。これらのファイル
を開くには、この種類の ZIPファイルをサポートするプログラムが必要です。

（注）
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詳細レポートは、スケジュール設定できません。これには、事前定義された詳細なレポートが

含まれます。詳細レポートのスケジュール設定が必要な場合は、ログ抽出機能の使用を検討し

てください。この機能は、すべてのWebトランザクションのサードパーティツールによって
詳細な処理ができます。ログの抽出, （51ページ）を参照してください。

（注）

スケジュール設定されたレポートの編集

手順

ステップ 1 [Reports]タブをクリックして、[Reports]メニューを表示します。

ステップ 2 [Reports]メニューの [Scheduled Reports]をクリックします。

ステップ 3 [Manage scheduled reports]タブをクリックします。

ステップ 4 編集する複合レポートの編集アイコンをクリックします。

ステップ 5 編集が完了したら、[Save changes]をクリックして変更内容を保存します。

スケジュール設定されたレポートの削除

手順

ステップ 1 [Reports]タブをクリックして、[Reports]メニューを表示します。

ステップ 2 [Reports]メニューの [Scheduled Reports]をクリックします。

ステップ 3 [Manage scheduled reports]タブをクリックします。

ステップ 4 削除するスケジュール設定されたレポートの [Delete]アイコンをクリックします。スケジュール
設定されたレポートを削除するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

スケジュール設定されたレポートを削除しても、元のレポートおよびメールグループ

は削除されません。

（注）
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第 31 章

ポータル 2.0

• 概要, 209 ページ

• ダッシュボード, 210 ページ

• クイック分析レポート, 211 ページ

• 詳細分析レポート, 212 ページ

概要

ポータル 2.0は、表示されたデータのカスタマイズや、トラフィックを分析する際の迅速な応答
および効率性の向上のためのメトリックにドリルダウンする柔軟性を提供します。次世代のポー

タルを表示するには、Cisco ScanCenterホームページの [Launch Portal]ボタンをクリックします。

お客様の地域、ベンダー、ライセンスによっては、一部の機能をお客様のアカウントで利用で

きないことがあります。詳細な情報については、シスコのセールス担当者にお問い合わせくだ

さい。

（注）

ページの左上隅の近くで、メインメニューアイコンをクリックして選択してください。

• [Dashboard] —トップの概要ダッシュボードページを開きます。

• [Analysis]—次のレポートページを開きます。クイック分析、詳細分析、保存済みレポート。
保存済みレポートには、定義済みレポート（帯域幅の分析、アプリケーション分析およびブ

ロック分析など）、およびお気に入りレポート（作成および保存したカスタムレポートテ

ンプレート）が含まれます。

• [Preferences] —タイムゾーン、日付形式および優先言語を選択できるユーザ設定ページを開
きます。

• [Portal 1.0] — Cisco ScanCenterのホームページを開きます。ポータル 2.0は、ポータル 1.0を
使用し続けることができるように段階的に実装されます。
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ページの右上隅の近くで、フィードバックや機能要求を送信する吹き出しアイコンをクリック

します。

（注）

ダッシュボード

[Top Overview Dashboard]は、過去 24時間のネットワークのWeb使用の概要を示します。

•水平のタイムラインは、1時間ごとのブロック数と帯域幅の量を示します。

•水平のタイムラインの上にはフィルタがあり、クリックすることによってブロックされた
（Blocks）トラフィックまたは許可された（Bandwidth）トラフィックを表示できます。

•水平のタイムラインの下には、表示するように選択したデータメトリックを示すウィジェッ
トがあります。

•ウィジェット内の任意の情報バーをクリックして、さらに詳細な内容にドリルダウンしま
す。

手順

ステップ 1 Portal 2.0のメインメニューで、[Dashboard]を選択します。

ステップ 2 ドロップダウンリストからタイムゾーンを選択します。ダッシュボードの期間は、その前の 24
時間に対応します。

ステップ 3 水平のタイムライン上で選択可能なフィルタを使用して、許可またはブロックされたすべてのト

ラフィックについてデータを表示するように選択できます。

ステップ 4 各ウィジェット内で、右上隅のドロップダウンリストから、表示されるデータの並べ替えメト

リックを選択します。

次の作業

さらに情報を絞り込むには、ウィジェットにドリルダウンします。たとえば、特定のユーザの詳

細を表示するには、ウィジェットにリストされているそのユーザをクリックします。そのユーザ

のみに関する情報を示す新しいページが表示されます。ユーザフィルタがフィルタヘッダーに追

加されます。次に、ユーザについて示されるデータをフィルタするには、ウィジェット内の任意

の情報をクリックします。ウィジェットが更新され、2番目のフィルタがフィルタヘッダーに追
加されます。任意の時点で、任意のフィルタの円形の [x]ボタンをクリックすると、フィルタを
ヘッダーから削除し、示されているデータを更新できます。さらに、必要に応じて、他の情報を

クリックしてフィルタヘッダーに 3番目のフィルタを追加すると、[Detailed Analysis]が自動的に
開きます。詳細分析レポート, （212ページ）を参照してください。
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クイック分析レポート

手順

ステップ 1 Portal 2.0のメインメニューで、[Analysis]を選択して [Quick]タブをクリックします。

ステップ 2 ドロップダウンリストからタイムゾーンを選択します。

ステップ 3 定義済み期間を選択するか、[Custom]をクリックして開始日時と終了日時を入力します。

• [From]ボックスをクリックして開始日を選択します。

•時計アイコンをクリックし、時間と分の選択矢印を使用して開始時刻を選択します。時刻は
24時間表示です。

• [To]ボックスをクリックして終了日を選択します。

•時計アイコンをクリックし、時間と分の選択矢印を使用して終了時刻を選択します。

ステップ 4 レポートのタイプを次から選択します。

•シングルレベルレポート（レポート属性 1つ）

•デュアルレベルレポート（レポート属性 2つ）

•時間ベースのトレンド分析レポート

•ユーザ監査レポート

ステップ 5 レポートのタイプに応じて、少なくとも 1つのレポート属性を選択します。

ステップ 6 レポートのタイプに応じて、少なくとも 1つのソートメトリックを選択します。

ステップ 7 1～ 20,000の範囲で表示するレコード数を選択します。

ステップ 8 ドロップダウンリストからフィルタセットを選択します。リストが空の場合は、フィルタを作成

して追加します。

a) 属性またはメトリックを選択します。
b) 演算子を選択します。
c) 値を入力します。
d) [Add]をクリックし、作成したフィルタを現在のセットに追加します。
e) 必要に応じて、この手順を繰り返し、必要なフィルタを作成して現在のセットに追加します。
f) フィルタを有効または無効にするには、フィルタの右側にある切り替えスイッチをクリックし
ます。

g) セットから各フィルタを削除するには、そのフィルタの右側にある円形の [x]ボタンをクリッ
クします。
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h) セットを保存するには、[Save filters]をクリックして、フィルタセットの名前を入力します。

ステップ 9 [Search]をクリックし、結果テーブルを生成して表示します。

ステップ 10 必要に応じて、列ヘッダーのソート矢印をクリックし、その列内のデータに従ってテーブルの行

をソートします。

ステップ 11 必要に応じて、任意のヘッダーをクリックおよびドラッグして列の順序を変更します。

次の作業

フィルタヘッダーの [+]記号をクリックし、レポートの修正用セクションまたはフィルタパラ
メータを展開または最小化します。

自分で時間をかけて設定した検索を複製して保存するには、[Save Report]をクリックし、名称を
入力して [Save]をクリックします。これにより、作成したレポート検索テンプレートが、[Saved
Reports]ページの [Favorite Reports]セクションに保存されます。

[Export]をクリックし、レポートを CSVまたは PDFファイルとしてデバイスに保存します。

詳細分析レポート

手順

ステップ 1 Portal 2.0のメインメニューで、[Analysis]を選択し、[Detailed]解析タブをクリックします。

ステップ 2 ドロップダウンリストからタイムゾーンを選択します。

ステップ 3 定義済み期間を選択するか、[Custom]をクリックして開始日時と終了日時を入力します。

• [From]ボックスをクリックして開始日を選択します。

•時計アイコンをクリックし、時間と分の選択矢印を使用して開始時刻を選択します。時刻は
24時間表示です。

• [To]ボックスをクリックして終了日を選択します。

•時計アイコンをクリックし、時間と分の選択矢印を使用して終了時刻を選択します。

ステップ 4 ドロップダウンリストからフィルタセットを選択します。リストが空の場合は、フィルタを作成

して追加します。

a) 属性またはメトリックを選択します。
b) 演算子を選択します。
c) 値を入力します。
d) [Add]をクリックし、作成したフィルタを現在のセットに追加します。
e) 必要に応じて、この手順を繰り返し、必要なフィルタを作成して現在のセットに追加します。
f) フィルタを有効または無効にするには、フィルタの右側にある切り替えスイッチをクリックし
ます。
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g) セットから各フィルタを削除するには、そのフィルタの右側にある円形の [x]ボタンをクリッ
クします。

h) セットを保存するには、[Save filters]をクリックして、フィルタセットの名前を入力します。

ステップ 5 どの列を結果テーブルに表示するか選択します。

a) 列を追加するには、属性またはメトリックをドロップダウンリストから選択し、[Add]をク
リックします。

b) 列を削除するには、ボックス内の円形の [x]ボタンをクリックします。
c) レポート属性の詳細については、属性リスト, （177ページ）を参照してください。

ステップ 6 [Search]をクリックして結果テーブルを生成します。テーブル上部にあるステータスバーで確認
できるとおり、実行中の検索結果がチャンクで動的に収集されます。

•データの収集プロセスを中断するには、[Pause]をクリックします。検索パラメータを変更す
るには、フィルタヘッダーの [+]記号をクリックして、フィルタおよびテーブル列の編集の
ためにセクションを展開します。[Close]をクリックして、編集しているセクションを閉じま
す。

• [Resume]をクリックして一時停止した場所から続行します。

• [Search]をクリックして検索を再開します。

ステップ 7 テーブルの左パネルには、表示される結果を絞り込むために使用できるフィルタがリストされま

す。[Seemore]をクリックして、結果内の特定のテキストを検索できるサブパネルを開くこともで
きます。[See less]をクリックしてサブパネルを閉じます。

ステップ 8 必要に応じて、列ヘッダーのソート矢印をクリックし、その列内のデータに従ってテーブルの行

をソートします。

ステップ 9 必要に応じて、任意のヘッダーをクリックおよびドラッグして列の順序を変更します。

次の作業

レポートを変更するには、フィルタヘッダーの [+]記号をクリックして、フィルタおよびテーブ
ルパラメータの編集のためにセクションを展開および最小化します。

[Export]をクリックし、レポートを CSVまたは PDFファイルとしてデバイスに保存します。
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第 IV 部

脅威の分析
• 高度な脅威検出, 217 ページ

• [Threats]タブ, 221 ページ

• サンドボックス, 233 ページ

• インシデント調査, 237 ページ

• CTA STIX/TAXIIサービス, 241 ページ





第 32 章

高度な脅威検出

• 概要, 217 ページ

• その他の利点, 218 ページ

• [Reports]タブ, 219 ページ

• [Dashboard]タブ, 219 ページ

• [Threats]タブ, 219 ページ

概要

Cisco Cloud Web Securityは、完全な一連の攻撃の間中、ネットワークを保護するために設計され
た複数のセキュリティテクノロジーで構成されます。Cisco Cloud Web Security Premiumは、Cisco
Cloud Web Security Essentialsに高度な脅威の検出（ATD）サービスを追加し、高度なサイバー脅
威からのネットワークの保護を強化する追加機能を提供します。

•高度なマルウェア防御（AMP）は、一連の攻撃のフェーズの最中と終了後に実行されます。

◦フェーズの間では、マルウェアの脅威を検出してブロックするためにファイルレピュ
テーションをスキャンします。

◦フェーズの後では、仮想サンドボックス環境で疑わしいファイルの動作分析を実行し、
悪意のあるファイルがネットワークに影響を及ぼすことを避けるようにします。コミュ

ニティから収集されたファイルに関する累積分析および情報がサンドボックスのレポー

トによって共有されます。

◦ネットワーク内の任意のファイルの拡散を追跡し、継続的にファイルレピュテーション
を監視します。ファイルレピュテーションが悪意のあるものに変更される、またはファ

イルサンドボックスで悪意のあるものと発見された場合、AMPはフェーズ後にレトロ
スペクティブアラートを提供します。AMPは、後に脅威と見なされる防御機能を通過
する悪意のあるファイルの問題を解決するためにネットワーク内のファイルのすべての

インスタンスを識別します。
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• Cognitive Threat Analytics（CTA）は Cisco Cloud Web Securityを一連の攻撃における侵害発生
後のフェーズに拡張しています。

◦積極的に規範外の動作を発見するためにネットワークを監視します。

◦自動的にネットワーク内の疑わしいアクティビティを検出します。

◦異常を検出するネットワークトラフィックの動作分析を使用して、マルウェアの感染や
データ漏洩の兆候を識別します。

◦ネットワーク内部で動作している脅威の検出時間が短縮されます。

◦ Webトラフィックの独立した（グローバルフィードの）分析を行い、ネットワークに
対する標的型攻撃を検出するようにします。

◦お使いのネットワーク環境に固有のローカルセキュリティインテリジェンスを実現し
ます。

◦高度な統計モデルと機械学習を利用して、新たな脅威を特定します。

AMPと CTAは Cisco Cloud Web Security Premiumのプロビジョニングプロセスに伴ってアク
ティブ化されます。Cisco ScanCenterでの追加設定は不要です。

（注）

実行可能ファイルのサイズが 128 KBを超えている場合、ファイルスキャンが完了する前にブ
ラウザへのファイルのストリーミングを開始します。AMPスキャンが悪意のあるファイルを
見つけた場合、ファイルのダウンロードを中止するために TCPリセットがブラウザに送信さ
れます。ただし、TCPリセットがブロックされると、接続は閉じますが、部分的にダウンロー
ドしたファイルは使用できる状態になっています。

注意

その他の利点

•継続的な監視は、検出時間を削減し、ネットワーク攻撃の調査に優先順位を付けることがで
きます。

•そのほかのセキュリティ対策によって侵入したマルウェアに感染したホストを特定します。

•ユーザ ID、脅威のインジケータ、悪意のある動作の説明、判定の精度評価を含むコンテキス
ト情報を提供します。

•コマンドアンドコントロール（C&C）の通信チャネルを確立するために、他の防御をかい
くぐった永続的かつ複雑な感染を発見します。

• Webトラフィックメタデータを分析することでマルウェアを積極的に検出しブロックするこ
とで、マルウェアが ATDシステムを回避して攻撃することがさらに困難になります。
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•ファジーフィンガープリントは、既知のポリモーフィックマルウェアの亜種を自動的に検
出します。

•不正、または特定のマルウェアよりも攻撃者に焦点を当て、脅威の全体像を提供します。

•攻撃に対処するだけでなく、機械学習、高度な統計、および予測モデリングを使用して攻撃
者の先手を打つことができます。

•新しい脅威の登場に対応する、適応型の検出機能。

•手動でルールセットを作成し保持する必要がありません。

[Reports] タブ
フェーズの間では、AMPはネットワーク境界を通過する選択ファイルタイプのレピュテーション
を検査します。ファイルレピュテーションに悪意がある場合、AMPは Cisco ScanCenterへのファ
イルとレポートをブロックします。AMPによってインラインでブロックされたマルウェアの情報
は、[Reports]タブの [Malware Analysis]セクションにあります。

[Dashboard] タブ
AMPによって後のフェーズ中にサンドボックスに隔離されたファイルの情報は、[Dashboard]タブ
および [AMP Blocks]セクションにあります。ダッシュボード, （149ページ）を参照してくださ
い。

[Threats] タブ
インシデントおよび一般的な詳細は、[Threats]タブにリストされます。

• CTAインシデント：CTAは、Webプロキシログで収集されたネットワークトラフィックを
分析して異常を検出します。確立された標準に準拠しない動作は潜在的な脅威となり、イン

シデントとして Cisco ScanCenterに報告されます。

• AMPのレトロスペクティブインシデント：ファイルレピュテーションがダウンロード時に
クリーンされたり不明になったケースで、後にファイルレピュテーションを悪意に変更した

り、悪意があることをファイルサンドボックスが発見すると、AMPはレトロスペクティブ
インシデントとして Cisco ScanCenterにファイルを報告します。

[Threats]タブの詳細については、[Threats]タブ, （221ページ）を参照してください。
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第 33 章

[Threats] タブ

• 確認済みの脅威, 221 ページ

• 検出済みインシデント, 223 ページ

• インシデントの詳細, 225 ページ

• プロキシデバイスのアップロード, 228 ページ

確認済みの脅威

[Confirmed]ページではネットワークの確認済みの脅威キャンペーンについての情報を表示しま
す。

•複数のユーザ間での脅威

•違反を 100 %認識

•迅速な修復の準備ができている

• Cisco Collective Security Intelligence

脅威キャンペーンは、ページの右側にある垂直のパネルに表示されます。

•脅威リストパネルの上部には次のインシデント状態のチェックボックスがあります。トリ
アージ、調査中、修復中、解決済み。この 4つのチェックボックスを使用してパネルに表示
する脅威をフィルタします。たとえば、解決済みのチェックボックスをオフにすると、解決

済みのステータスのマークがあるインシデントを含む脅威を非表示にします。

•脅威は、上が最も高いリスク脅威となるリスクレベルで上から下まで並び替えられます。

脅威をクリックして、パネルの左側に情報を表示します。

• [#Cxxxxx] —相関動作で検出されたインシデントは脅威にグループ化されます。各脅威は一
意なハッシュタググループ名によって分類されます。
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◦ [Risk]—ネットワークに影響を与えている脅威のリスクを、1から 10までの数値で表し
たもの。数字が大きければリスクも高くなります。したがって、高リスクの脅威やリス

クの低い脅威の前にそこにクラスタ化されたインシデントを調査することで分析を優位

付けすることを推奨します。

◦インシデントバー—脅威にクラスタ化されたインシデントの数を示す横棒グラフの
バー。

•インシデントの数は4つのインシデント状態のボックスのさまざまな明度に対応す
るインシデント状態ごとに分類されます。

•たとえば、次のバーでは、17インシデントが Triage状態、12インシデントが
Investigating状態、21インシデントが Remediating状態、80インシデント Resolved
状態になっています。

•ステータスのインシデントの情報を含むテーブルを表示するには、クラスタ番号を
クリックします。

• [Affecting]—過去45日以内にこの脅威の影響を受けたユーザの数。また、脅威が対象となっ
ているかどうかを判断する手助けになる他の企業で影響を受けたユーザ数を表示します。

• [Occurrence] —この動作が発生した時間、最初に確認された時間、および最後に確認された
時間。

脅威サマリーの下には、選択された脅威の詳細を示す次のサブセクションがあります。

•脅威の説明および修復への推奨処置。

•影響を受けたユーザのリストと経時的に悪意のある動作を示すユーザの数を表示するグラ
フ。

•ネットワークの脅威の動作を表すサンプルWeb要求。URLにエンコードされた部分が含ま
れている場合、システムはデコードしたコンテンツをここで表示することを試みます。

• Cisco Cloud Web Securityのマルウェアブロックは、この脅威の影響を受けたネットワークの
ユーザを監視します。

• [AMP Threat Grid Global Intelligence] —共通エンドポイントコンテンツセキュリティシグニ
チャおよび脅威のグローバルトラフィックサンプルに関連する動作。

◦エンドポイントに存在する可能性があるグローバルな脅威サンプルに現れる共通ファイ
ル、エンドポイントのマルウェアによってこれらのファイルが作成または変更される確

率の割合、およびファイルタイプの重大度

◦ AMP Threat Gridのサンプルで確認された同様の脅威に関連する共通エンドポイントの
動作
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• CTAで検出されたインシデントのリストと、この脅威キャンペーンに分類される影響を受け
たユーザ。インシデントをクリックすると、その詳細が表示されます。インシデントの詳細,
（225ページ）を参照してください。

検出済みインシデント

CTAシステムはWebプロキシログを監視しますが、通信の内容は調査しません。CTAシステム
は、悪意のあるWeb閲覧動作を識別することにフォーカスしており、感染によって動作に現れる
症状から生成されたインシデントを示します。[Detected]ページでは、無相関 CTAのインシデン
トおよび AMPレトロスペクティブインシデントを含む検出されたインシデントの概要を表示し
ます。また、[Confirmed]ページで脅威にグループ化された相関 CTAのインシデントを表示する
こともできます。

• [Incident] -リスクと信頼度を含む、検出された主要な動作の種類で、クラスタまたは確認済
みの脅威の一部であるかどうかは関係ありません。クラスタは同様のマルウェアの症状があ

るインシデントの集合です。

◦ [Risk] -インシデントのリスクを、1から 10までの数値で表したもの。数字が大きけれ
ばリスクも高くなります。低リスクのインシデントよりも高リスクのインシデントを先

に調査し、インシデント分析に優先順位を付けることをお勧めします。

◦ [Confidence] -検出カテゴリの正確さを表すパーセンテージ値。数値が高ければ高いほ
ど、症状が正確に分類されており、インシデントがネットワークに対して実際に脅威と

なっているという信頼度も高くなります。CTAインシデントにのみ適用されます。

• [User Identity] -影響を受けたユーザの IDと IPアドレス。

◦ IPアドレスは、経時的に複数のユーザに再割り当てされることがあるため、CTAシス
テムはユーザ単位でのモデリングを行います。こうした重要なシステム強化により、よ

り一貫性の高い結果がもたらされるようになりました。

◦ユーザには、経時的に 1つ以上の IPアドレスが割り当てられることがあります。CTA
システムはこれらの割り当てを追跡し、指定された期間内にユーザに割り当てられた IP
アドレスをすべて表示します。

• [IP Reputation] -接続したリモートサーバのレーティングは、各インシデントにおいてユーザ
が通信した既知のソースの集約情報を表します。レーティングは、Anomaly Detection Engine
（異常検出エンジン）が検出を行う際には使用されません。レーティングは、インシデント

検出が発生した状況を、セキュリティアナリストが理解しやすくするための情報（グローバ

ルインテリジェンス）として提供されます。

◦赤 - IPレピュテーションレーティングが低い接続済みリモートサーバ数（-10～-6）。

◦オレンジ -グローバルインテリジェンスデータベースにレコードが存在しない、また
は中間レーティングの接続済みリモートサーバ数（-5～+5）。

◦緑 - IPレピュテーションレーティングが高い接続済みリモートサーバ数（+6～+10）。
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• [Duration] -この動作が発生した期間おとび時間。また、[First Seen]および [Last Seen]列も参
照してください。

• [State] -トリアージ、再発中、調査中、修復中、解決済み、誤検出、または無視とマークさ
れたインシデント。

• [Activity Types] -重大度レベルを含むこのインシデントで検出されたアクティビティのタイ
プ。各インシデントは多くのアクティビティで形成されます。各アクティビティは、マル

ウェアの動作の症状を表します。セルの上にカーソルを置くと、そのインシデントに関連す

るすべてのアクティビティタイプがすべて表示されます。アクティビティタイプは、上が

最も重大なアクティビティとなる重大度レベルで上から下まで並び替えられます。

• [Last Updated] -このインシデントが作成された時間、またはいくつかの継続的なトラフィッ
クが最後に追加された時間。

フィルタリングインシデント

インシデントをフィルタ処理して次のように表示することができます。

•日付選択 -各フィールドをクリックするとカレンダーが開くので、開始日（[From]）および
終了日（[To]）を指定します。

◦デフォルトでは、過去 45日間が表示されます。

◦最大の日付範囲は 45日間です。

◦指定可能な日付範囲は、過去 45日間です。

◦また、[1 day]、[3 days]、[7 days]、[30 days]、[45 days]をクイッククリックすることも
できます。

• [Search]フィールド—ユーザ名、クライアントの IPアドレス、またはインシデントの名前
（正規表現またはワイルドカードなし）を入力して、[Filter]ボタンをクリックします。

• [Show]—AMPインシデントおよびCTAインシデントを表示するチェックボックスがありま
す。次の状態のインシデントを表示するタブがあります。

◦ [Triage] —（デフォルト）新規または再発し、かつ調査する必要があるインシデント。

◦ [Investigating] -調査中のインシデント。

◦ [Remediating] —解決中のインシデント。

◦ Resolved

• [Remediated] —修復されたインシデント。

• [False Positives] —誤検出と判断されたインシデント。

• [Ignored] —無視され調査されていないとマーキングされたインシデント。たとえ
ば、ゲストWi-Fiゾーンのデバイス用のインシデント。

◦ [All] —マーキングを無視したすべてのインシデント。
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インシデントは、インシデントの詳細ページでドロップダウンリストを使用

して表示できます。インシデントの詳細,（225ページ）を参照してください。
（注）

設定

ページの右上隅にあるグローバル設定メニューのアイコン（サンドイッチ）をクリックします。

• [Email Notifications] —新規および更新されたインシデントのサマリーを送信する電子メール
アドレスを 24時間ごとに入力します。

• [CTA STIX/TAXII Service] — STIX/TAXIIサービスを使用して、さらなる分析、インシデント
対応、およびデータアーカイブのための SIEMクライアントまで CTAで検出されたインシ
デントの情報を取り出します。CTASTIX/TAXIIサービス, （241ページ）を参照してくださ
い。

• [Device Accounts] — 1つ以上のソースプロキシデバイスから分析用 CTAシステムにログ
ファイルのテレメトリデータをアップロードします。このサービスにアクセスするには、外

部テレメトリ機能を有効にして、企業用にプロビジョニングする必要があります。外部テレ

メトリ機能がない場合は、Cisco Cloud Web Securityアカウントチームにお問い合わせくださ
い。プロキシデバイスのアップロード, （228ページ）を参照してください。

• [Permanent Filter] —クライアントホスト、ネットワーク、またインシデントのリストから非
表示にしたい範囲（カンマで区切られた）の IPv4アドレスを入力します。

• [Release Notes] —リリースごとのアップデート、変更、および修正を集約します。

次のテーブルヘッダー内およびグローバル設定メニューボタンの下。

• Downloadボタンをクリックして、（表示された現在のフィルタから）デバイスの CSVファ
イルにインシデントをエクスポートします。

•ページ設定ボタンをクリックして、どのカラムを表示するかを選択します。

•カラムの見出しのソート矢印をクリックすると、そのカラムの情報に従って表の行がソート
されます。

インシデントをさらに詳しく調査するには、そのインシデントの列の上にカーソルを置くと、そ

の行がハイライト表示されます。その行をクリックして、インシデントの詳細ページを開きます。

また、インシデントを右クリックし、[Open incident in a newwindow]を選択すると、新しいウィン
ドウでインシデントの詳細ページを開くことができます。

インシデントの詳細

インシデントは通常、複数のアクティビティや疑わしい動作のタイプで構成されます。インシデ

ントの詳細ページに 3つの主要セクションがあります。
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インシデントのヘッダー

最初の主なセクションは次のインシデントヘッダーです。

• [Incident Classification] -リスクと信頼度を含む検出された主な動作の種類。

◦ [Risk] -ネットワークに影響を与えているインシデントのリスクを、1から 10までの数
値で表したもの。数字が大きければリスクも高くなります。そのため、低リスクのイン

シデントよりも高リスクのインシデントを先に調査し、インシデント分析に優先順位を

付けることをお勧めします。

◦ [Confidence] -検出カテゴリの正確さを表すパーセンテージ値。数値が高ければ高いほ
ど、症状が正確に分類されており、インシデントがネットワークに対して実際に脅威と

なっているという信頼度も高くなります。CTAインシデントにのみ適用されます。

•ドロップダウンリストを使用して、インシデントをトリアージ、調査中、修復中、脅威とし
て解決済み、誤検出として解決済み、または無視として解決済みにマークします。このマー

キングは主に2つの目的があります。1つ目は、インシデント管理および分析のワークフロー
を支援するインシデントを分類します。2つ目は、コミュニティフィードバックの一部にす
ることです。シスコはこれを使用し、検出アルゴリズムを向上します。調査後にインシデン

トをマークしてください。リストされたインシデントの表では、マーキングは、[State]列に
表示されます。

• [Affecting] -影響を受けたユーザの IDと IPアドレス。また、オペレーティングシステムお
よびインシデントがプロキシに関連しているかどうかも表示します。

• [Occurrence] -この動作が起こった時期とその履歴。

見つかった悪意のあるファイルの SHA-256ハッシュもここにリストされます。赤いガイコツ
と骨が交差したアイコンの上にカーソルを移動し、[View full report]をクリックして新しいウィ
ンドウでサンドボックスのレポートを開きます。サンドボックス, （233ページ）を参照して
ください。

（注）

[View web traffic history]をクリックすると、このユーザのWeb閲覧履歴が Cisco ScanCenter
WIRe（Webインテリジェンスレポート）レポートに表示されます。

（注）

平行座標

2つ目の主要なセクションは時間、アクティビティ、ドメイン、IPアドレスおよび自律システム
間の関係を表示する平行座標グラフです。

• At-a-Glanceは、インシデントおよびアソシエーションのアクティビティに関する情報を表示
します。
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•相互接続情報を表示するには、折れ線グラフの各座標のノードにカーソルを合わせます。

•永続的接続のターゲットであるドメインは PERSインジケータと太字で強調されています。

• IPアドレスには国の場所と IPレピュテーションが含まれます。

• 1つ以上のノードを選択してクリックすることで、Webフローのフィルタ処理に使用できま
す。関連Webフローはグラフの下の表にリストされています。

Web フロー
3つ目の主要なセクションは webフローの詳細をリストする表です。

• [Client IP] - IPクライアントで使用される IPアドレス。

• [Client Port] -クライアントで使用される TCP/UDPポート。

• [Server IP] -サーバで使用される IPアドレス。サーバの場所がわかっている場合は、その場
所の国旗、およびサーバの IPレピュテーションスコアも表示されます。サーバの横の赤の
ボックスは、そのサーバに対してマイナスの IPレピュテーションがあることを意味します。
ドメイン名が含まれています。マイナスの IPレピュテーションは、攻撃者が運営するドメイ
ンからの疑わしい通信があったことを示すことがあります。

• [Server Port] -サーバで使用される TCP/UDPポート。

• [Bytes Up] -サーバに送信されたデータの量。

• [Bytes Down] -サーバから受信したデータの量。

• [Header Content Type] —リモートサーバから送信される HTTPヘッダーのコンテンツタイ
プ。

• [Body Content Type] —応答の本文で検出されたコンテンツタイプ。ヘッダーのコンテンツ
タイプが異なる場合があります。たとえば、悪意のあるホストがプロキシまたはファイア

ウォールフィルタリングルールによって取得を試みる場合などです。

• [URL] -クライアントがアクセスするサーバのURL。URLにカーソルを合わせると、URLに
エンコードされた部分が含まれている場合、システムはデコードしたコンテンツをここで表

示することを試みます。

• [Referrer] -リクエストされているリソースにリンクされるURLのアドレスを識別する、HTTP
ヘッダーフィールド。

• [HTTP Status] -サーバから返される HTTPステータスコード。ステータスコードの横にある
赤い [x]ボックスは、Webプロキシによってフローがブロックされたことを示します。

• [Timestamp] -接続が開始した時刻。

• [Duration] -イベントが持続した期間。

• [User Agent] -アクティビティ中に使用されていたブラウザのタイプ。

• [Category] —サイトのカテゴリ（ギャンブルやソーシャルのサイト）。
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• [Filename] -ダウンロードされたファイルの名前（AMP固有のフィールド）。

• [SHA-256] —ファイル用に計算されたセキュアハッシュアルゴリズム SHA-256（AMP固有
のフィールド）。ファイルのサンドボックスレポートを利用できる場合、SHA-256の横にア
イコンが表示されます。アイコンの上にカーソルを移動し、[View full report]をクリックし
て、新しいウィンドウでサンドボックスのレポートを開きます。赤いガイコツと骨が交差し

たアイコンは、ファイルに悪意があると判明したことを示します。サンドボックス, （233
ページ）を参照してください。

検索フィールドで、クライアント IPアドレス、サーバ IPアドレス、URL、または SHA値（正規
表現またはワイルドカードなし）を入力して、[Filter]ボタンをクリックします。

ページ設定ボタンをクリックして、どのカラムを表示するかを選択します。カラムの見出しのソー

ト矢印をクリックすると、そのカラムの情報に従って表の行がソートされます。ヘッダーをクリッ

ク、ドラッグして列を並べ替えます。

表の下のページの下部に選択された webフローの次の統計情報の概要を示す 1列のフッターがあ
ります。トラフィック量、ブロックされた割合、リクエストの数、合計時間、ユーザエージェン

ト、リファラではない割合、および HTTPステータスコード。

プロキシデバイスのアップロード

Cisco Webセキュリティアプライアンス（WSA）や Blue Coat ProxySGなどのプロキシデバイス
から分析用の CTAシステムに、ログファイルのテレメトリデータをアップロードします。

手順

ステップ 1 [Threats]タブをクリックします。

ステップ 2 ページ右上隅のグローバル設定メニューアイコンをクリックし、[Device Accounts]をクリックし
て設定ウィザードを開きます。すでに既存のデバイスアカウントが 1つ以上ある場合は、設定を
省略して [Device Accounts]ページを表示します。

ステップ 3 設定ウィザードには、一般的なプロセスの的確な概要が表示されます。デバイスアカウントを追

加する準備ができたら、[Let's Get Started]をクリックします。

ステップ 4 [Automatic]または [Manual]のいずれかをクリックして、テレメトリデータをデバイスからアップ
ロードする方法を選択します。

CTAシステムがサポートするアップロード方法は、1回に 1つのみです。組み合わせる
ことはできません。

（注）

自動から手動にアップロード方法を切り替えるには、まず、すべてのプロキシデバイ

スを自動アップロード設定から削除する必要があります。

（注）

ステップ 5 自動アップロード方法を選択した場合は、[SCP]または [HTTPS]のいずれかをクリックして、ロ
グファイルの転送に使用するプロトコルを選択します。

a) このデバイスの名前を入力し、[Add Account]をクリックします。
b) SCPを選択する場合：
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• CiscoWSAの設定に情報（ホスト、ポート、ディレクトリ、ユーザ名）をコピーします。
セキュリティ上の理由により、情報は 1度しか表示されません。

• CiscoWSAの設定方法の詳細については、http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/
web_security/scancenter/deployment/guide/Configure_WSA_Upload.pdfを参照してください。

• CiscoWSA管理コンソールが SSH公開キーを返したら、この SSH公開キーをデバイスア
カウントにコピーして貼り付けます。

• [Finish]をクリックします。

•また、[DeviceAccounts]ページに移動してデバイスをクリックすると、SSH公開キーを後
で入力できます。

c) HTTPSを選択する場合：

•情報（ホスト、ポート、パス、ユーザ名、パスワード）をコピーして Blue Coat ProxySG
設定に貼り付けます。

• Blue Coat ProxySGの設定方法の詳細については、http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/
security/web_security/scancenter/deployment/guide/Configure_Blue_Coat_ProxySG_Upload.pdf
を参照してください。

• [Finish]をクリックします。

ステップ 6 手動方式を選択する場合：

a) ログファイル形式を確認します。データログファイルの準備：

• Cisco WSAおよび Blue Coatプロキシで作成されたW3Cログファイルはサポートされて
います。

•すべてのログファイルは GZip（*.gz）形式で圧縮する必要があります。

•各ログファイルは 1 GB未満にする必要があります。1 GBを超えるログファイルは、小
さいファイルに分割する必要があります。それぞれの間隔が重複していないこと、すべて

のファイルに同一の適切なヘッダーが含まれていることを確認します。

•ログファイルに必要な間隔の合計は 2日以上です。

•各ログファイルの間隔は、固有で重複しないようにする必要があります。

•各ログファイルには、時間の昇順にログエントリを含める必要があります。

•ログファイルは、古いファイルから新しいファイルの順に昇順でソートしてアップロー
ドする必要があります。プロキシログファイルにデフォルトで使用されている命名規則

を維持している場合は、コンポーネントをアップロードすると、アップロード用に選択し

たファイルが自動的にソートされます。

•前にアップロードしたデータよりも古いデータは処理されません。

•ログファイルの内容は、アップロードに有効な特定の基準に一致する必要があります。
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◦シスコは、アップロード前にログファイルを確認するためのログ検証ツールを提供
しています。

◦ログファイルの先頭をコピーしてログ検証ツールに貼り付け、エラーをチェックし
ます。

◦エラーが表示されたら、ユーザがそのエラーを修正すると同時に、ツールはエラー
のチェックを自動的に継続します。

b) [Add files]をクリックしてアップロードするログファイルを選択するか、ログファイルをアッ
プロードボックスにドラッグアンドドロップします。

アップロードボックスに追加したファイルをすべて消去するには、ページを更新し

ます。

（注）

c) [Start upload]をクリックすると、選択したログファイルが解析用 CTAシステムにアップロー
ドされます。CTAシステムに結果が表示されるまでしばらく待ちます。

CTAシステムがアップロードデータの処理を開始するまで 5時間かかります。これ
により、処理の開始前に、すべてが正しい順序で所定の位置に配置されるため、デー

タ欠落のリスクが最小限に抑えられます。

（注）

d) （オプション）取り消してやり直すには、[Terminate Manual Upload]をクリックします。
これにより、すべてのアップロードが中止し、アップロードデータの処理が停止され

ます。アップロードしたデータはすべて廃棄されます。

注意

ページを閉じたり、ページから移動したりすると、現在のファイルアップロードが

停止されます。

（注）

最初にすべての手動アップロードを停止するまで、自動アップロードを使用するこ

とはできません。すぐに切り替えると、移行の際に一部の分析データが消失する場

合があります。

（注）

次の作業

[Device Accounts]ページには、プロキシデバイスとその情報が一覧で表示されます。[Status]列に
は、各デバイスのステータスが表示されます。

• New — SCPの設定が未完了で、SSH公開キーが消失している場合があります

• Provisioning —プロビジョニング中のアカウントの準備がまだできていません

• Ready —アカウントが正常に作成されました

• Error —ステータスにカーソルを合わせると、エラーを説明するポップアップメッセージが
表示されます

この概要ページから、別のデバイスアカウントの追加、削除するデバイスの選択、SSH公開キー
の入力、トラブルシューティングを行うことができます。

複数のデバイス間またはアップロードプロセス間でアカウントを共有できますが、各デバイスに

個別のアカウントを使用し、ファイル名の競合の可能性を最小限に抑え、アップロード問題のト

ラブルシューティングを簡単にすることを推奨します。

   Cisco ScanCenter アドミニストレータガイドバージョン 5.2
230 OL-22629-06  

プロキシデバイスのアップロード



デバイスアカウントの準備が完了したら、クリックして [Confirmed]ページまたは [Detected]ペー
ジを表示し、ネットワーク内の疑わしいアクティビティを確認します。詳細については、[Threats]
タブ, （221ページ）を参照してください。

通常、データは、プロビジョニングの完了後 2～ 3日以内に利用可能になります。（注）
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第 34 章

サンドボックス

サンドボックスレポートはターロスの仮想サンドボックス環境でファイル分析の結果を示しま

す。大きなコミュニティから収集されたファイルに関する累積分析および情報もレポートによっ

て共有されます。

• 概要, 233 ページ

• 起動, 233 ページ

• ドロップ, 234 ページ

• ドメイン/IP, 234 ページ

• スタティック, 234 ページ

• ネットワーク, 234 ページ

• 動作, 235 ページ

概要

[General Information]セクションには、分析されたファイルを実行したサンドボックスインスタン
スに関する情報が含まれます。

[Signature Overview]セクションには、分析されたバイナリで監視された動作が含まれています。
動作はスタック位置付けられており、色分けされています。各セクションには、悪意を表すよう

に色分けされた評価尺度を表示されています。評価尺度の左端の緑色は無害を示します。右端に

ある赤色は悪意を示します。これらの評価には、分析されたファイルが比較的無害、疑わしい、

悪意があるかどうかを判断するAt-a-Glanceを使用できます。インシデントを調査する順序を決定
するのに役立つ緊急度を割り当てるために高レベルの情報を使用します。

起動

[cleanup]セクションにシャットダウン中に実行するファイルのリストが含まれている間は、[Startup]
セクションには、起動中に実行するファイルのリストが含まれています。
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ドロップ

[Created/Dropped Files]セクションには、ファイルが分析されている間に分析中のサンプルによっ
て作成され、サンドボックスにドロップされたファイルのリストが含まれています。

ドメイン/IP
[Contacted Domains]および [Contacted IPs]により、分析中に関与したドメインと IPアドレスがリ
ストされます。

スタティック

[Static File Information]セクションには、仮想サンドボックス環境で実行前にアップロードされた
ファイルに関する情報が含まれています。この情報はディスク上のファイルを解析することで収

集され、追加の詳細情報を求めて他の脅威インテリジェンスソースを検索するために使用できま

す。

[Static PE information]セクションには、ポータブル実行可能ファイルの説明があり、アプリケー
ションのプロパティについての迅速な理解を得るために使用できます。次に例を示します。

• [General]セクションの [Entrypoint]フィールドは、ファイルがパックされるかどうかを決定
するために使用することができます。

• [Resources]、[Imports]、[Exports]により、実行可能ファイルが何をするのかについて一般的
な知識を得られる場合があります。しかし、ファイルがパックされている場合、ファイルが

アンパックまたは実行されるまでパッカーの [Resources]、[Imports]、[Exports]を露出してお
くだけで、この情報の難読化ができることに注意してください。

• [Version Info]および [Possible Origin]は、ファイルがいつコンパイルされたか、ファイルをコ
ンパイルするオペレーティングシステムがどの言語バージョンなのかを通知するために使用

できます。これにより、攻撃の発信元に関する情報を提供できます。ただし、この情報は難

読化やスプーフィングができることに注意してください。

ネットワーク

[NetworkBehavior]セクションには、ファイルの分析中に生成された対象ネットワークトラフィッ
クの概要が含まれています。

TCPパケットと UDPパケットにより、ファイルの分析中に監視される TCP/UDPトラフィックは
すべてリストされます。IPアドレスおよびポート情報は、悪意のあるコードに関連付けられてい
ることが判明している特定の IPアドレスおよびポートへの入力/出力アクティビティを制限する
ファイアウォールの基本ルールの作成するために使用できます。

DNSクエリにより、ファイルの分析中に監視された DNSのトランザクションのすべてがリスト
されます。クエリ情報は、ネットワーク上の感染したホストを検出するために使用できます。ま

   Cisco ScanCenter アドミニストレータガイドバージョン 5.2
234 OL-22629-06  

ドロップ



たはネットワーク上の感染を制御するためにブロックする必要があるドメイン名のガイドライン

として使用することができます。

HTTPのサブセクションには、ファイルの分析中に監視された HTTPトラフィックが含まれてい
ます。HTTP情報は、ネットワーク IDS署名の書き込みや、ネットワーク境界でこれらのホスト
との通信のブロックに使用することができます。

動作

[System Behavior]セクションにより、ファイルの分析中に監視されるアクティビティがリストさ
れます。ウィンドウの動作の詳細の表示と非表示を切り替えることができます。
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第 35 章

インシデント調査

• 概要, 237 ページ

• 詳細, 238 ページ

概要

信頼度とリスクレベルに基づいて次のようにインシデントに対応します。

•高いリスクと高い信頼度。エンドポイントは、署名やルールベースのエンドポイントセキュ
リティを回避した高度な脅威により危険にさらされています。エンドポイントのクリーニン

グツールで脅威を削除できる見込みはありません。ユーザのプロファイルを完全にバック

アップせずに、ドキュメントのみをバックアップして、エンドポイントを再イメージ化また

は再構築します。CTAがアクティブなマルウェア感染を検出すると、通常は SOCとデスク
トップチームからの手動操作が必要です。

•中程度の信頼度または中程度のリスク。エンドポイントには、エンドポイントのクリーニン
グツールで除去できるマルウェアが含まれています。選択したエンドポイントスキャンお

よびアンチウイルスのクリーニングツールを実行します。発見した感染を除去し、エンドポ

イントを監視します。問題があれば、ユーザのプロファイルを完全にバックアップせずに、

ドキュメントのみをバックアップして、エンドポイントの再イメージ化および再構築を実行

します。

•その他のすべて（低い信頼性および低いリスク）。エンドポイントが感染しているかどうか
は不明です。アラートは、スパムやフィッシング URLに従いユーザをリンクさせる可能性
があります。通常のスキャンを実行し、発見された感染を除去します。何も見つからない場

合、マルウェアの進行を防ぐために、すべてのエスカレーションのエンドポイントを監視し

ます。

信頼度レベル：

•高い（100 %〜95 %）

•中程度（94 %〜85 %）
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•低い（84 %〜0 %）

リスクレベル：

•高い（10、9、8）

•中程度（7、6）

•低い（5、4、3、2、1）

詳細

手順

ステップ 1 AMPによってインラインでブロックされたマルウェアの情報は、[Reports]タブの [MalwareAnalysis]
セクションにあります。

ステップ 2 AMPによって後のフェーズ中にサンドボックスに隔離されたファイルの情報は、[Dashboard]タブ
および [AMP Blocks]セクションにあります。ダッシュボード, （149ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 3 [Threats]タブと [Confirmed]をクリックします。
a) このセクションでは、ネットワーク上で確認された脅威および侵害（100%の信頼レベルのイ
ンシデント）とその関連情報について示します。

b) 相関動作とともに検出されたインシデントは、脅威キャンペーンにグループ化され、各脅威
キャンペーンは一意のハッシュタググループ名によってラベル付けされます。

c) 脅威キャンペーンは、ページの右側にある垂直のパネルに表示されます。状態ボックスをチェッ
クして、どの脅威キャンペーンをパネルに表示するのかフィルタすることができます。

d) リスクの数字が大きければ、ネットワークに影響を与えるリスクが高い脅威であることを示し
ます。クラスタ化されたインシデントを含む、より高いリスクの脅威を調査することで、分析

の優先順位付けをします。

e) 調査に多くの時間を必要としないインシデントについては、迅速な対処が必要です。CTAの結
果に対してワークフローを調整するため、リカバリプロセスを設定します。

f) 脅威に固有の説明を確認し、対象をより明確にした修復のために推奨されるアクションを確認
します。

ステップ 4 [Threats]タブと [Detected]をクリックします。
a) このセクションでは、相関性のない CTAインシデントおよび AMPのレトロスペクティブイ
ンシデントを含む、検出されたインシデントの概要を示します。また、[Confirmed]セクション
の脅威にグループ化された、相関性のある CTAインシデントを表示することもできます。

b) AMPや CTAを選択し、日付選択、検索フィールド、環境設定、および状態を調整すること
で、どのインシデントが示されるかをフィルタすることができます。
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c) [EmailNotifications]ページを使用して電子メールアドレスを入力し、24時間おきに新しい更新
されたインシデントのサマリーが送信されるようにします。

ステップ 5 インシデントの調査を開始するには、そのインシデントをクリックして、その詳細を見直します。

リスクと信頼性の高いものを優先してインシデントを調査します。インシデントは通常、複数の

アクティビティや疑わしい動作のタイプで構成されます。

ステップ 6 影響を受けているデバイスまたはサーバを識別します。

ステップ 7 見つかった悪意のあるファイルの SHA-256ハッシュもここにリストされます。赤いガイコツと骨
が交差したアイコンの上にカーソルを移動し、[View full report]をクリックして新しいウィンドウ
でサンドボックスのレポートを開きます。サンドボックス,（233ページ）を参照してください。

ステップ 8 インシデント内の活動について情報を一覧できる並行座標グラフを調査します。相互接続情報を

表示するには、折れ線グラフの各座標のノードにカーソルを合わせます。

a) 重大度が最も高いものから開始し、低い方へと進みます。
b) [Time]列の情報に注意します。マルウェアの活動がレポートされている時間の長さを確認しま
す。高度なマルウェアの活動の特徴の1つは、通信が長期にわたって持続することです。イン
シデントが数日または数週間レポートされている場合は、高度なマルウェアによってインシデ

ントが引き起こされている可能性が高まります。

c) 最近継続している活動を識別します。過去 48時間の間に発生した活動に焦点を当てます。
d) 並行して発生している活動を探します。また、使用中の C&C通信チャネルを示すこともでき
ます。

e) 接続された行を確認します。ドメインはまとまって成立していますか?それらが関連付けられ
ていますか?IPアドレスが変わるのは、疑わしいドメインです。ドメインがデータを転送して
いるかどうかを判断するために、Webフローテーブルに関連付けます。

f) 活動は、同じ AS、または異なる所有者および異なる場所の異なるシステムに結びついたもの
ですか?ハッキングされ、攻撃元として使用されたシステムであることを示している可能性が
あります。

ステップ 9 Webフローをフィルタリングするには、グラフを使用できます。1つ以上のノードを選択してク
リックし、関連するWebフローを表示します。
a) サーバの横のボックスに注意してください。赤のボックスは、そのサーバに対してマイナスの

IPレピュテーションがあることを意味します。ドメイン名が含まれています。マイナスの IP
レピュテーションは、攻撃者が運営するドメインからの疑わしい通信があったことを示すこと

があります。

b) サーバから返される HTTPステータスコードに注意してください。ステータスコードの横に
ある赤い [x]ボックスは、Webプロキシによってフローがブロックされたことを示します。ブ
ロックされていないために、マルウェアの動作を許してしまっている、少なくとも1つのコマ
ンドアンドコントロール（C&C）チャネルを持つインシデントに焦点を当てます。

c) ファイルのサンドボックスレポートを利用できる場合、SHA-256の横にアイコンが表示され
ます。アイコンの上にカーソルを移動し、[View full report]をクリックして、新しいウィンド
ウでサンドボックスのレポートを開きます。赤いガイコツと骨が交差したアイコンは、ファイ
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ルに悪意があると判明したことを示します。サンドボックス,（233ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 10 検出されたインシデントは、100%未満の信頼レベルです。実際のインシデントの詳細に基づい
て、次の要因は、報告されたリスクを低減する、または増加する可能性があります。

リスクの増加リスクの低減

レポートされた活動はプロキシでまだブロック

されていません。

レポートされた活動はプロキシですでにブロッ

クされています。

インシデントの特性（アクセスされた URLな
ど）は、多くのユーザに繰り返されています。

インシデントの特性（アクセスされた URLな
ど）は、1つのインシデントのみに固有です。

インシデントの詳細は、長期にわたって、負荷

が高く、永続的な動作を示します。

インシデントの総量は、複数の要求を伴う 1つ
の活動です。

インシデントの詳細には、大量のデータ転送、

特にアップロードが表示されます。

インシデントの詳細には、少量のデータ転送が

表示されます。

次の作業

収集した情報を分析して、このインシデントがネットワークに対して脅威であるかどうかを結論

付けます。インシデントの詳細ページで、インシデントが脅威として解決されたか、誤検出とし

て解決されたか、または無視として解決されたかをマークします。

脅威を緩和するため、組織の標準によるインシデント対応手順に従ってください。内部システム

から脅威インテリジェンスより多くを収集することは、何らかのアクションを行う前の適切な慣

行です。攻撃サイクルの侵害後のフェーズで運用をおこなっていることを、念頭に置いてくださ

い。これは、このフェーズ中に従来のセキュリティ対策が成功せず、脅威を完全に取り除くこと

ができず、影響を受けたエンドポイントのイメージを再作成する必要性を意味します。

誤検出の数を減らすには、すべてのインシデントが事前にすぐにブロックされるわけではあり

ません。異常は調査対象のインシデントとして検出およびレポートされます。分析、モニタリ

ング、および時間追跡の後、脅威がブロックされたことを確認します。ただし、モーフィング

マルウェアなどの脅威は検出を避けるために動作を変更できます。そのため、CTAでは時間
経過とともに継続的にファイルを分析し、SenderBaseに情報を送信し、Web-Based Reputation
Score（WBRS）を更新しています。Cisco Cloud Web Securityは、次に脅威をブロックします
が、これが最終処理の包括的ソリューションであると見なすべきではありません。CiscoCloud
Web Securityが行うブロックは、通信の一部のみを対象としている場合があります。たとえ
ば、Cisco CloudWeb Securityで保護されていない場所から接続した場合、マルウェアは、デー
タを隠し、後からこっそり持ち出す可能性があります。完全なものにするには、感染したデバ

イスをイメージを作成し直します。

（注）
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第 36 章

CTA STIX/TAXII サービス

• CTA STIX/TAXIIサービス, 241 ページ

CTA STIX/TAXII サービス

概要

CiscoScanCenterでは、詳細な相関分析およびアーカイブのために、CTAによって検出されたイン
シデントの情報をクライアントに取り込むことができます。このサービスは、Security Information
and Event Management（SIEM）システムとの統合のため、MITREの Trusted Automated eXchange of
Indicator Information（TAXII）標準をサポートしています。TAXII標準は、システム間のサイバー
脅威情報の共有に使用される転送メカニズムを指定するものです。

TAXIIの詳細については、次を参照してください。

https://taxii.mitre.org/

http://taxiiproject.github.io/

各インシデントの情報は、Structured Threat Information eXpression（STIX）言語形式を使用して表
されます。STIXはサイバー脅威情報を表す構造化言語であるため、一貫した方法で共有、保存、
および分析できます。STIX形式を使用すると、CTAが階層形式での侵害検出の調査結果を示す
ことができます。TAXIIサービスは、CTAが検出したインシデントの記述にSTIX言語のサブセッ
トを使用します。現在サポートされているオブジェクトは次のとおりです。

•キャンペーン—確認された脅威カテゴリ（利用できる場合）

•インシデント—異常な活動

• TTP—戦術、手法、手段

•監視—Web要求

•インジケータ—観察可能な条件を識別するパターン

STIXの詳細については、次を参照してください。
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ポーリングサービス

ポーリングサービスは、標準化された TAXII転送メカニズムを使用して CTAから TAXII規格を
サポートするクライアントにインシデント情報を送信します。インシデント情報を取得するには、

TAXIIクライアントは TAXIIポーリングサービスにポーリング要求を送信します。承認された
ユーザだけにアクセスを制限するため、HTTP基本認証が使用されます。次に、TAXIIポーリン
グサービスは、CTAからTAXIIクライアントにインシデント情報を送信することで応答します。
すべてのデータ転送を保護するために HTTPSプロトコルが使用されます。

SIEMやその他のセキュリティワークフローシステムは、ネイティブで STIX/TAXIIをサポート
している必要があります。サードパーティの TAXIIクライアントが定期的に TAXIIポーリング
サービスにポーリングを実行するように構成します。

•アカウント情報を取得するには、Cisco ScanCenterにログインし、CTA STIX/TAXIIサービス
を要求します。

• [Threats]タブをクリックします。

•右上隅にあるグローバル設定アイコンをクリックします。

• [CTA STIX/TAXII SERVICE]をクリックします。

• [Create new account]ボタンをクリックします。

•アカウントを特定する名前を入力し、[Create Account]ボタンをクリックします。

•プロビジョニングプロセスが完了したら、アカウント情報が表示されます。ウィンドウを閉
じる前に、安全な場所にこのアカウント情報をコピーします。

セキュリティ上の理由により、シークレットパスワードは 1度しか表示され
ません。シークレットパスワードを失くした場合は、既存のシークレットパ

スワードを廃止し、新しいシークレットパスワードを生成する必要がありま

す。

（注）

•固有の属性をサードパーティのTAXIIクライアントにコピーするには、次のものを使用しま
す。

◦ pollEndpoint=https://taxii.cloudsec.sco.cisco.com/skym-taxii-ws/PollService/

◦ username

◦ password

◦ collection_name
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シスコでは、サードパーティ製品またはSIEMデバイスを構成するためのテクニカルサポート
を提供していません。問題発生時には、ベンダー固有のサポートチームに問い合わせてくだ

さい。

（注）

または、シスコから TAXIIクライアント例をダウンロードして使用できます。SIEMまたは他の
セキュリティシステムがネイティブで STIX/TAXIIをサポートしていない場合、シスコは軽量な
Java TAXII Log Adapterを提供します。これは、SIEMの最も近くにある LinuxまたはWindowsの
仮想マシン環境に配備できます。セットアップ手順を表示するために提供されているリンクをク

リックします。アダプタは、TAXII APIを使用して、新しいインテリジェンスの定期的ポーリン
グを実行し、データを STIXメッセージで提供します。STIXメッセージは、アダプタによって、
一般的な SIEMシステムで受け入れられる他の形式に変換されます。

ポーリングサービスの安定性、パフォーマンス、および可用性をサポートするには、次を行いま

す。

• 1つの TAXIIクライアントに許容されるポーリングは、10分ごとに 1回だけです。それ以外
の場合、このエラーを示すステータスメッセージが返されます。

•ポーリング要求は、最大で 3日までインシデント情報を取得できます。

•インシデント情報は、30日間取得できるように保存されます。

ポーリング要求

TAXIIクライアントから TAXIIポーリングサービスへのポーリング要求の例を次に示します。

HTTP要求ヘッダー：
x-taxii-content-type: urn:taxii.mitre.org:protocol:http:1.0
x-taxii-protocol: urn:taxii.mitre.org:message:xml:1.1
x-taxii-services: urn:taxii.mitre.org:services:1.1
authorization: Basic dXNlcjpwYXNz
content-type: application/xml; charset=UTF-8

要求本文：

<taxii_1:Poll_Request xmlns:taxii_1="http://taxii.mitre.org/messages/taxii_xml_binding-1"
message_id="23537" collection_name="webflows_1234567890_v0">

<taxii_1:Exclusive_Begin_Timestamp>2015-01-16T00:00:00+00:00</taxii_1:Exclusive_Begin_Timestamp>

<taxii_1:Inclusive_End_Timestamp>2015-01-17T00:00:00+00:00</taxii_1:Inclusive_End_Timestamp>

<taxii_1:Poll_Parameters allow_asynch="false"/>
</taxii_1:Poll_Request>

説明サポートされる要求パラメータ

Poll_Request

CTAサービスから抽出または取得されるコレクショ
ンの名前。この属性は、Ciscoによってプロビジョ
ニングプロセスの完了後に提供されます。

collection_name
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説明サポートされる要求パラメータ

Exclusive_Begin_Timestamp

Inclusive_End_Timestamp

Poll_Parameters

この属性は常に falseに設定します。allow_asynch

Exclusive_Begin_Timestampと Inclusive_End_Timestampの間でサポートされる最大の差は 3日
です。差がこれを超えている場合、返される結果は Inclusive_End_Timestampから 3日前まで
に制限されます。

（注）

ポーリング応答

TAXIIポーリングサービスから TAXIIクライアントへのポーリング応答の例を次に示します。

HTTP応答ヘッダー：
x-taxii-content-type: urn:taxii.mitre.org:protocol:http:1.0
x-taxii-protocol: urn:taxii.mitre.org:message:xml:1.1
x-taxii-services: urn:taxii.mitre.org:services:1.1

応答本文

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<t:Poll_Response xmlns:t="http://taxii.mitre.org/messages/taxii_xml_binding-1.1"

xmlns:c="http://cybox.mitre.org/cybox-2"
xmlns:cc="http://cybox.mitre.org/common-2"
xmlns:co="http://cybox.mitre.org/objects#CustomObject-1"
xmlns:sc="http://stix.mitre.org/common-1"
xmlns:ind="http://stix.mitre.org/Indicator-2"
xmlns:ttp="http://stix.mitre.org/TTP-1"
xmlns:inc="http://stix.mitre.org/Incident-1"
xmlns:s="http://stix.mitre.org/stix-1"
collection_name="webflows_1234567890_v0" in_response_to="23537"
message_id="1d5b9aba-6233-4e55-abe1-80dc6b28fe13">

<t:Exclusive_Begin_Timestamp>2015-01-17T15:11:00.648Z</t:Exclusive_Begin_Timestamp>
<t:Inclusive_End_Timestamp>2015-01-20T15:11:00.649Z</t:Inclusive_End_Timestamp>
<t:Content_Block>
<t:Content_Binding binding_id="STIX_XML_1.1"/>
<t:Content>
<s:STIX_Package xmlns:cta="http://cisco.com/td/cta"

id="cta:package-1412045744-66911c07-c9b8-4389-8888-00e438f58c2e"
timestamp="2015-01-20T15:11:02.766Z" version="1.1.1">

<s:STIX_Header>
<s:Package_Intent>Incident</s:Package_Intent>
<s:Information_Source>
<sc:Identity id="cta:customer-1234567890"/>
<sc:Tools>

<cc:Tool id="cta:tool-cta">
<cc:Name>Cognitive Threat Analytics</cc:Name>
<cc:Vendor>Cisco</cc:Vendor>

</cc:Tool>
<cc:Tool id="cta:tool-amp">

<cc:Name>Advanced Malware Protection</cc:Name>
<cc:Vendor>Cisco</cc:Vendor>
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</cc:Tool>
</sc:Tools>

</s:Information_Source>
</s:STIX_Header>
<s:Incidents>
<s:Incident xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:type="inc:IncidentType"
id="cta:incident-1412045744_f8bae03fb2ff7d6185907ae3240d_ITMAL1">

<inc:Title>malware|using automatically generated domain (DGA)</inc:Title>
<inc:Victim>

<sc:Name>JohnDoe</sc:Name>
</inc:Victim>
<inc:Related_Indicators>
<inc:Related_Indicator>
<sc:Indicator xsi:type="ind:IndicatorType"
id="cta:indicator-1412045744_1421623800000_f8bae03fb2ff7d6185907ae3240d_0">

<ind:Observable>
<c:Observable_Composition operator="AND">
<c:Observable>
<c:Object>
<c:Properties xsi:type="co:CustomObjectType">
<cc:Custom_Properties>
<cc:Property name="timestamp">1421623882432</cc:Property>
<cc:Property name="xElapsedTime">1810</cc:Property>
<cc:Property name="scHttpStatus">0</cc:Property>
<cc:Property name="csContentBytes">622</cc:Property>
<cc:Property name="scContentBytes">907</cc:Property>
<cc:Property name="csUrl"></cc:Property>
<cc:Property name="sIP">195.22.26.231</cc:Property>
<cc:Property name="cIP">33.196.39.11</cc:Property>
<cc:Property name="cUsername">JohnDoe</cc:Property>
<cc:Property name="sReputation">-580</cc:Property>
<cc:Property name="sCategory">unclassified</cc:Property>
</cc:Custom_Properties>
</c:Properties>
</c:Object>
</c:Observable>
<c:Observable>
<c:Object>
<c:Properties xsi:type="co:CustomObjectType">
<cc:Custom_Properties>
<cc:Property name="timestamp">1421623896635</cc:Property>
<cc:Property name="xElapsedTime">1942</cc:Property>
<cc:Property name="scHttpStatus">0</cc:Property>
<cc:Property name="csContentBytes">361</cc:Property>
<cc:Property name="scContentBytes">582</cc:Property>
<cc:Property name="csUrl"></cc:Property>
<cc:Property name="sIP">195.22.26.231</cc:Property>
<cc:Property name="cIP">33.196.39.11</cc:Property>
<cc:Property name="cUsername">JohnDoe</cc:Property>
<cc:Property name="sReputation">-580</cc:Property>
<cc:Property name="sCategory">unclassified</cc:Property>
</cc:Custom_Properties>
</c:Properties>
</c:Object>
</c:Observable>
</c:Observable_Composition>
</ind:Observable>
<ind:Indicated_TTP>
<sc:TTP xsi:type="ttp:TTPType">
<ttp:Title>communication to automatically generated domain

(DGA)</ttp:Title>
</sc:TTP>
</ind:Indicated_TTP>
</sc:Indicator>
</inc:Related_Indicator>
</inc:Related_Indicators>
<inc:Discovery_Method>Log Review</inc:Discovery_Method>
<inc:Confidence>
<sc:Value>Low</sc:Value>
</inc:Confidence>
<inc:Information_Source>
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<sc:Tools>
<cc:Tool idref="cta:tool-cta"/>

</sc:Tools>
</inc:Information_Source>

</s:Incident>
</s:Incidents>
</s:STIX_Package>
</t:Content>

</t:Content_Block>
</t:Poll_Response>

フィールドの説明サポートされる応答オブジェクト

Poll_Response

このポーリング応答によって対応する時間範囲

の最初（この値を含まない）。このフィールド

がない場合は、ポーリング応答がこの TAXII
データフィードの最も早い時間に対応すること

を示します。

Exclusive_Begin_Timestamp

このポーリング応答によって対応する時間範囲

の最後（この値を含む）。

Inclusive_End_Timestamp

返されたコンテンツ。Content_Block

Content_Binding

Content

STIX言語に関する情報。STIX_Package

STIXコンテンツのこのパッケージに関する情
報。

STIX_Header

1つ以上のインシデント。Incidents

1つのインシデントに関する情報。Incident

このインシデントを説明するタイトル。Title

このインシデントの被害者に関する情報。Victim

このインシデントに関連するインジケータを識

別します。

Related_Indicators

このインシデントに関連する 1つのインジケー
タを識別します。

Related_Indicator

   Cisco ScanCenter アドミニストレータガイドバージョン 5.2
246 OL-22629-06  

CTA STIX/TAXII サービス



フィールドの説明サポートされる応答オブジェクト

特定の観察可能な条件を識別するパターン、パ

ターンの意味に関するコンテキスト情報、パ

ターンのアクションの方法およびタイミングな

どで構成されるインジケータ。

Indicator

このインジケータに関連する監視。Observable

他の監視の論理的な組み合わせを作成すること

で、高次の複合監視を指定できます。

Observable_Composition

単一の監視を表します。Observable

特定のオブジェクト（ファイル、レジストリ

キー、プロセス）の特性を識別します。

Object

オブジェクトの操作の結果として列挙されたプ

ロパティ。

Properties

既存の Propertiesスキーマで定義できない一連
のカスタムオブジェクトのプロパティを指定す

ることができます。

Custom_Properties

オブジェクトの操作の結果として列挙された単

一のプロパティ。

Property

このインジケータが示す、関連する戦術、手

法、手段（TTP）を指定します。
Indicated_TTP

コードを検出するために使用される手法やツー

ルに関する情報。

Discovery_Method

このインシデントの特性で保持されている信頼

性のレベルに関する情報。

Confidence

このインシデントのソースに関する情報。Information_Source

Tools

CTAと AMPのどちらのツールが、このインシ
デントを検出したか。

Tool

エラーが発生した場合、エラーメッセージが返されます。次に例を示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<t:Status_Message
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xmlns:t="http://taxii.mitre.org/messages/taxii_xml_binding-1"
xmlns:c="http://cybox.mitre.org/cybox-2"
xmlns:cc="http://cybox.mitre.org/common-2"
xmlns:co="http://cybox.mitre.org/objects#CustomObject-1"
xmlns:sc="http://stix.mitre.org/common-1"
xmlns:ind="http://stix.mitre.org/Indicator-2"
xmlns:ttp="http://stix.mitre.org/TTP-1"
xmlns:inc="http://stix.mitre.org/Incident-1"
xmlns:s="http://stix.mitre.org/stix-1"

status_type="FAILURE" in_response_to="23537"
message_id="16ed0b75-2af6-4537-b71c-da00e0a0c419">

<t:Message>An error occurred during request processing.</t:Message>
</t:Status_Message>

エラーの説明TAXII status_type

ユーザは認証されておらず、HTTP応答ステータスコー
ドが 404です。

ユーザは認証されておらず、HTTP応答ステータスコー
ドが 401です。

DENIED

無効な要求メッセージです。Messageパラメータを参
照してください。

BAD_MESSAGE

未指定のエラーです。Messageパラメータを参照して
ください。

FAILURE

共通のクエリ

このセクションでは、詳細な調査に向けて結果に優先度を設定するため、Cisco STIX/TAXII API
で使用される共通のクエリの一部について説明します。クエリ例で使用する構文は、SPLUNKの
統合に基づいており、象徴的なものです。特定のフィールドや値はローカルの統合によって異な

る可能性がありますが、クエリの意味は SIEMシステムおよび統合に広く適用されます。

SPLUNKに他のデータを収集している場合、ホスト、インデックス、またはソース名の先頭に
クエリを追加して CTAデータのみを介して検索します。

ヒント

Users Affected by Confirmed Threats

このクエリは確認済みの脅威を持つすべてのユーザを返します。また、デスクトップ修復のため

の Incident Response Teamに報告することができます。これらのインシデントもリスクが高い場合
は、影響を受けるデバイスの再イメージングを検討します。このクエリは、影響を受けるユーザ

名およびキャンペーン名を持つテーブルを作成します。次のようにして空でないキャンペーン名

を検索し、username+campaignペアの重複を排除します。

campaign!="" | table cUsername campaign | dedup cUsername campaign | sort + cUsername

または、次のようにキャンペーン名の複数値のフィールドを使用します。
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campaign!="" | transaction cUsername | table cUsername campaign | sort + cUsername

Users Affected by Confirmed Threats Within a Timeframe

このクエリには、最初に表示された列および最後に表示された列も含まれています。空でないキャ

ンペーンを検索し、username+campaignペアで集約し、Webフローのタイムスタンプの最小値お
よび最大値を計算します。結果はエポックミリ秒単位ですが、必要に応じて、カレンダー時間に

変換できます。

campaign!="" | stats min(timestamp) max(timestamp) by cUsername campaign

または、strftime関数を使用してエポックの変換を含めます。次の例では、ミリ秒を削除するた
め、タイムスタンプを 1000で割っています。

campaign!="" | stats min(timestamp) as oldest max(timestamp) as newest by cUsername campaign

| eval oldest_time=strftime(oldest/1000,"%m/%d/%y %H:%M:%S")| eval

newest_time=strftime(newest/1000,"%m/%d/%y %H:%M:%S") | table cUsername, campaign,

oldest_time, newest_time

Users Affected by High Risk and High Confidence Incidents

このクエリは、確認されたキャンペーンの有無にかかわらず、高いリスクおよび高い信頼性を持

つユーザの優先順位リストのテーブルを生成します。高いリスクと高い信頼性を検索し、ユーザ

名の重複を排除します。これらすべてのインシデントは高いリスクかつ高い信頼性であるため、

影響を受けるデバイスの再イメージングを検討します。

confidence="High" risk="High" | dedup cUsername | table cUsername campaign

Users Affected by Campaign

このクエリは、感染したユーザ数について、時間の経過とともにキャンペーンで分割したグラフ

を生成します。空でないキャンペーンを検索し、1日の期間で binを実行し、その bin内のユーザ
名の明確な数を計算します。

campaign!="" | timechart dc(cUsername) span=1d by campaign

SPLUNKでは、タイムチャートショートカットを使用できます。（注）

Command and Control Servers

このクエリは、確認されたカテゴリで検出されたすべてのコマンドおよび制御（C&C）サーバの
リストを生成します。サーバの IPアドレスとキャンペーンを表示する一方で、空でないキャン
ペーンを探して、サーバ IPアドレスの重複を排除します。検索の結果、C&Cの通信を維持する
ために感染したデバイスで使用される C&C宛先 IPアドレスをリストします。各 C&C IPアドレ
スごとに、どの脅威キャンペーンに含まれているのかも分かります。より多くのインテリジェン

スの他のシステムを照会し、セキュリティ侵害の指標（IOC）を提供し、感染したエンドポイン
トの悪意のあるプロセスとアプリケーションを特定するために使用できます。
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campaign!="" | table sIP campaign | dedup sIP
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付録 A
シスコのセキュリティアプライアンスとの

統合

• 概要, 251 ページ

• ハイブリッドWebセキュリティ, 252 ページ

• トランスペアレントリダイレクション, 255 ページ

概要
Cisco Cloud Web Securityは、オンプレミス型セキュリティアプライアンスとの統合をサポートし
ます。

• Cisco Adaptive Security Appliance（ASA）

• Cisco Integrated Services Router（ISR）

• Cisco Webセキュリティアプライアンス（WSA）

Cisco Cloud Web Securityとセキュリティアプライアンスを接続するには、導入ガイドを参照して
ください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/cloud-web-security/
products-installation-and-configuration-guides-list.html

これ以上の設定の詳細については、セキュリティアプライアンスのサポートドキュメントを参照

してください。

サービスが動作しているかをテストするには、http://www.eicar.orgに移動して、Anti-Malware
Testfileをダウンロードしてください。正常に動作していれば、ブロックメッセージが表示さ
れます。

ヒント
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ハイブリッド Web セキュリティ
ハイブリッドWebセキュリティは、Cisco ScanCenterで定義したセキュリティポリシーを使用し
て、統合クラウドとオンプレミスポリシーの適用と、脅威対策を提供します。CiscoScanCenterで
オンプレミスセキュリティアプライアンスを登録し、CWSクラウドからセキュリティポリシー
を自動的にダウンロードし、定期的に更新します。

はじめる前に

セキュリティアプライアンスに接続してインストールし、ハイブリッドWebセキュリティモー
ドで動作するように設定します。Cisco WSAの設定方法については、次を参照してください。

• AsyncOS 9.2 for CiscoWeb Security Appliancesのリリースノート http://www.cisco.com/c/dam/en/
us/td/docs/security/wsa/wsa9-0/wsa9-2/WSA_9-2-x_Release_Notes.pdf

• AsyncOS 9.2 for Cisco Web Security Appliancesユーザガイド http://www.cisco.com/c/dam/en/us/
td/docs/security/wsa/wsa9-0/wsa9-2/WSA_9-2-0_UserGuide.pdf

CWSおよびWSAには、相互の通信を認証してセキュリティ保護するために、認証局の署名付き
証明書が必要です。この証明書を外部で生成し、Cisco ScanCenterおよびCiscoWSAに証明書とそ
のキーをアップロードします。

手順

ステップ 1 Cisco ScanCenterで、[Admin] > [Management] > [Hybrid Web Security]に移動します。

ステップ 2 [Generate Token]をクリックします。

ステップ 3 新しい認証トークンが生成されたら、[Copy Token to Clipboard]をクリックします。

ステップ 4 セキュリティアプライアンスの設定で認証トークンを貼り付けます。http://www.cisco.com/c/dam/
en/us/td/docs/security/wsa/wsa9-0/wsa9-2/WSA_9-2-0_UserGuide.pdfにあるユーザガイドの「Cisco
WSA System Setup Wizard」を参照してください。

未登録トークンの有効期限は 1時間です。トークンの有効期限が使用前に切れた場合
は、新しいトークンを生成します。

（注）

あらゆるセキュリティアプライアンスごとに固有のトークンが 1つ生成されます。複
数のセキュリティアプライアンスの場合は、このステップを繰り返して複数のトーク

ンを生成します。

（注）

ステップ 5 [Registered WSAs]セクションのテーブルには、CWSに現在正しく登録されているセキュリティ
アプライアンスが一覧で表示されています。アプライアンスを削除するには、そのチェックボッ

クスを選択して [Deregister]をクリックします。

次の作業

登録が成功すると、セキュリティアプライアンスは、CiscoScanCenterからCiscoCloudWebSecurity
ポリシーをダウンロードします。
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• Cisco ScanCenterの CWSポリシーを変更するたびに、ポリシーの同期のためにすべてのポリ
シーがセキュリティアプライアンスにダウンロードされます。

•デフォルトでは、Cisco WSAはダウンロードする更新済みポリシーがないかを 2分おきに確
認します。

•セキュリティポリシーとWebフィルタリングの設定の詳細については、概要, （85ページ）
を参照してください。

• Cisco WSAで、[Reporting] > [System Status]ページを表示し、CWSで対応するハイブリッド
登録のステータスを確認します。

Cisco ScanCenterで設定可能ないくつかの項目は、Cisco WSAによるダウンロードではまだサ
ポートされていません。

（注）

次の項目は、Cisco WSAで直接設定する必要があります。

• Alert Addresses：すべてのアラート通知が送信される電子メールアドレス。

• Email Alert Settings：電子メールアラートを受信する頻度。

• Customized Alerts：[Block]、[Warn]、または [AUP]カスタムテキスト用のカスタムアラート
ページ。

• Authentication Realms：認証レルムは、システム設定ウィザードでハイブリッドWebセキュ
リティモードを設定したらすぐに Cisco WSAで直接設定する必要があります。CWSでは、
認証レルムは SAMLおよび EasyIDと呼ばれます。Cisco WSAではサポートされるタイプは
異なり、通常、NTLMと呼ばれます（SAMLは Cisco WSAではまだサポートされていませ
ん）。CWSルールで「認証ユーザ名」または認証グループのいずれかが設定されている場合
は、Cisco WSAで認証を有効にして、認証レルムおよびカスタム IDプロファイルを設定す
る必要があります。

HTTPSルールまたは認証グループルールの変換およびダウンロードは、Cisco
WSAのハイブリッド設定時は回避されます。CWSとWSA間のポリシーが 2
分ごとに更新されるため、これらのルールは、CiscoWSAをハイブリッドWeb
セキュリティモードでセットアップし、HTTPSプロキシ、認証レルム、IDプ
ロファイルを設定した後のみ、自動的に処理されます。

（注）

• Global Settings：[SearchAhead]、[SafeSearch]、[AUP]（WSAの場合は EUA）、[Dynamic
Classification Engine]、[Content Range Headers]、および [Sandboxing]などの設定の有効化。

次の項目は、オンプレミスセキュリティアプライアンスで現在サポートされていないため、アプ

ライアンスではダウンロードできません。

• Filter File Types：フィルタでサポートされない定義済みファイルタイプは emuおよび gatで
す。
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• Multiple Schedules in a Rule：複数のスケジュールを含むルールです。

• Multiple Filters in a Rule：両方のフィルタにコンテンツタイプまたはアプリケーションのいず
れかが含まれる場合に複数のフィルタを含むルールです。たとえば、1つのルール内に 2つ
のフィルタが設定されている場合、1つのフィルタにはコンテンツタイプが含まれ、もう 1
つのフィルタにはアプリケーションが含まれていると、このルールはCiscoWSAに表示され
ません。ただし、ルール内に複数のフィルタを設定しており、どちらのフィルタにもコンテ

ンツタイプまたはアプリケーションが含まれない場合、このルールは Cisco WSAに表示さ
れます。

• Outbound Filters：キーワード、送信ファイルタイプ、設定済み ID、または正規表現を含む
フィルタを使用したルールです。

• Exceptions within a Filter：ホワイトリストドメインまたは IPアドレスなど、例外付きフィル
タを含むルールです。

[ScanCenter] > [Web Filtering] > [Management] > [Policy]と [ScanCenter] > [Admin]>
[HTTPS Inspection]> [Policy]には [Exceptions]カラムが表示され、各ルールま
たはフィルタに例外が含まれるかどうかを示します。

（注）

• Exceptions within a Rule：認証グループ、フィルタ、またはスケジュールの例外を含むルール
です。これらのルールは、CiscoWSAでサポートされるようにするため、CiscoScanCenterで
例外を含まない個別のルールに分ける必要があります。

• Whitelisted Spyware Items：CWSでホワイトリスト化されたスパイウェア項目は、Cisco WSA
ではホワイトリスト化されません。

• Whitelisted WebRep Items：CWSでホワイトリスト化されたWebRep項目は、Cisco WSAでは
ホワイトリスト化されません。

• Anonymize CWS Action Type：[Anonymize]に設定されたアクションを含むルールです。

• Rules With Action Warn That Use Filters Containing Content Types or File Types：[Warn]アクショ
ンと、コンテンツタイプまたはファイルタイプのいずれかを含むフィルタが含まれるルー

ルです。

警告、注意、機能内容、サポート対象外の内容に関する詳細については、次を参照してください。

• AsyncOS 9.2 for CiscoWeb Security Appliancesのリリースノート http://www.cisco.com/c/dam/en/
us/td/docs/security/wsa/wsa9-0/wsa9-2/WSA_9-2-x_Release_Notes.pdf

• AsyncOS 9.2 for Cisco Web Security Appliancesユーザガイド http://www.cisco.com/c/dam/en/us/
td/docs/security/wsa/wsa9-0/wsa9-2/WSA_9-2-0_UserGuide.pdf
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トランスペアレントリダイレクション
CiscoWSAの設定を編集することにより、ユーザ名、内部 IPアドレス、およびドメイングループ
を PIM経由で Cisco Cloud Web Securityに送信することができます。その際、エンドユーザ側で
の変更作業は不要です。このように設定する方法はいくつかありますが、明示的プロキシ、PAC
ファイル、またはWPADを使用することを推奨します。CiscoWSAはネットワークレベルのプロ
キシであり、ネットワークベースのクライアントに対して透過的なリダイレクトを可能にしま

す。その際、Cisco Cloud Web Security Connectorなどのエージェントが別途必要になることはあり
ません。

スキャン機能およびCiscoWSAの追加機能を無効にする必要があります。ただし、キャッシュ
機能は有効にすることができます。CiscoWSAをトランスペアレントモードで使用する場合、
ユーザグラニュラリティはHTTPトラフィックについてのみ利用できます。HTTPSトラフィッ
クを Cisco Cloud Web Securityに渡すには、HTTPSトラフィック検査機能を有効にします。た
だし、この検査がお客様の法域で合法である場合に限ります。

（注）

アップストリームプロキシの設定

手順

ステップ 1 WSAで、[Network] > [Upstream Proxies]とクリックします。

ステップ 2 [Add Group]をクリックします。

ステップ 3 [Name]フィールドに「WebSecurity」と入力します。

ステップ 4 [Proxy Servers]領域で、[Proxy Address]列のボックスに各Webサイトスキャンサービスのプロキ
シサーバのアドレスを入力し、[Port]列のボックスにポートを入力し、[Reconnection Attempts]列
のボックスに再接続試行可能回数を入力します（これらの情報はプロビジョニングメールに記載

されています）。通常、[Port]列のボックスには 8080、[Reconnection Attempts]列のボックスには
2と入力します。

ステップ 5 [Load Balancing]ドロップダウンリストで、方法を選択します。通常は [None]を選択します。

ステップ 6 [Failure Handling]をクリックし、Cisco Cloud Web Securityのプライマリプロキシとセカンダリプ
ロキシが両方とも使用不能になった場合の要求処理方法を選択します。[Drop requests]をクリック
します。

ステップ 7 [Submit]をクリックして変更を適用します。または、[Cancel]をクリックして変更を破棄します。

ステップ 8 [Commit Changes]をクリックします。
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ルーティングポリシーの設定

手順

ステップ 1 WSAで、[Web Security Manager] > [Routing Policies]をクリックします。

ステップ 2 デフォルトのルーティングポリシーを編集し、[Upstream Proxy Group]ボックスの一覧で
[WebSecurity]を選択します。

ステップ 3 [Submit]をクリックして変更を適用します。または、[Cancel]をクリックして変更を破棄します。

CLI での設定

手順

ステップ 1 CLIにログインし、advancedproxyconfigと入力します。

ステップ 2 パラメータグループ選択プロンプトで cachingと入力します。

ステップ 3 キャッシュオプションプロンプトで 4と入力し、[Customized Mode]を選択します。

ステップ 4 入力を行うための「Time in seconds after which an explicit IMS Refresh request
must be issued」のプロンプトが表示されるまで、デフォルト値をそのまま受け入れます。

ステップ 5 0と入力します。

ステップ 6 commitと入力して変更内容を確定し、変更内容の説明を入力します。
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付録 B
クラウド Web セキュリティのモバイルブラ
ウザ

• 概要, 257 ページ

• プロビジョニング, 259 ページ

• ポリシー, 267 ページ

• ブランド表示, 270 ページ

• キャプティブポータルの検出, 270 ページ

• 信頼ネットワーク検出, 271 ページ

• フェールオープンまたはフェールクローズ, 272 ページ

概要
Cisco CloudWeb Security（CWS）のモバイルブラウザソリューションをセットアップし、モバイ
ルデバイスのセキュアなWebブラウザを導入し、Cisco CWSでWebの使用を保護することがで
きます。HTTP/HTTPSトラフィックが検査のために Cisco CWSにリダイレクトされ、Cisco
ScanCenterで設定したポリシーによって制御されます。

表 1：現在サポートされているオペレーティングシステム、モバイルデバイス

モバイルデバイスオペレーティングシステ

ム

iPhone 5、5s、6、6 Plus、6s、6s PlusApple iOS 8.4以降

iPad 3、4、Air、Air 2、すべてのミニモデル

iPad Proはサポートされません
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モバイルデバイスオペレーティングシステ

ム

モバイルスマートフォンやタブレットはサポートされます。テスト

は、SamsungGalaxy S6、LGNexus 5、LGNexus 4、およびASUSNexus
7を含むデバイスで行われています。Kindleなどの改良型 Androidを
実行するデバイスはサポートされません。

Android 4.4以上

Android 6.0はサポートさ
れません。

モバイルデバイスなどのサードパーティ製品のテクニカルサポートを行いません。モバイル

デバイスの問題については、ベンダー固有のサポートチームに問い合わせてください。

（注）

Cisco CWSモバイルブラウザ（ここでは、モバイルブラウザとも呼ばれています）には、2つの
ユーザインターフェイスがあります。モバイルスマートフォン用とタブレット用です。これらの

ユーザインターフェイスは、両方のフォームファクタで画面スペースの効率的な利用ができるよ

うに設計されています。また、iOSおよびAndroidのユーザインターフェイスは、アプリケーショ
ンとの対話方法の予測値に一致させるための設計言語が違うことを反映して異なっています。

以下の主な機能は、モバイルブラウザでサポートされています。

•マルチウィンドウ（スマートフォン）またはマルチタブ（タブレット）のブラウジング

•アドレスバーを使用したWeb検索、設定可能な検索エンジン（デフォルトは Google）

•閲覧履歴、ブックマーク

•電子メール、SMSなどのさまざまなアプリケーションによるコンテンツの共有

• Cookie、キャッシュ、および閲覧履歴を消去する機能

Cisco ScanCenterで設定されたポリシーによっては、閲覧履歴は Cisco CWS
サーバに記録されます。

（注）

•電子メールアドレスに診断ログを電子メールで送信する機能

診断ログは、バグレポートに含まれます。（注）

•新規ウィンドウまたはタブ画面で会社名とロゴを用いる機能

•会社名とロゴは企業 URLをクリッカブルにできます
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プロビジョニング
モバイルブラウザのプロビジョニングプロセスは、モバイルデバイスにインストールするアプ

リケーションの提供と、アプリケーションを設定するコンフィギュレーションファイルの配布で

構成されています。

アプリケーションの提供

このセクションでは、iOSまたは Androidを実行するモバイルデバイスのインベントリをまたい
でモバイルブラウザアプリを提供する方法について説明します。

iOS のアプリケーション
iOSのモバイルブラウザのアプリを提供する 2つのオプションは、次のとおりです。

•モバイルデバイス管理ソフトウェアを使用して、自動化されたプロセス。

• Appleの App Storeを使用する手動プロセス。

管理ソフトウェアを使用したアプリケーションの提供

iOSモバイルブラウザを提供する方法の 1つは、Mobile Device Management（MDM）または
EnterpriseMobilityManagement（EMM）ソフトウェアを使用することです。この方法では、iOSを
実行するモバイルデバイスにサイレントにかつ効率的にアプリケーションを提供できます。この

方法を使用するには、MDMまたは EMMソフトウェアプロバイダーが、Appleの App Storeおよ
びManaged App Configurationを使用するアプリケーション配信をサポートしている必要がありま
す。

現在、シスコではサードパーティMDMまたは EMMソフトウェアのサポートを提供していま
せん。アプリ導入のために製品を使用する方法については、サードパーティ管理ソフトウェア

のベンダーにお問い合わせください。

（注）

サードパーティMDMまたは EMMソフトウェアを使用して、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 App Storeアプリケーションを導入するためのポリシーを作成します。

ステップ 2 App Storeで「CWS Browser」を検索し、アプリケーションを選択します。

ステップ 3 モバイルブラウザアプリを導入するためのポリシーを設定します。

ステップ 4 ポリシーを展開します。アプリがターゲットデバイスにプッシュされ、デバイスのホーム画面に

表示されるようになります。

次の作業

シスコは、問題を解決したり機能を追加したりする、モバイルブラウザの更新ビルドを公開する

ことがあります。自動的に更新を受信するかどうかは、MDMまたはEMMのポリシーによって異
なります。

App Store を使用したアプリケーションの提供

iOSでモバイルブラウザを提供する別の方法は、Appleの App Storeを使用して直接アプリケー
ションをインストールすることです。ユーザにApp Storeで「CWS Browser」アプリを検索、ダウ
ンロード、およびインストールするように指示します。誤って正しくないアプリケーションをイ

ンストールしてしまうことを避けるには、モバイルブラウザ用のリストがある App Storeへの最
新かつ直接のリンクを電子メールで送信します。

シスコは、問題を解決したり機能を追加したりする、モバイルブラウザの更新ビルドを公開

することがあります。自動的に更新を受信するかどうかは、App Storeから自動更新を受信す
るように iOSデバイスのインベントリを設定したかどうかによって決まります。

（注）

Android のアプリケーション
Android向けのモバイルブラウザアプリは .apk形式のバイナリです。Androidアプリケーション
パッケージ（APK）は、Androidオペレーティングシステムでアプリケーションソフトウェアの
配布とインストールに使用される、パッケージファイル形式です。モバイルブラウザアプリは、

Google Playストアでホストされています。ユーザにGoogle Playストアで「CWSBrowser」アプリ
を検索、ダウンロード、およびインストールするように指示します。誤って正しくないアプリケー

ションをインストールしてしまうことを避けるには、モバイルブラウザ用のリストがあるGoogle
Playストアへの最新かつ直接のリンクを電子メールで送信します。

Google Playストアからモバイルブラウザを提供する別の方法は、MDMまたは EMMソフトウェ
アを使用することです。現在、シスコではこの方法をサポートしておらず、サードパーティMDM
または EMMソフトウェアのサポートは提供されません。この方法が可能かどうかを判断するに
は、サードパーティの管理ソフトウェアベンダーにお問い合わせください。
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シスコは、問題を解決したり機能を追加したりする、モバイルブラウザの更新ビルドをGoogle
Playストアで公開することがあります。Androidデバイスのインベントリが自動的に Google
Playストアから更新されるように設定すると、これらの更新されたビルドを自動的にインス
トールできます。

（注）

コンギュレーションファイルの配布

コンギュレーションファイルには、モバイルブラウザアプリの動作と機能を決定する情報が含

まれています。ダウンロードマネージャではなく、ファイルマネージャを使用して、その他のタ

イプとしてコンフィギュレーションファイルを開きます。iOSとAndroidの両方に、コンフィギュ
レーションファイルには .cwsconfigの拡張子があります。iOSおよび Androidコンフィギュレー
ションファイルは、両方とも同じ property=value形式を使用します。導入のニーズに合わせた値
をファイル内のプロパティに入力できます。電子メール、Web配布、または iOSの管理ソフトウェ
アを使用して、モバイルデバイスにコンフィギュレーションファイルを配布します。

コンフィギュレーションファイルプロパティ

説明予測値プロパティ

AUPの機能が有効になって
いるかどうかは、利用許可

ポリシー,（268ページ）を
参照してください。

trueまたは false

デフォルトは falseです。
cws_aup_enabled

（必須）Cisco CWSライセ
ンスキー（企業、グルー

プ、またはユーザ）はデバ

イスを認証する必要があり

ます。

ライセンスキーを含む文字列。cws_auth_licence_key

会社のイメージやロゴは、

ブランド表示, （270ペー
ジ）を参照してください。

イメージのベース 64表示。
デフォルトはシスコブランドで

す。

cws_company_image

会社名は、ブランド表示,
（270ページ）を参照して
ください。

会社名を含む文字列。

デフォルトはシスコブランドで

す。

cws_company_text

企業 URLは、ブランド表
示,（270ページ）を参照し
てください。

企業Web URLを含む文字列。
たとえば、http://www.cisco.comな
どです。

デフォルトは空です。

cws_company_url
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説明予測値プロパティ

利用されているのが、

EasyIDなのか SAMLなの
かは問いません。サード

パーティの Cookieを許可
するモバイルブラウザに関

する情報です。

trueまたは false

デフォルトは falseです。
cws_easyid_saml_enabled

どのくらいの頻度でホワイ

トリスト設定が取得される

かを指定する時間（秒）。

秒数。

デフォルトは 3600です。
cws_exception_poll_interval

ブラウザを、プロキシエ

ラーのフェールオープン

にするべきかどうかは、

フェールオープンまたは

フェールクローズ, （272
ページ）を参照してくださ

い。

trueまたは false

デフォルトは、フェールクローズ

の falseです。

cws_fail_open_enabled

信頼ネットワーク検出機能

用のビーコンサーバアレ

イは、信頼ネットワーク検

出,（271ページ）を参照し
てください。

次のコンマ区切り配列を含みます。
hostname:port|SHA256 certificate hash

デフォルトは空です。

cws_trusted_network_beacons

信頼できるネットワークの

存在を検出するためにどの

くらいの頻度でビーコン

サーバをポーリングするか

を指定する時間（秒）。

秒数。

デフォルトは 300です。
cws_trusted_network_poll_interval

（iOSのみ）プロビジョニ
ング用に使用されるMDM
ソフトウェアの名前。

MDM名を含む文字列。
デフォルトは空です。

mdm_vendor

（iOSのみ）プロビジョニ
ング用に使用されるMDM
ソフトウェアのバージョ

ン。

MDMバージョンを含む文字列。
デフォルトは空です。

mdm_version

コンフィギュレーションファイルテンプレート

次のコンフィギュレーションファイルテンプレートは、企業固有のコンフィギュレーションファ

イルを作成することができます。各プロパティと期待値については、コンフィギュレーション

ファイルプロパティ, （261ページ）を参照してください。
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Cws_auth_licence_keyプロパティ値が必要です。その他のプロパティはすべて任意です。プロ
パティを省略しデフォルト値を継承する場合は、完全にコンフィギュレーションファイルか

らプロパティを削除します。空白のままにはしません。たとえば、企業固有のロゴを設定した

い場合は、cws_company_image=行を全体を削除します。

（注）

iOSのコンフィギュレーションファイルテンプレート。
cws_aup_enabled=false
cws_auth_licence_key=
cws_company_image=
cws_company_text=
cws_company_url=
cws_easyid_saml_enabled=false
cws_exception_poll_interval=3600
cws_fail_open_enabled=false
cws_trusted_network_beacons=
cws_trusted_network_poll_interval=300
mdm_vendor=
mdm_version=

[Mdm_vendor]と [mdm_version]のプロパティは iOS用のみであり、将来使用するために予約さ
れています。Android用のコンフィギュレーションファイルを作成するときに、これらの行を
削除することを確認します。

（注）

Android用のコンフィギュレーションファイルテンプレート。
cws_aup_enabled=false
cws_auth_licence_key=
cws_company_image=
cws_company_text=
cws_company_url=
cws_easyid_saml_enabled=false
cws_exception_poll_interval=3600
cws_fail_open_enabled=
cws_trusted_network_beacons=
cws_trusted_network_poll_interval=300

iOS の設定
iOSを実行するモバイルデバイスにコンフィギュレーション・ファイルを配信する3つのオプショ
ンがあります。

電子メールを使用した設定の提供

電子メールを使用してコンフィギュレーションファイルを配布します。

はじめる前に

プロパティリストとしてコンフィギュレーションファイルを作成したら、そのファイルに .cwsconfig
ファイル拡張子があることを確認します。たとえば、testfile.cwsconfigです。
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ユーザが App Storeからモバイルブラウザをインストールしたことを確認してから、設定のイン
ストールを試みます。

手順

ステップ 1 電子メールに .cwsconfigファイルを添付します。

ステップ 2 モバイルデバイスの電子メールクライアントでユーザが設定した電子メールアドレスに電子メー

ルを送信します。この電子メールアドレスは企業のアドレスであっても、企業のアドレスでなく

ても構いません。

ステップ 3 App Storeから CWS Browserをインストールした後、電子メールを開きます。

ステップ 4 添付ファイルをタップしたままにします。数秒後、共有シートが表示されます。

ステップ 5 [Copy to CWSBrowser]を選択します。モバイルブラウザが開き、コンフィギュレーションファイ
ルに基づいて設定されます。

イントラネット Web サーバを使用した設定の提供

企業イントラネット内のWebサーバ上にコンフィギュレーションファイルをホストすることで、
コンフィギュレーションファイルを配布します。

はじめる前に

プロパティリストとしてコンフィギュレーションファイルを作成したら、そのファイルに .cwsconfig
ファイル拡張子があることを確認します。たとえば、testfile.cwsconfigです。

ユーザがモバイルブラウザをインストールしたことを確認してから、設定のインストールを試み

ます。

手順

ステップ 1 Webサーバの設定に、.cwsconfigファイル名の拡張子用に application/cwsconfigのMIMEタイプを
追加します。

ステップ 2 企業イントラネットのWebサーバに .cwsconfigファイルをアップロードします。

ステップ 3 .cwsconfigファイルのWeb URLを電子メールなどの方法でユーザに配布します。

ステップ 4 モバイルブラウザアプリのインストール後、モバイルデバイスの Safariを使用して手順 3のWeb
URLを参照します。

ステップ 5 画面をタップし、[Open In]を選択し、[Copy to CWSBrowser]を選択します。モバイルブラウザが
開き、コンフィギュレーションファイルに基づいて設定されます。
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管理ソフトウェアを使用した設定の提供

MDMまたは EMMソフトウェアを使用して、コンフィギュレーションファイルを配布します。
この方法では、iOSを実行するモバイルデバイスにサイレントにかつ効率的にコンフィギュレー
ションファイルを提供できます。この方法を使用するには、MDMまたは EMMソフトウェアプ
ロバイダーが、AppleのManaged App Configurationを使用する配信をサポートしている必要があ
ります。この方法は、安全でもあります。アプリが設定されると、どのような再構成の試みも拒

否します。これによって、偶発的または悪意のある再構成を防ぎます。

すべてのMDMおよび EMMソリューションが AppleのManaged App Configurationをサポート
しているわけではありません。この機能がサポートされるかどうか、およびこの機能の設定方

法を確認するには、サードパーティの管理ソフトウェアのベンダー問い合わせてください。現

在、シスコではサードパーティMDMまたは EMMソフトウェアのサポートを提供していませ
ん。

（注）

手順

ステップ 1 Managed App Configurationを設定するとき、バンドル識別子を指定するように求められます。
「com.cisco.cwsbrowser」と入力します。

ステップ 2 property=valueペアとして、設定プロパティを指定します。

ステップ 3 Managed App Configuration設定がモバイルデバイスにプッシュされたら、モバイルブラウザは自
動的に設定を選択します。追加の手順は不要です。

Android の設定
Androidを実行するモバイルデバイスにコンフィギュレーション・ファイルを配信する 2つのオ
プションがあります。

コンフィギュレーション・ファイルのインストールに関する Androidの既知の問題がありま
す。アプリケーションがバックグラウンドで実行されている場合、アプリケーションは、新規

または更新されたコンフィギュレーション・ファイルを受け入れません。したがって、アプリ

ケーションをダウンロードした後、コンフィギュレーション・ファイルをインストールする前

に、スワイプしてアプリケーションを閉じます。

（注）

電子メールを使用した設定の提供

電子メールを使用してコンフィギュレーションファイルを配布します。
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はじめる前に

プロパティリストとしてコンフィギュレーションファイルを作成したら、そのファイルに .cwsconfig
ファイル拡張子があることを確認します。たとえば、testfile.cwsconfigです。

ユーザが Google Playストアからモバイルブラウザをインストールしたことを確認してから、設
定のインストールを試みます。

手順

ステップ 1 電子メールに .cwsconfigファイルを添付します。

ステップ 2 モバイルデバイスの電子メールクライアントでユーザが設定した電子メールアドレスに電子メー

ルを送信します。この電子メールアドレスは企業のアドレスであっても、企業のアドレスでなく

ても構いません。

ステップ 3 Google Playストアから CWS Browserをインストールした後、電子メールを開きます。

ステップ 4 添付ファイルをタップします。コンフィギュレーションファイルを開くアプリのリストを示すプ

ロンプトが表示されます。

ステップ 5 CWSBrowserを選択します。モバイルブラウザが開き、コンフィギュレーションファイルに基づ
いて設定されます。

イントラネット Web サーバを使用した設定の提供

企業イントラネット内のWebサーバ上にコンフィギュレーションファイルをホストすることで、
コンフィギュレーションファイルを配布します。

はじめる前に

プロパティリストとしてコンフィギュレーションファイルを作成したら、そのファイルに .cwsconfig
ファイル拡張子があることを確認します。たとえば、testfile.cwsconfigです。

ユーザがモバイルブラウザをインストールしたことを確認してから、設定のインストールを試み

ます。

Webサーバでは、認証を必須にすることはできません。HTTP基本認証、ダイジェスト認証、
NTLMなどの技術は使用しないでください。
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手順

ステップ 1 Webサーバの設定に、.cwsconfigファイル名の拡張子用に application/cwsconfigのMIMEタイプを
追加します。

ステップ 2 企業イントラネットのWebサーバに .cwsconfigファイルをアップロードします。

ステップ 3 .cwsconfigファイルのWeb URLを電子メールなどの方法でユーザに配布します。

ステップ 4 モバイルブラウザアプリのインストール後、モバイルデバイスの Chromeを使用して手順 3の
Web URLを参照します。

ステップ 5 Chromeは自動的にモバイルブラウザで URLを開くように提供されています。ここで、モバイル
ブラウザはファイルをロードし、設定を適用します。

ポリシー

認証

モバイルブラウザを使用している場合、ユーザ認証は次の 3つの方法でサポートされます。

•ライセンスキー認証の最も単純な形式は、会社全体（会社キー）、ユーザのグループ（グ
ループキー）または特定のユーザ（ユーザキー）を表すライセンスキーを作成するライセ

ンスキー認証です。これらのキー精度のレベルはそれぞれ、モバイルブラウザでサポート

されます。

•ライセンスキーとともに、SAMLまたは EasyIDを使用してユーザグラニュラリティを確立
できます。SAMLは、企業のアイデンティティプロバイダー（IdP）でモバイルブラウザの
ユーザを認証する機能です。

• EasyIDは、LDAPサーバに対して直接、認証する機能です。ユーザは、Cisco ScanCenterで
定義されている認証ポリシーに適合しているという証明を求められます。SAML、EasyID、
および認証ルールの詳細については、認証, （27ページ）を参照してください。

正常に動作できるように EasyIDや SAMLのモバイルブラウザでサードパーティのCookieを有効
にする必要があります。EasyIDまたは SAML認証と互換性のあるモバイルブラウザでは、
cws_easyid_saml_enabledプロパティを設定ファイルで Trueに設定する必要があります。この設定
はサードパーティの Cookieをモバイルブラウザで必ず有効にします。
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Androidアプリケーションで SAML認証を使用する場合、Androidアプリケーションの制限に
より、IdPをパブリックインターネットに公開する必要があります。また、IdPをクラウドバ
イパスリストのホワイトリストに登録することはできません。つまり、IdPへの要求は CWS
プロキシを経由する必要があります。IdPに関連付けられているドメインがどの認証ポリシー
からも除外されることを確認します。また、HTTPSインスペクションポリシーから IdPを除
外することもできます。

（注）

利用許可ポリシー

AUPは、従業員が企業 AUPを毎日または毎週読んだことを確認することができる機能です。こ
の機能は、CWSコネクタの一部でもあるので、すでに設定している可能性があります。AUPの設
定方法の詳細については、利用許可ポリシー, （125ページ）を参照してください。

モバイルブラウザコンフィギュレーションファイルの [cws_aup_enabled]プロパティを true
に設定します。

（注）

Web フィルタリング
Webフィルタリングポリシーは、Cisco ScanCenter（Cisco CWSに対するポータル）を使用して設
定されます。

•特定のWebサイトへのアクセスをブロックします。

•特定のWebサイトを参照するユーザに警告します。

•特定のWebサイトのレポートのユーザ情報を匿名化します。

推奨されるとおりにモバイルブラウザを認証するグループキーを使用している場合は、このグ

ループに適用する特別なポリシーを作成することもできます。Cisco ScanCenterでのポリシーの作
成方法についてはポリシー, （113ページ）を参照してください。

クラウドバイパスホワイトリスト

モバイルブラウザは、Cisco CWSを搭載した Cisco ISR G2ルータおよび 4000シリーズ ISRルー
タで使用されるクラウドバイパス機能をサポートします。クラウドバイパスは、Cisco CWSでス
キャンしたくない一連のドメインを指定するホワイトリストを作成することができます。これら

のWebページの 1つへの要求がモバイルブラウザを使用して行われる場合、Cisco CWSプロキシ
ではなくインターネットに直接送信されます。
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この機能の 1つの使用例は、Cisco CWSインフラストラクチャを使用してアクセスできないイン
トラネットサイトなどの内部ドメインです。もう 1つの使用例は、法律上またはポリシーの理由
でプロキシ要求が望ましくない重要なドメインに対する要求です。

ホワイトリスト自体はクラウドでホストされ、Cisco ScanCenterを使用して設定されます。ホワイ
トリストの作成方法の詳細については、クラウドバイパス,（129ページ）を参照してください。

ホワイトリストは、設定可能な秒数ごとにモバイルブラウザから取得されます。モバイルブラウ

ザの設定ファイル内の [Cws_exception_poll_interval]プロパティは 3600秒ごとがデフォルトです。
アプリケーションを再起動すると、ホワイトリストも取得されます。ホワイトリストを取得する

ときにエラーが発生した場合、ホワイトリストの以前のバージョンが使用されます。

リソース要求が親ページのホワイトリストのステータスを継承するモバイルブラウザのAndroid
バージョンには制限があります。たとえば、Cisco.com/page1.htmlなどのページをロードし、

このページに opendns.com/image.jpgなどのリソースが含まれている場合。Cisco.comがホワイ
トリストに登録されている場合は、opendns.com/image.jpgへの要求もホワイトリストに登録

します。その逆も同様です。

（注）

HTTPS 検査
モバイルブラウザは Cisco CWS HTTPS検査機能をサポートします。この機能により、Cisco CWS
は、ポリシー、フィルタリング、スキャンを適用するためにHTTPSトラフィックを復号化できま
す。デフォルトでは、この機能はCiscoScanCenterでオフに設定されています。この機能を使用す
るには、CiscoScanCenterで有効にし、HTTPS検査ポリシーを作成し、企業固有の証明書を生成し
ます。詳細については、トラフィック安全性検査, （141ページ）を参照してください。

この機能は、Cisco ScanCenterで有効になると、モバイルデバイスに企業固有の証明書をインス
トールします。モバイルブラウザはデバイスの信頼ストアからこの証明書を読み込みます。証明

書をインストールしない場合、検査されたHTTPSのウェブサイトを閲覧すると、証明書の警告が
表示されることがあります。

証明書をインストールするには、企業のMDMまたは EMMを使用します。また、証明書を電子
メールの添付ファイルとして送信するか、Webサーバの証明書をホストしてユーザが移動しダウ
ンロードします。モバイルブラウザアプリケーション自体は証明書のインストールを処理しませ

ん。

レポート

他の Connectorと同様に、モバイルブラウザからのWebトラフィックは、Cisco CWSレポート
サービスに記録されます。Cisco ScanCenterの詳細については、レポートを使用する前に, （151
ページ）を参照してください。

モバイルブラウザによって報告される具体的なテレメトリは次のとおりです。

• Connector OSの名前。たとえば、iPhone OSです。
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• Connector OSバージョン。たとえば、9.0.2です。

• Connectorバージョン。

◦モバイルブラウザの場合、SMBx.x.xとなり、ここで x.x.xはバージョン番号です。

◦たとえば、SMB1.0.1です。

• Connector GUID。

◦ Android専用です。

◦たとえば、18502ABCです。

◦そのデバイスのシリアル番号に対応します。

◦匿名化ルールの下でサイトを参照する場合、フィールドは匿名化されます。

ブランド表示
モバイルブラウザでは、新しいウィンドウのページに企業ブランドを適用できます。モバイルブ

ラウザの設定ファイルの次のプロパティの設定により、このページをカスタマイズします。

•企業ロゴ。

◦イメージを表す Base 64でエンコードされた文字列に [cws_company_image]を設定しま
す。

◦端末またはコマンドプロンプトで次のコマンドを実行して、ロゴの Base 64エンコード
を取得します（Windowsユーザは OpenSSLをインストールする必要があります）。
$ openssl base64 -in corporateLogo.jpg

•企業テキスト。[Cws_company_text]に会社名を設定します。

•企業 URL。[Cws_company_url]に会社のホームページを設定します。

キャプティブポータルの検出
モバイルブラウザのキャプティブポータル検出機能により、キャプティブポータルネットワー

クに接続しているときでも、インターネットを閲覧することができます。キャプティブポータル

ネットワークはインターネットへのアクセスを許可する前にWebページにログインするように要
求するWi-Fiネットワークです。これらのネットワークは、一般的に空港、ホテル、コーヒー
ショップにあります。

iOSでは、オペレーティングシステムがキャプティブポータルネットワークを検出し処理しま
す。キャプティブポータルネットワークに接続すると、オペレーティングシステムがサインイ

ンページを表示し、ログインまたは接続要求のキャンセルを強制します。したがって、iOSモバ
イルブラウザはキャプティブポータルネットワークとの互換性のために特別な機能を必要とし
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ません。ただし、キャプティブポータルネットワークが、iOSキャプティブポータルネットワー
ク検出を改ざんたり、バイパスしようとすると、このようなネットワークは、モバイルブラウザ

と互換性がないことがあります。

Androidでは、オペレーティングシステムが部分的にキャプティブポータルネットワークを処理
します。キャプティブポータルネットワークにいつ接続されているかを検出することはできます

が、サインインまたは接続試行の破棄をユーザに強制しません。したがって、Androidのモバイ
ルブラウザには検出機能と処理機能が組み込まれています。Androidのモバイルブラウザはキャ
プティブポータルネットワークを検出すると、Cisco CWSへのトラフィックの転送を停止しま
す。Chromeなどの別のWebブラウザでは通常どおり、キャプティブポータルネットワークへサ
インインします。サインインすると、モバイルブラウザは広範囲のインターネットアクセスが

復元されたことを検出し、トラフィックを Cisco CWSにリダイレクトします。

一部のキャプティブポータルネットワークはプロキシをブロックします。TCPポート 8080は
モバイルブラウザで使用されます。このようなキャプティブポータルネットワークは、フェー

ルオープン機能が有効になっていないとモバイルブラウザとの互換性がありません。詳細に

ついては、フェールオープンまたはフェールクローズ, （272ページ）を参照してください。

（注）

信頼ネットワーク検出
信頼ネットワーク検出（TND）機能を使用すると、信頼ネットワークとして定義したネットワー
クに対し、モバイルブラウザがそのネットワーク上に存在する場合にそのことを認識できます。

モバイルブラウザが信頼ネットワーク上で使用されているとき、トラフィックはCisco CWSにリ
ダイレクトされません。代わりに、トラフィックはインターネットに直接送信されます。

この機能の使用例の 1つは、内部ネットワークを信頼ネットワークとして定義することです。こ
れにより、モバイルブラウザが社内Wi-FiまたはVPNに接続しているとき、イントラネットの内
部リソースにアクセスできるようになります。別の使用例としては、オンプレミスの Cisco CWS
Connectorまたはシスコのセキュリティ製品があり、モバイルブラウザのトラフィックをルーティ
ングして経由させたい場合です。

TNDは一連のビーコンサーバとポートを指定してモバイルブラウザが TLSハンドシェイクを試
行できるように構成されています。ビーコンサーバは、特別なソフトウェアを必要としません。

モバイルブラウザには、ビーコンサーバ用の証明書の SHA256チェックサムまたはフィンガープ
リントが提供されている必要があります。モバイルブラウザは、このサーバとのTLSハンドシェ
イクを試み、予想されたチェックサムとチェックサムを比較します。一致すると、モバイルブラ

ウザは信頼ネットワーク上にあることを認識して、Cisco CWSへのトラフィックの送信を停止し
ます。定義された複数の信頼ネットワークビーコンサーバがあれば、1つの一致が発生するま
で、順にポーリングが行われます。一致するものがない場合、モバイルブラウザは非信頼ネット

ワーク上にあることを認識して、そのトラフィックを Cisco CWSにプロキシします。

TNDポーリングは、ネットワークの変更時にトリガーされます。たとえば、Wi-Fiネットワーク
の変更、セルラーからWi-Fi、またはVPNへの接続の確立または切断などです。また、TNDポー
リングは、設定可能な秒数おきに発生します。モバイルブラウザのコンフィギュレーションファ
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イルのプロパティで cws_trusted_network_poll_intervalを設定することで、秒数を設定します。デ
フォルト値は 300秒です。

ビーコンサーバの設定

TNDビーコンサーバは [cws_trusted_network_beacons]プロパティを使用して設定ファイルで指定
されます。

プロパティは次の形式のストリングです。

BeaconServer_1:BeaconPort_1|SHA256HASH_1,BeaconServer_2:BeaconPort_2|SHA256HASH_2,
… , BeaconServer_N:BeaconPort_N|SHA256HASH_N

次に例を示します。

web.intranet.com:443|900fc753b7fec06eb30d092620244e0c83d78d6c0324612de068274a86077476,
ssh.intranet.com:22|343d7b76e59cbf9cb9d5b2d4917d7ab89b809ccd95e824fdeee5837dfb3471c6

サーバ証明書の SHA256ハッシュを取得する 1つの方法は、Unixターミナルで次のコマンドを使
用することです。

$ openssl s_client -connect web.intranet.com:443 2>/dev/null
</dev/null | openssl x509 -noout -fingerprint -sha256

SHA256 Fingerprint=
41:10:A0:6E:00:E1:4A:B4:C5:38:B0:DE:0C:98:68:40:9C:09:E1:04:D6:FD:BD:80:94:74:53:3D:D1:CD:23:AC

コロンを削除して取得してください。

4110A06E00E14AB4C538B0DE0C9868409C09E104D6FDBD809474533DD1CD23AC

フェールオープンまたはフェールクローズ
モバイルブラウザは、Cisco CWSに接続できない場合、動作を指定することができます。フェー
ルオープンを選択して、モバイルブラウザWebトラフィックがインターネットに直接移動する
か、フェールクローズを選択して、接続が復元するまですべてのモバイルブラウザWebトラ
フィックをブロックします。

フェールオープンまたはフェールクローズのシナリオをトリガーするイベントの例は次のとおり

です。

• Cisco CWSのインフラストラクチャのエラーや停止。

•ネットワークの DNS障害。

• TCPポート8080またはファイアウォールによってブロックされているCiscoCWSとの通信。

•ネットワークと Cisco CWSとの間のパケット損失。

•その他のネットワーク接続の問題。
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デフォルトでは、モバイルブラウザはフェールクローズします。フェールオープンは、モバイ

ルブラウザのコンフィギュレーションファイルの [cws_fail_open_enabled]プロパティを trueに変
更することで有効にすることができます。

キャプティブポータルネットワークが異なる方法で処理された特殊なケースです。詳細につ

いては、キャプティブポータルの検出, （270ページ）を参照してください。
（注）

フェールオープンが有効になっている場合、モバイルブラウザは一時的に Cisco CWSへのトラ
フィックのリダイレクトを無効にし、Cisco CWSが 60秒後に再び到達可能かどうかを確認しま
す。Cisco CWSが到達可能であれば、モバイルブラウザはトラフィックを Cisco CWSにリダイレ
クトします。到達可能でない場合は、必要に応じて 2分後、3分後、4分後、そして 8分ごとに、
別の試行が行われます。アプリケーションを完全に終了した場合、OSのマルチタスクメニュー
から閉じた後再度開きます。これによりフェールオープンの確認をトリガーします。
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