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ルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であ

れ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責

任になります。  

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。

添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。  

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the 
University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB’s public domain version of the UNIX operating 
system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.  
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責任を負わないものとします。  
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益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシス

コまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。  

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありませ

ん。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されて

います。説明の中に実際の IP アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然

の一致によるものです。  

シスコおよびシスコのロゴは、米国およびその他の国におけるシスコおよびその関連会社の商標を示します。シスコの商

標の一覧については、www.cisco.com/go/trademarks をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、そ

れぞれの所有者に帰属します。「パートナー」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味する

ものではありません  
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はじめに 
単一の Cisco UCS サーバ（UCS C220-M3 または UCS C220 M4）にインストールされる Cisco AMP Threat Grid ア
プライアンス（TGA）は、完全な AMP Threat Grid マルウェア分析プラットフォームを実現します。Threat Grid アプライア

ンスは、高度なマルウェアの分析によって脅威の詳細な分析およびコンテンツを提供する、安全できわめてセキュアなオン

プレミス環境を実現します。  

銀行、保険会社、医療サービスなどの、機密データを扱う多くの組織では、さまざまな法規制の遵守ルールやポリシー制

限などのガイドラインに従う必要があります。こうした規制により、マルウェア アーティファクトなど特定のタイプのファイル

は、マルウェア分析のためにネットワーク外部に送信することが禁止されています。Threat Grid アプライアンスをオンプレ

ミスで維持することにより、これらの組織はネットワークから出ることなく、疑わしいドキュメントとファイルをアプライアンスに

送信して分析できるようになります。 

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

テクニックを使用し、すべてのサンプルを分析できるようになります。アプライアンスでは、分析結果を数億もの分析済みマ

ルウェア アーティファクトと関連付け、マルウェア攻撃、キャンペーン、およびその配布状況をグローバルに把握できるよう

にします。  

観測された 1 つの活動および特性のサンプルを他の数百万ものサンプルとすみやかに関連付け、比較することで、過去

の履歴やグローバルな事例に照らして、その動作を十分に理解できます。この機能は、高度なマルウェアによる脅威と攻

撃から、セキュリティ チームが組織を効果的に守るのに役立ちます。 

対象読者 
このマニュアルは TGA 管理者ガイドです。本書は、Threat Grid アプライアンスを新たに導入する方法、およびアプライア

ンスを管理してマルウェア分析を最適化する方法について説明します。また、Threat Grid アプライアンスと、ESA や 
WSA アプライアンス、FireAMP プライベート クラウド デバイスなどの他のシスコ製品やサービスとの統合を担当する管

理者にも情報を提供します。 

Threat Grid アプライアンスのセットアップと設定の詳細については、Threat Grid アプライアンス製品のドキュメント ペー

ジで『Threat Grid Appliance Setup and Configuration Guide』を参照してください。 

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

じめインストールされた Linux サーバです。新しいアプライアンスを受け取ったら、まずオンプレミス ネットワーク環境に合

わせてセットアップおよび設定する必要があります。  

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

組織とユーザの管理、アプライアンスの更新、バックアップ、その他のサーバ管理タスクの実行を担当します。 

アップデート 
最新の機能とセキュリティ アップデートを確実にインストールするため、アプライアンスは更新してから使用することを推奨

します。 

「更新のインストール」の項で説明している手順に従って、新しいリリース更新プログラムの有無を確認し、インストール

します。  

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/amp-threat-grid-appliances/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/amp-threat-grid-appliances/products-installation-guides-list.html
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ドキュメンテーション 
Threat Grid アプライアンスのマニュアル（このドキュメント、『Threat Grid Appliance Setup and Configuration 
Guide』、書式設定されたリリース ノート、統合ガイドなどを含む）は、Cisco.com の Web サイトの内部リソース ページ

（「Install and Upgrade Guides」）で入手できます。このページには、現在と過去のアプライアンス リリースに関するマ

ニュアルへのリンクが掲載されています。 

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

ワーク インターフェイス、推奨するファイアウォール ルール、ネットワーク構成図、設定手順、その他のタスクを含む設定

の詳細情報が記載されています。 

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

注：書式設定された PDF 版の『Threat Grid Appliance Release Notes』も「Install and Upgrade Guides」
ページから入手できます。前述のリンクを参照してください。 

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

Threat Grid Portal のオンライン ヘルプと API マニュアル 
Threat Grid Portal の「Using Threat Grid」オンライン ヘルプ、API マニュアル、およびその他の情報は、Threat Grid 
Portal ヘルプのメイン ページから入手できます。 

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

マニュアルへのリンクを含む、「Help」ホーム ページが開きます。 

ESA/WSA アプライアンスのマニュアル 
Threat Grid アプライアンスと ESA または WSA アプライアンスを接続する方法の詳細については、ESA/WSA アプ

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

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

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

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

ライセンス 
Threat Grid ライセンスは [OpAdmin Configuration License] ページで管理します。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/amp-threat-grid-appliances/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html
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[Configuration] > [License] 

ライセンスについての質問がある場合は、support@threatgrid.com にお問い合わせください。  

レート制限   
API レート制限は、ライセンス契約条件に基づいてアプライアンス全体に適用されます。これは、API 送信にのみ影響し、

手動でのサンプル送信には影響しません。  

レート制限はカレンダー日ではなくローリング タイムの 24 時間の時間枠に基づきます。送信制限に達すると、次の API 
送信の再試行まで待機する時間を通知するメッセージとともに、429 エラーが返されます。  

前提条件 
このガイドでは、『Threat Grid Appliance Setup and Configuration Guide』で説明されている手順に従って初期セットアップ

と設定が完了しており、マルウェア サンプルの初期テストが正常に送信され、分析されていることを前提としています。  

管理 

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

図 1：起動時のシスコ画面 

 

 

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

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

ださい。 

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

図 2：TGSH ダイアログ  

 

 

注：TG アプライアンスがセットアップおよび設定された後は、TGSH ダイアログにパスワードが表示されなくなりますが、

OpAdmin インターフェイスへのアクセスおよびその設定には、このパスワードが必要です。  

パスワードを忘れた場合：このパスワードを忘れた場合の手順については、忘れたパスワードの回復を参照してください。 
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ログイン名とパスワード：デフォルト 

Threat Grid Portal UI 管理者  
• ログイン： 「admin」 

• パスワード：「changeme」 

TGA 管理者：OpAdmin および threatgrid ユーザ  
OpAdmin 管理者のパスワードは「threatgrid」ユーザのパスワードと同じです。これは OpAdmin インターフェイスで維持

されます。デフォルトの管理者パスワードは初期 TGA 設定中に変更されるので、この手順が実行された後は読み取り可

能テキストでは表示されなくなります。パスワードを忘れて、OpAdmin にログインできない場合は、下記の「忘れたパス

ワードの回復」の手順に従います。 

CIMC（Cisco Integrated Management Controller）  
• ログイン： 「admin」 

• パスワード：「password」 

忘れたパスワードの回復 
デフォルトの管理者のパスワードは、初期のアプライアンス設定および構成時の TGSH ダイアログでのみ表示されます。

初期設定が完了すると、パスワードは読み取り可能テキストで表示されなくなります。  

注：LDAP 認証は、複数の管理者がいる場合、TGSH ダイアログと OpAdmin ログインに使用できます。アプライアンスに 
LDAP 認証のみが設定されている場合、リカバリ モードでパスワードをリセットすると、認証モードが再設定され、システム 
パスワードでもログインできるようになります。 

管理者パスワードを忘れて、OpAdmin にログインできない場合は、次の手順を実行します。 

忘れた管理者パスワードのリセット 
1. アプライアンスを再起動します。  

起動中、以下のようにリカバリ モードを選択できるわずかな時間枠があります。 
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図 3：ブート メニュー - リカバリ モード 

 

Threat Grid のシェルが開きます。 

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

図 5：新しいパスワードの入力 

 

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

表示されることがあります。これは入力に影響を与えません。表示に関係なく入力を続けることができます。 

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

押します。パスワードは表示されません。 

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

再起動では新しいパスワードは保存されません。exit を入力しないと、すべてが問題ないように見えても、パスワー

ド変更は認識されずに廃棄されます。 

5. 次に、reboot コマンドを入力し、Enter を押して、通常モードでアプライアンスを開始します。 

更新プログラムのインストール 
Threat Grid アプライアンスを新しいバージョンに更新するには、『Threat Grid Appliance Setup and Configuration 
Guide』の説明に従って、初期セットアップと設定のステップを実行しておく必要があります。  

新しいアプライアンス：新しいアプライアンスが古いバージョンで出荷された場合、更新プログラムをインストールするには、

最初に初期設定を完了する必要があります。すべてのアプライアンス設定が実行されるまで更新プログラムを適用しない

でください。 

アプライアンスの更新プログラムは、ライセンスがインストールされるまでダウンロードされず、データベースを含む、アプラ

イアンスが完全に設定されていないと正しく適用されません。  

Threat Grid アプライアンスのアップデートを適用するには、OpAdmin Portal を使用します。  

更新は 1 方向です。新しいバージョンにアップグレードした後、以前のバージョンに戻すことはできません。 

更新をテストするには、分析用のサンプルを送信します。 
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1. [Operations] メニューの [Update Appliance] を選択します。  

更新ページが開き、アプライアンスの現在のビルドが表示されます。 

図 6：アプライアンスのバージョン番号 

 

 

2. [Check/Download Updates] をクリックします。アプライアンス ソフトウェアの最新の更新プログラム/バージョンが

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

注：ダウンロードに時間がかかる場合があります。 

• 1.0 から 1.0+hotfix2 への更新には約 15 分かかります。  

• 1.0 から 1.3 への完全なアップデートの適用（データ移行なし）には約 30 分かかります。 

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

アプライアンスのビルド番号/バージョンのルックアップ テーブル 
アプライアンスのビルド番号は、上記のように、[Updates] ページ（OpAdmin の [Operations] > [Update Appliance]）
で参照できます。  

アプライアンスのビルド番号は、次のリリース バージョン番号に対応します。 
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ビルド番号 リリース バージョン リリース日 注記 

2016.05.20170308211223.c92516ee.rel 2.2mfg 3/8/2017 製造のみの変更です。お客様

には影響しません。更新サーバ

を介して導入されません。 

2016.05.20170303034712.1b205359.rel 2.2 3/3/2017 ストレージの移行、プルーニン

グ、Mask UI、複数の配置更新 

2016.05.20170105200233.32f70432.rel 2.1.6 1/5/2017 LDAP 認証の追加 

2016.05.20161121134140.489f130d.rel 2.1.5. 11/21/2016 ElasticSearch5、CSA パ
フォーマンス修正 

2016.05.20160905202824.f7792890.rel 2.1.4 9/5/2016 基本的に製造に関係します。 

2016.05.20160811044721.6af0fa61.rel 2.1.3 8/11/2016 オフライン アップデート サポー

ト キー、M4 ワイプ サポート 

2016.05.20160715165510.baed88a3.rel 2.1.2 7/15/2016  

2016.05.20160706015125.b1fc50e5.rel-1 2.1.1 7/6/2016  

2016.05.20160621044600.092b23fc 2.1 6/21/2016  

2015.08.20160501161850.56631ccd 2.0.4 5/1/2016 2.1 更新の開始点。2.1 に更

新するには、2.0.4 である必要

があります。 

2015.08.20160315165529.599f2056 2.0.3 3/15/2016 AMP 統合の導入、CA 管理、

分割 DNS 

2015.08.20160217173404.ec264f73 2.0.2 2/18/2016  

2015.08.20160211192648.7e3d2e3a 2.0(1) 2/12/2016  

2015.08.20160131061029.8b6bc1d6 2.0 2/11/2016 ここから 2.0.1 に強制的に更新 

2014.10.20160115122111.1f09cb5f 1.4.6 

注：これは 2.0 アッ

プグレードの開始

点です。 

1/27/2016 2.0.4 更新の開始点 

2014.10.20151123133427.898f70c2 v1.4.5 11/25/2015  

2014.10.20151116154826.9af96403 v1.4.4   

2014.10.20151020111307.3f124cd2 v1.4.3   

2014.10.20150904134201.ef4843e7 v1.4.2   
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ビルド番号 リリース バージョン リリース日 注記 

2014.10.20150824161909.4ba773cb v1.4.1   

2014.10.20150822201138.8934fa1d v1.4   

2014.10.20150805134744.4ce05d84 v1.3   

2014.10.20150709144003.b4d4171c v1.2.1   

2014.10.20150326161410.44cd33f3 v1.2   

2014.10.20150203155143+hotfix1.b06f7b4f  v1.1+hotfix1   

2014.10.20150203155142.b06f7b4f v1.1   

2014.10.20141125162160+hotfix2.8afc5e2f  v1.0+hotfix2 

注：1.0+hotfix2 
は、更新システム

自体が大きなファイ

ルを破損させずに

処理できるように修

正する、必須の更

新プログラムです。 

  

2014.10.20141125162158.8afc5e2f v1.0   

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

• バージョン 1.1 以降のアプライアンスでは、次に説明するように、Web ベースの管理インターフェイス

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

ようになっています。 

• 1.3 現在、DHCP を使用するシステムでは、明示的に DNS を指定する必要があります。それ以前は必要ありま

せんでした。DNS サーバを明示的に指定していないシステムの 1.3 へのアップグレードは失敗します。 

更新のトラブルシューティング  
「database upgrade not successful」メッセージは、新しいアプライアンスが、サポートするバージョンより古いバージョン

の PostgreSQL を実行していることを意味します。 

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

前に修正する必要があります。  

詳細については、v2.0.1 のリリース ノートを参照してください。 

サポート：Threat Grid に関するお問い合わせ 
サポートが必要な場合、Threat Grid エンジニアにサポートを依頼するには、以下の方法があります。 
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• E メールは：お問い合わせを使用して、support@threatgrid.com へ電子メールを送信します。  

• サポート ケースのオープン：サポート ケースを開くには、Cisco.com ID が必要（または作成）です。また、注文

の請求書に記載されているサービス契約番号も必要になります。 

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

• コール：http://www.cisco.com/cisco/web/JP/support/index.html を参照してください 

 

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

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

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

• ネットワーク図または説明（該当する場合） 

• サポート モード（シェルまたは Web インターフェイス） 

• サポート依頼の詳細 

サポート対象のモード  
Threat Grid エンジニアのサポートを依頼すると、「サポート モード」を有効にするよう求められることがあります。これは 
Threat Grid のサポート エンジニアがアプライアンスにリモート アクセスできるライブ サポート セッションです。アプライア

ンスの通常の動作には影響しません。これは [OpAdmin Portal Support] メニューから実行できます。（TGSH ダイアロ

グから、従来の Face Portal UI から、また起動時にリカバリ モードで、サポート モードを有効にすることもできます） 

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

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

mailto:support@threatgrid.com
https://tools.cisco.com/ServiceRequestTool/scm/mgmt/case
http://www.cisco.com/cisco/web/JP/support/index.html
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図 7：OpAdmin がライブ サポート セッションを開始  

 

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

• support-snapshots.threatgrid.com 

• rash.threatgrid.com 

アクティブなサポート セッションの間、両方のサーバがファイアウォールにより許可されている必要があります。 

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

トラブルシューティングを行うのに役立ちます。  

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

2. スナップショットを取得します。  

3. スナップショットを取得した後で、.tar、.gz として自分でダウンロードするか、または [Submit] を押して、Threat Grid の
スナップショット サーバに自動的にスナップショットをアップロードすることができます。 
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バックアップ 
OpAdmin の [Operations] > [Backups] 

バックアップには、インストールされた SSL 証明書やネットワーク設定などのアプライアンスで現在アクティブな一連の設

定ファイルが含まれています。サンプル、ユーザ、組織に関するデータは含まれていません。 

複数のバックアップを作成し、アプライアンスからダウンロードできます。 

設定管理 
初期 Threat Grid アプライアンス設定は、『Threat Grid Appliance Setup and Configuration Guide』で説明されてい

る手順に従って、アプライアンス設定時に行います。  

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

Threat Grid 組織およびユーザ アカウントは、Threat Grid Portal UI 経由で（ナビゲーション バーの右上の [Welcome] 
メニューから）管理します。 

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

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

• ネットワーク インターフェイスの設定 

• OpAdmin 管理者のパスワードの表示 

• 更新プログラムのインストール 

• サポート モードの有効化 

• サポート スナップショットの作成および送信 

注：DHCP を使用して IP を取得する場合は、「ネットワーキング」の項の下にある「DHCP の使用」に進んでください。 

TGSH ダイアログ インターフェイスの設定方法 
1. TGSH ダイアログにログインします。  

注：LDAP のみの認証を設定した場合、LDAP を使用して TGSH ダイアログにログインできません。認証モードが 
[System Password or LDAP] に設定されている場合、TGSH ダイアログのログインはシステム ログインのみ許可

されます。 

2. TGSH ダイアログ インターフェイスで、[CONFIG_NETWORK] を選択します。  

[Network Configuration] コンソールが開き、現在のネットワーク設定が表示されます。 

3. 必要に応じて変更を行います。 

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

4. ダーティ ネットワークの [DNS Name] を空白のままにします。 
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5. ネットワーク設定の更新を終了した後で、タブ キーで下に移動し、[Validate] を選択して入力内容を検証します。  

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

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

6. [Apply] を選択して各種設定を適用します。  

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

7. [OK] を選択します。  

[Network Configuration Console] が更新され、入力した IP アドレスが表示されます。これで、ネットワークの設定

は完了しました。 

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

はリモート KVM 経由でアクセスできます。 

TGSH ダイアログに再接続する方法の 1 つは、ユーザ 「threatgrid」で管理 IP アドレスに SSH 接続することです。必要

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

の最初の手順で作成した新しい管理者パスワードのどちらかです。  

パスワードの更新 
パスワードを忘れた場合は、「はじめに」の項の「忘れたパスワードの回復」を参照してください。 

リカバリ モードでのネットワークの設定 
1. 再起動してブート メニューが表示されるまで待ちます。短い時間しか表示されないので、注意してください（上記の図 

3 ：ブート メニュー - サポート モードを参照してください）。 

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

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

4. netctl clean を入力し、以下の質問に答えてください。 

• Configuration type：static 

• IP Address：<クリーン IP アドレス>/<ネットマスク> 

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

• Routes：<空白> 

• 最後の質問に対して y と応答します。 

5. Exit と入力して設定を適用します。  

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

ます。 
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メイン設定管理 - OpAdmin Portal 
初期セットアップおよび設定ウィザードの説明については、『Threat Grid Appliance Setup and Configuration Guide』
を参照してください。新しいアプライアンスでは、管理者が追加の設定を行う必要があります。また、時間の経過に伴い、

OpAdmin の設定の更新が必要になることがあります。  

OpAdmin Portal は、Threat Grid アプライアンス管理者向けの主要な設定インターフェイスです。このインターフェイスは 
Web ポータルで、TGA の管理インターフェイスで IP アドレスを設定した後に使用できるようになります。   

OpAdmin は、アプライアンスを設定するための推奨ツールであり、実際、アプライアンスの設定の多くは OpAdmin を使

用しなければ行うことができません。OpAdmin は、以下を含む重要な Threat Grid アプライアンスの設定を構成および

管理するために使用します。 

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

• Threat Grid ライセンス 

• レート制限 

• SMTP 

• SSH 

• SSL 証明書 

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

• NTP サーバ  

• サーバ通知 

• syslog メッセージおよび Threat Grid 通知のリモート サーバの設定 

• CA 証明書管理（FireAMP プライベート クラウド統合用） 

• LDAP 認証 

• サードパーティの検出と統合サービス（ClamAV、OpenDNS、Titanium Cloud、および VirusTotal を含む） 

 

注：設定中に IP アドレスとの接続が中断される可能性を低くするために、OpAdmin での設定変更は 1 回のセッションで

完了する必要があります。 

注：OpAdmin はゲートウェイ エントリを検証しません。間違ったゲートウェイを入力して保存すると、OpAdmin インター

フェイスにアクセスできなくなります。管理インターフェイスでこうなった場合は、コンソールを使用してネットワーク設定を修

正する必要があります。管理インターフェイスがまだ有効であれば、OpAdmin で修正して再起動することによって問題を

解決できます。 

注意：OpAdmin は、HTTPS を使用します。ブラウザで管理 IP を指定するだけでは不十分です。次をポイントする必要が

あります。  

https://adminIP/  

または  

https://adminHostname/ 
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SSH キー  
SSH キーを設定することによって、Threat Grid アプライアンス管理者は SSH を使用して TGSH ダイアログ

（threatgrid@<host>）にアクセスできるようになります。  

これによりルートへのアクセスやコマンド シェルが提供されることはありません。複数のキーを追加することができます。 

[Configuration] > [SSH] 

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

でなく、syslog メッセージと Threat Grid 通知を受信するようにリモート syslog サーバを設定することもできます。 

1. OpAdmin の [Configuration] > [Syslog] の順に選択します 

2. 表示されるフィールドにサーバ DNS を入力した後、ドロップダウン リストからプロトコルを選択します（デフォルトの 
[TCP] または [UDP] を選択できます）。 

3. [Verification] ボックスをオンにします。これにより、[Save] をクリックした時点で、DNSルックアップが実行されます。

ホストがその名前を解決できない場合は、エラーが出力され、（有効なホスト名を入力するまで）ホスト名は保存されま

せん。  

[Verification] ボックスをオンにしなければ、アプライアンスは DNS で有効な名前であるかどうかにかかわらず、任

意の名前を受入れます。 

4. [Save] をクリックします。 

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

OpAdmin および TGSH ダイアログの LDAP 認証の設定 
2.1.6 リリースには LDAP 認証が含まれ、OpAdmin と TGSH ダイアログのログインの認可は、Threat Grid アプライア

ンスに追加されました。以前は、OpAdmin と TGSH ダイアログ インターフェイスのパスワードは 1 つだけだったので、複

数のアプライアンス管理者がいる場合は、パスワードを共有する必要がありました。これはよくない考えであるだけでなく、

そのシナリオを避けることが多くのお客様の要件でもあります。その対処法として LDAP 認証を実装しました。  

ドメイン コントローラまたは LDAP サーバで管理するさまざまなクレデンシャルを持つ複数のアプライアンス管理者を認証

できるようになりました。LDAP 設定は単純ではないので、設定する前に詳細を完全に理解して、この手順を注意して行う

ことを推奨します。 

認証モードは、[System Password Only]、[System Password or LDAP]、[LDAP Only] のいずれかです。 

3 つの LDAP プロトコル オプション、[LDAP]、[LDAPS]、[LDAP with STARTLS] があります。 

次のことに注意してください。 

• 「デュアル」認証モード（[System Password or LDAP]）は、LDAP の設定時に、誤ってアプライアンスからロック

されてしまうことを避けるために必要です。[LDAP Only] の選択は最初は許可されていないので、デュアル モー

ドで、まず動作することを確認する必要があります。初期設定後に OpAdmin のログアウトが必要で、その後

で、[LDAP Only] に切り替えるために LDAP クレデンシャルを使用して再度ログインします。 

• [LDAP Only] 認証を設定した場合、LDAP を使用して TGSH ダイアログにログインのみできます。認証モードが 
[System Password or LDAP] に設定されている場合、TGSH ダイアログのログインはシステム ログインのみ

許可されます。 
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• アプライアンスに LDAP 認証のみ（[LDAP Only]）が設定されている場合、リカバリ モードでパスワードをリセット

すると、認証モードが再設定され、システム パスワードでもログインできるようになります。 

• メンバーシップを制限するための認証フィルタが設定されていることを確認します。 

• TGSH ダイアログと OpAdmin は [LDAP Only] モードでのみ LDAP クレデンシャルを必要とします。[LDAP 
Only] に設定すると、TGSH ダイアログはシステム パスワードを要求せず、LDAP ユーザとパスワードを要求し

ます。 

• 認証が [System Password or LDAP] に設定されている場合、TGSH ダイアログは、システム パスワードのみ

要求し、両方ではありません。 

• LDAP のトラブルシューティング：壊れたらリカバリ モードでパスワード リセットを実行することで無効にします。 

• SSH 経由での TGSH ダイアログ アクセス： [LDAP Only] モードの時には SSH 経由での TGSH ダイアログ ア
クセス用の LDAP クレデンシャルに加えて、システム パスワードまたは設定済みの SSH キーが必要です。 

• LDAP はクリーン インターフェイスからの発信です。 

LDAP 認証の設定方法 
1. OpAdmin で、[Configuration] > [LDAP] を選択します。LDAP 設定 ページが開きます。 

図 8：LDAP 認証設定 
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2. 各フィールドに値を指定します。 

各フィールドの横にある [?Help] ボタンをクリックして、詳細な説明と情報を表示します。 

LDAP 認証を最初に設定するときは、[System Password or LDAP] を選択し、OpAdmin をログアウトしてから、設

定を変更して [LDAP Only] を実装するために、LDAP クレデンシャルを使用して再度ログインするという点に注意し

てください。 

3. [Save] をクリックします。 

次に、ユーザが OpAdmin または TGSH ダイアログにログインするときには、次が表示されます。 

図 9：[LDAP Only] 

 

 

図 10：[System Password or LDAP] 
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サードパーティ検出とエンリッチメント サービスの設定 
バージョン 2.2 では、OpenDNS、TitaniumCloud、VirusTotal などの複数のサードパーティ検出とエンリッチメント サー

ビスとの統合を、新しい統合設定ページを使用してアプライアンスで設定できます。  

OpAdmin で、[Configuration] > [Integrations] の順に選択し、統合設定ページを開きます。 

必要な認証またはその他の値を入力し、[Save] をクリックします。 

OpenDNS： OpenDNS を設定しない限り、ポータルの分析レポートの [Domains] エンティティ ページの「whois」情報

（UI の Mask バージョン）は表示されないことに注意してください。 

図 11：統合設定 

 

デフォルトで自動的に毎日更新される ClamAV シグネチャ 
2.2 更新プログラムを使用すると、ClamAV シグネチャは自動的に毎日更新できます。これはデフォルトで有効になり、新

しい統合設定ページ（上記）から無効にすることもできます。 
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再設定 
設定の変更が行われると、ライト ブルーのアラートが [Configuration] メニューの下に表示されます。OpAdmin 設定を

更新した場合、別の手順で再設定を保存する必要があります。 

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

図 12：[Reconfigure Now] 

 

2. [Reconfigure] をクリックし、アプライアンスに変更を適用します。 

DHCP の使用  
ほとんどのアプライアンス ユーザは DHCP により設定されたネットワークを使用しません。ただし DHCP を使用するよう

に設定されたネットワークに接続している場合は、この項を参照してください。 

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

は、以下の「ネットワーク設定と DHCP」を参照してください。 

TGSH ダイアログには、OpAdmin Portal インターフェイスにアクセスし、設定するために必要な情報が表示されます。  

DHCP の IP アドレスは、アプライアンスの起動直後に表示されないことがあります。しばらくお待ちください。 
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DHCP の明示的 DNS  
v1.3 以降、DHCP を使用するシステムでは明示的に DNS を指定する必要があります。それ以前は必要ありませんでし

た。DNS サーバを明示的に指定していないシステムの 1.3 へのアップグレードは失敗します。 

図 13：TGSH ダイアログ（DHCP を使用するように設定されたネットワークに接続） 

 

 

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

• Application URL：クリーン ネットワーク。  

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

• ダーティ ネットワークは表示されません。 

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

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

永続的に DHCP を使用する場合、管理 IP アドレスを静的に変更する必要がなければ、追加のネットワーク設定は不要です。 

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

アドレスに調整する必要がある場合は、次の手順に従ってください。 

注：OpAdmin はゲートウェイ エントリを検証しません。間違ったゲートウェイを入力して保存すると、OpAdmin インター

フェイスにアクセスできなくなります。管理インターフェイスでこうなった場合は、コンソールを使用してネットワーク設定を修

正する必要があります。管理インターフェイスがまだ有効であれば、OpAdmin で修正して再起動することによって問題を

解決できます。 

 

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

が付いていますが、DHCP ネットワーク設定はまだ完了していません）。 

[Network Configuration] ページが開きます。  
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Clean 
2. IP 割り当て。ドロップダウンから [Static] を選択します。 

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

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

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

を検証します。 

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

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

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

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

ます。 

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

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

SMTP/電子メール 
電子メール設定は [Email] ページで管理します。 

時間 
NTP サーバは、[Date and Time] ページで管理します。  

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

SSL 証明書と Threat Grid アプライアンス 
Threat Grid アプライアンスを通過するネットワーク トラフィックは、SSL を使用してすべて暗号化されます。SSL 証明書を

管理する方法の詳細は、このガイドの説明範囲外です。ただし、ESA/WSA アプライアンス、FireAMP プライベート クラウ

ド、およびその他の統合と Threat Grid アプライアンスとの接続をサポートするように SSL 証明書をセットアップするため

の手順に役立つ情報を以下に示します。  

SSL を使用するインターフェイス 
SSL を使用する Threat Grid アプライアンスには、次の 2 つのインターフェイスがあります。 
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• Threat Grid Portal の UI と API、および統合（ESA/WSA アプライアンス、FireAMP プライベート クラウド配置

更新サービスなど）用のクリーン インターフェイス 

• OpAdmin Portal 用の管理インターフェイス。  

サポートされる SSL/TLS のバージョン  
• TLSv1.0 

• TLSv1.1 

• TLSv1.2 

お客様提供の CA 証明書のサポート 
2.0.3 リリースでは、お客様提供の CA 証明書がサポートされるようになりました。お客様ご自身で信頼できる証明書また

は CA 証明書をインポートできます。 

SSL 証明書 - 自己署名デフォルト 
Threat Grid アプライアンスは、自己署名 SSL 証明書とキーのセットがインストールされて出荷されます。1 つのセットが

クリーン インターフェイス用で、もう一つのセットが管理インターフェイス用です。アプライアンスの SSL 証明書は、管理者

が置き換えることができます。 

デフォルトの Threat Grid アプライアンスの SSL 証明書のホスト名（共通名）は「pandem」で、10 年間有効です。設定時

に Threat Grid アプライアンスに別のホスト名を割り当てると、証明書内のホスト名と CN が一致しなくなります。また、証

明書内のホスト名は接続先の ESA/WSA アプライアンスまたはその他の統合先のシスコ デバイスまたはサービスによっ

て想定されているホスト名とも一致する必要があります。これは、多くのクライアント アプリケーションにおいて、証明書内

の CN がアプライアンスのホスト名と一致する SSL 証明書を必要とするためです。  

インバウンド接続用の SSL 証明書の設定 
ESA/WSA アプライアンスや FireAMP プライベート クラウドなどのその他のシスコ製品は、Threat Grid アプライアンスと

統合して、それにサンプルを送信することができます。このような統合は Threat Grid アプライアンスから見ればインバウ

ンド接続になります。統合先のアプライアンスやその他のデバイスは、Threat Grid アプライアンスの SSL 証明書を信頼

できる必要があるため、それを TGA からエクスポート（最初に CN フィールド内で正しいホスト名が使用されていることを

確認してから、必要に応じて再生成または交換する）して、統合先のアプライアンスまたはサービスにインポートする必要

があります。 

インバウンド SSL 接続に使用される Threat Grid アプライアンス上の証明書は、[SSL Certificate Configuration] ペー

ジで設定します。クリーン インターフェイスと管理インターフェイス用の SSL 証明書は別々に設定することができます。 

[OpAdmin] > [Configuration] > [SSL] の順に選択します。[SSL Certificate configuration] ページが開きます。 
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図 14：SSL 証明書設定用ページ 

 

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

CN 検証 
[SSL Certificate Configuration] ページで、色付きの鍵マークのアイコンは、TG アプライアンス上の SSL 証明書のス

テータスを示します。ホスト名は、SSL 証明書内で使用される CN（「共通名」）と一致する必要があります。一致しない場合

は、現在のホスト名を使用する証明書と交換する必要があります。後述の「SSL 証明書の置き換え」を参照してください。 

• 緑色の鍵マークのアイコンは、クリーン インターフェイスのホスト名が SSL 証明書で使用されている CN（「共通

名」）と一致していることを意味します。 

• 黄色の鍵マークのアイコンは、管理インターフェイスのホスト名がその SSL 証明書の CN と一致していないこと

を示す警告です。この証明書は、現在のホスト名を使用する証明書と置き換えることが必要になります。  

SSL 証明書の置き換え 
SSL 証明書は、さまざまな理由から、特定の時点で交換する必要があります。たとえば、期限切れになったり、ホスト名が

変更されたりした場合です。また、Threat Grid アプライアンスとその他のシスコ デバイスおよびサービス間の統合をサ

ポートするために SSL 証明書を追加または交換しなければならない場合もあります。  

ESA/WSA アプライアンスとその他の CSA シスコ統合デバイスでは、共通名が Threat Grid アプライアンスのホスト名と一

致する SSL 証明書が必要な場合があります。この場合、デフォルトの SSL 証明書を置き換えて、同じホスト名を使用する

新しい SSL 証明書を生成する必要があり、このホスト名から Threat Grid アプライアンスにアクセスすることになります。 

Threat Grid アプライアンスと FireAMP プライベート クラウドを統合してその配置更新サービスを使用する場合は、

FireAMP プライベート クラウド SSL 証明書をインストールする必要があるため、Threat Grid アプライアンスは接続を信

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

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

• SSL 証明書のダウンロード 

• 新しい SSL 証明書のアップロード。これは、市販の SSL や会社の SSL にすることも、OpenSSL を使用して自

分で作成することもできます。 

• 独自の SSL 証明書の生成 - OpenSSL を使用した例 

これについては、以降の項を参照してください。 

SSL 証明書の再生成 
この方法は、v1.3 よりも前の Threat Grid アプライアンスで、OpenSSL や他の SSL ツールを使用して新しい SSL 証明

書を手動で生成する必要があった方法に代わるものです。ただし、この方法は、後述の独自の SSL 証明書の生成 - 
OpenSSL を使用した例の項で説明されているように未だに有効です。 

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

OpAdmin の [SSL Certificate Configuration] ページで、[Regenerate] をクリックします。証明書の CN フィールドでア

プライアンスの現在のホスト名を使用する新しい自己署名 SSL 証明書が Threat Grid アプライアンス上で生成されます。

CN 検証の鍵マークのアイコンが緑色で表示されます。再生成した証明書（.cert ファイル）は、次の項の説明に従ってダ

ウンロードし、統合先のアプライアンスにインストールすることができます。 

SSL 証明書のダウンロード 
キーではなく、Threat Grid SSL 証明書をダウンロードして統合先のデバイスにインストールできるため、TG アプライアン

スからの接続を信頼することができます。この手順に必要なのは .cert ファイルだけです。 

1. OpAdmin の [SSL Certificate Configuration] ページで、取得する証明書の横にある [Download] をクリックしま

す。SSL 証明書がダウンロードされます。  

2. 次に、他の SSL 証明書のインストールと同様に、ダウンロードした SSL 証明書を ESA/WSA アプライアンス、

FireAMP パブリック クラウド、またはその他の統合先のシスコ製品にインストールします。  

SSL 証明書のアップロード 
組織内で市販のまたは会社の SSL 証明書をすでに運用している場合は、それを使用して TGA 用の新しい SSL 証明書

を生成したり、ESA/WSA デバイスやその他の統合先のデバイス上の CA 証明書を使用したりできます。  

独自の SSL 証明書の生成 - OpenSSL を使用した例 
社内で SSL 証明書インフラストラクチャがまだ稼働しておらず、その証明書を他の手段で取得できない場合などは、手動で

独自の SSL 証明書を生成する方法もあります。そうすれば、その証明書を前述したようにアップロードすることができます。 

次に、「Acme Company」用の新しい自己署名 SSL 証明書を生成するためのコマンドの例を示します。この例では、

OpenSSL 証明書、キー、およびその他のファイルを作成および管理するための標準のオープン ソース SSL ツールであ

る OpenSSL を使用します。 

注： OpenSSL はシスコ製品ではないため、シスコでは OpenSSL に関するテクニカル サポートは提供していません。

OpenSSL の使用に関するその他の情報は、Web で検索してください。シスコでは、SSL 証明書を生成するための SSL 
ライブラリの Cisco SSL を提供しています。  
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openssl req -x509 -days 3650 -newkey rsa:4096 -keyout 
tgapp.key -nodes -out tgapp.cert -subj "/C=US/ST=New 
York/L=Brooklyn/O=Acme Co/CN=tgapp.acmeco.com" 

 
• openssl： OpenSSL。 

• req： X.509 証明書署名要求（CSR）を使用することを指定します。「X.509」とは、SSL および TLS でキーと証

明書の管理に使用する公開キー インフラストラクチャの標準です。新しい X.509 証明書を作成するため、この

サブコマンドを使用しています。 

• -x509：このオプションにより、証明書署名要求を生成するのではなく、自己署名証明書を生成するとユーティリ

ティに指示することで、前のサブコマンドが変更されます。 

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

に設定しています。 

• -newkey rsa:4096：このオプションでは、新しい証明書と新しいキーを同時に生成することを指定します。前の

手順で証明書に署名するために必要なキーを作成しなかったため、証明書とともにキーを作成する必要がありま

す。rsa:4096 の部分は、長さが 4096 ビットの RSA キーを生成するように指示します。 

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

• -nodes：このオプションは、作成する証明書をパスフレーズでセキュリティ保護するためのオプションをスキップ

するように OpenSSL に指示します。アプライアンスでは、サーバの起動時にユーザの介入なしでファイルを読

み込むことができる必要があります。再起動後ごとにパスフレーズを入力する必要があるため、パスフレーズに

よって、これが実行されなくなります。 

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

• -subj：例： 

C=US：国。 

ST= New York：州。 

L=Brooklyn：場所。 

O=Acme Co：所有者の名前。 

CN=tgapp.acmeco.com： Threat Grid アプライアンスの FQDN（「完全修飾ドメイン名」）を入力します。これ

には、Threat Grid アプライアンスのホスト名（この例では「tgapp」）に、最後に関連付けられたドメイン名

（「acmeco.com」）を付加して指定します。  

重要：少なくとも Threat Grid アプライアンスのクリーン インターフェイスの FQDN と一致するように共通名を変

更することが必要になります。 

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

サポートする機能が含まれています。  

DNS の設定 
デフォルトで、DNS はダーティ インターフェイスを使用します。統合ではクリーン インターフェイスが使用されるために、

FireAMP プライベート クラウドなどの統合先のアプライアンスまたはサービスのホスト名がダーティ インターフェイス経由

で解決できない場合は、クリーン インターフェイスを使用する別の DNS サーバを OpAdmin で設定することができます。 

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

CA 証明書管理 
リリース 2.0.3 で追加された機能の 1 つが、アウトバウンド SSL 接続用の CA 証明書管理信頼ストアに関する新しい

ページです。これにより、TGA は、FireAMP プライベート クラウドを信頼して、分析の結果、悪意があると判断されたサン

プルを通知することができます。   

 

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

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

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

または 

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

3. [Import] をクリックします。 

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

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

2. [FireAMP Private Cloud URL] と、FireAMP 設定ポータルで指定された管理者ユーザ名とパスワードを入力して、

[Config] をクリックします。  

 

 

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

「CSA 統合」： Threat Grid アプライアンスと ESA/WSA アプライアンスの統合は、Cisco Sandbox API（「CSA API」）に
よって可能になります。この統合は、「CSA 統合」とも呼ばれています。 

統合先の ESA/WSA アプライアンスは、分析用のサンプルを送信する前に、Threat Grid アプライアンスに登録する必要

があります。統合先の ESA/WSA を Threat Grid アプライアンスに登録するには、その前に ESA/WSA の管理者が、ま

ずそれらのアプライアンスとネットワーク環境に対して SSL 証明書接続を適切にセットアップする必要があります。  

ここでは、Threat Grid アプライアンスを統合先の ESA/WSA アプライアンスやその他のシスコ製品と通信するように設定

するために必要な手順について説明します。 

ESA/WSA のマニュアルへのリンク 
ご使用の ESA/WSA のオンライン ヘルプまたはユーザ ガイドの「Enabling and Configuring File Reputation and 
Analysis Services」の手順を参照してください。（Threat Grid アプライアンスは、これらのマニュアルでは「分析サービス」

または「プライベート クラウド ファイル分析サーバ」と呼ばれます） 

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

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

統合プロセスの概要 
はじめる前に：ここでは、Threat Grid アプライアンスと ESA/WSA アプライアンスやその他の CSA 統合の間の接続（イ

ンバウンド）の設定手順の概要を説明します。  

各手順の詳細な説明を含む表をこの項の後に示します。 

Threat Grid アプライアンス SSL 証明書 SAN または CN は、現在のホスト名と ESA/WSA の想定と一致する必要があ

ります。 

Threat Grid アプライアンス SSL 証明書 SAN（「Subject Alternative Name」、定義されている場合）または CN
（「Common Name」）はホスト名および ESA/WSA の想定とも一致する必要があります。統合先の ESA/WSA アプ

ライアンスとの接続を成功させるためには、統合先の ESA/WSA アプライアンスが Threat Grid アプライアンスを識

別するためのホスト名とも一致する必要があります。 

要件によっては、Threat Grid アプライアンス上で自己署名 SSL 証明書を再生成しなければならない場合がありま

す。その場合は、SAN/CN フィールド内の現在のホスト名を使用して、それを作業環境にダウンロードし、統合先の 
ESA/WSA アプライアンスにアップロードしてインストールする必要があります。  

または、会社の SSL 証明書か市販の SSL 証明書（または手動で生成した証明書）をアップロードすることによって、

現在の TGA SSL 証明書を置き換える必要があります。 

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

接続の確認： 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html
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SSL 証明書の設定が完了すると、次のステップは ESA/WSA アプライアンスが Threat Grid アプライアンスと通信

できることを確認することです。 

Cisco ESA/WSA アプライアンスが、ネットワークを介して Threat Grid アプライアンスのクリーン インターフェイスに

接続できる必要があります。 

TGA と ESA/WSA アプライアンスが相互に通信できることを確認するために、ご使用の製品の該当するガイドの手

順を実行してください。（上記リンクを参照してください）  

ESA/WSA ファイル分析設定を実行します。 

ファイル分析セキュリティ サービスを有効にし、詳細を設定します。 

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

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

ンスに登録されます。 

接続先のデバイスの登録時に、新しい Threat Grid のユーザがデバイス ID をログイン ID として使用して作成され、

新しい組織が同じ ID に基づく名前で作成されます。新しいデバイス ユーザ アカウントは、次の項で説明されている

ように、管理者によってアクティブにする必要があります。 

Threat Grid アプライアンスで新しい ESA/WSA アカウントを有効化します。 

ESA/WSA アプライアンスまたはその他の統合が Threat Grid アプライアンスに接続してそれ自体を登録すると、新

しい Threat Grid ユーザ アカウントが自動的に作成されます。このユーザ アカウントの初期ステータスは「de-
activated」です。他の Threat Grid ユーザと同様に、マルウェア サンプルを分析用に送信するためにデバイス ユー

ザ アカウントを使用するには、Threat Grid アプライアンス管理者がそのデバイス ユーザ アカウントを手動で有効に

する必要があります。  

ESA/WSA の統合プロセスの手順 
この接続は Threat Grid アプライアンスから見れば受信です。  

この統合は CSA API を使用します。  

接続先で実行する必要のあるタスクの詳細については、ESA および WSA のユーザ ガイドを参照してください。 

 

手順 Threat Grid アプライアンス（「TGA」） ESA/WSA/その他の CSA API の統合 

1 Threat Grid アプライアンス（TGA）を通常どおり

に（つまり、まだ統合が存在しない状態で）セット
アップして設定します。 

更新プログラムがあるかどうかを確認し、あれば
インストールします。 

 

2  ESA/WSA アプライアンスを通常どおりに（つま

り、まだ統合が存在しない状態で）セットアップして
設定します。  
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手順 Threat Grid アプライアンス（「TGA」） ESA/WSA/その他の CSA API の統合 

3 TGA SSL 証明書 SAN または CN は、現在の

ホスト名と ESA/WSA の想定と一致する必要

があります 

自己署名された SSL 証明書を使用するには、

次の手順に従います。  

必要に応じて、デフォルトを置き換えるための

新しい SSL 証明書（Threat Grid アプリケー

ションの、クリーン インターフェイスで）を生成

し、それを ESA/WSA アプライアンスのデバイ

スにダウンロードしてインストールします。（TGA 
SSL 証明書については、前述の項SSL 証明書

と Threat Grid アプライアンスで説明されてい

ます） 

SAN または CN として AMP Threat Grid アプ

ライアンスのホスト名がある証明書を生成してく

ださい。AMP Threat Grid アプライアンスから

のデフォルトの証明書は機能しません。  

IP アドレスではなくホスト名を使用します。 

 

4  接続の確認 

Cisco ESA/WSA アプライアンスが、ネットワーク

を介して Threat Grid アプライアンスのクリーン 
インターフェイスに接続できる必要があります。 
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手順 Threat Grid アプライアンス（「TGA」） ESA/WSA/その他の CSA API の統合 

5  TG アプライアンスの統合用の ESA/WSA アプラ

イアンスを設定します。 

手順についての詳細は、ESA/WSA のガイドを

参照してください。次の手順は ESA 固有です

が、これが現在最も一般的なタイプの統合です 

1. [Security Services] > [File Reputation 
and Analysis] の順に選択します。 

2. [Enable]をクリックします。 

3. [グローバル設定を編集（Edit Global 
Settings）] をクリックします。 

ファイル分析分析は、デフォルトで有効になっ

ています。[Enable File Analysis] のチェッ

クを外さなければ、ファイル分析機能キーは
次のコミット後にアクティブ化されます。 

4. [File Analysis] セクションで、分析用にクラウ

ドに送信するファイルの種類を選択します。 

5. ESA または WSA のガイドに従って、必要

に応じて [Advanced Settings for File 
Analysis] を設定します。 

ファイル分析サーバ URL ： 

[Private Cloud] を選択します。 

Server: 

オンプレミス Cisco AMP Threat Grid ア
プライアンスの URL。  

この値と証明書には、IP アドレスではなく

ホスト名を使用します。  

SSL 証明書： 

オンプレミス Cisco AMP Threat Grid ア
プライアンスから生成された自己署名証明
書をアップロードします。  

最後にアップロードされた自己署名証明書
が使用されます。最新の証明書より前にアッ
プロードされた証明書にアクセスすることは
できません。必要ならば、該当する証明書を
再びアップロードします。  

6. 変更を送信し、保存します。  

ページの下部に表示されるファイル分析ク

ライアント ID を確認します。これはステップ 
7 でアクティブ化する必要がある「ユーザ」を

特定します。 
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手順 Threat Grid アプライアンス（「TGA」） ESA/WSA/その他の CSA API の統合 

  Threat Grid アプライアンスへの登録は自動的 

Threat Grid アプライアンスが記載された電子

メール セキュリティ アプライアンスや Web セ
キュリティ アプライアンスの登録は、ファイル分
析用に設定を送信すると自動的に発生します。

ただし、ステップ 7 に示すように、登録をアク

ティブ化する必要があります。 

7 Threat Grid アプライアンスの新しいデバイス 
ユーザ アカウントのアクティブ化 

1. 管理者として Threat Grid Portal UI にロ

グインします。 

2. ナビゲーション バーの [Welcome] メニュー

から [Manage Users] を選択します。

[Threat Grid Users] ページが開きます。 

3. デバイス ユーザ アカウントの [User 
Details] ページを開きます（探すために検

索を使用する必要がある場合がありま

す）。  
ユーザの現在のステータスは「de-
activated」です。 

4. [Re-Activate User] をクリックします。ダ

イアログが表示されて確認を求めます。 

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

 

 

 

これで、ESA/WSA またはその他の統合するアプライアンスやデバイスが、Threat Grid アプライアンスと接続を開始でき

るようになります。 
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Cisco FireAMP プライベート クラウドへの Threat Grid アプライアンス

の接続 
特に、新しいアプライアンスを設定する場合は、Threat Grid アプライアンス配置更新サービスと FireAMP プライベート ク
ラウド統合の設定タスクを次の順序でデバイス上で実行する必要があります。すでにセットアップして設定されているアプ

ライアンスを統合する場合は、順序はそれほど重要ではありません。 

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

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

 

手順 Threat Grid アプライアンス（「TGA」） FireAMP プライベート クラウド 

1 Threat Grid アプライアンス（TGA）を通常どおりに（つ

まり、まだ統合が存在しない状態で）セットアップして設

定します。 

更新プログラムがあるかどうかを確認し、あればインス

トールします。 

 

2  FireAMP プライベート クラウドを通常どおりに

（つまり、まだ統合が存在しない状態で）セット

アップして設定します。 

3  TGA 統合用に FireAMP プライベート クラウ

ドを設定します。 

[Integrations] > [Threat Grid] の順に選択し

て、[Connection to Threat Grid] セクション

に移動します。  

Threat Grid アプライアンスとの接続を完了す

るには、それを信頼する必要があります。

DNS ホスト名、SSL 証明書、および API キー

が必要です。 

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

3.1 SSL 証明書： -  

Threat Grid アプライアンスの OpAdmin インターフェ

イスで、[Configuration] > [SSL] の順に選択します 

必要に応じて、デフォルトを置き換えるための新しい 
SSL 証明書を再生成し、それを FireAMP プライベート 
クラウド デバイスにダウンロードしてインストールしま

す。（TGA SSL 証明書については、SSL 証明書と 
Threat Grid アプライアンスで説明されています。） 

ホスト名 

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

API キー： 

API キーは、統合に使用するアカウントの [User 
Details] ページの Threat Grid Face Portal UI で見つ

かる場合があります。 

1. Threat Grid Portal UI に移動します。  

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

ます。 

3. 統合のユーザ アカウントの [User Details] 
ページ（必要に応じて検索を使用）に移動し
て、API キーをコピーします。これは、「管理

者」ユーザである必要はなく、Threat Grid ア
プライアンス上でこの目的のために特別に作
成された別のユーザにすることもできることに
注意してください。 
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手順 Threat Grid アプライアンス（「TGA」） FireAMP プライベート クラウド 

3.2  [Connection to Threat Grid] フィールドに値

を入力します。 

1. TGA ホスト名を入力します 

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

3. TGA SSL 証明書ファイルを選択し

ます。 

4. [Save Configuration] をクリックし

ます。 

5. [Test Connection] をクリックします。 

6. 接続テストに通過したら、FireAMP プ
ライベート クラウド上で再設定を実行

して変更を適用する必要があります。 

技術的には、これによって、AMP が Threat 
Grid アプライアンスと対話できるようになり、こ

の時点でサンプルを TG に送信できます。ただ

し、配置更新サービスをセットアップするため

の残りの手順を実行して、配置結果を TGA に
伝達する必要があります。 

（詳細については、FireAMP プライベート クラ

ウドのユーザ マニュアルを参照してください） 

4 配置更新サービスの設定 

次の手順では、配置更新サービスの設定方法について

説明します 

 

4.1 必要に応じて DNS を設定します。 

FireAMP 統合には、クリーン インターフェイスが使用さ

れます。ただし、デフォルトで、DNS はダーティ インター

フェイスを使用します。FireAMP プライベート クラウド ホ
スト名がダーティ インターフェイス経由で解決できない場

合は、クリーン インターフェイスを使用する別の DNS 
サーバを OpAdmin で設定することができます。  

OpAdmin で、[Configuration] > [Network] の順に選

択して、ダーティ ネットワークとクリーン ネットワーク上

の DNS に関するフィールドに値を入力し、[Save] をク

リックします。 
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手順 Threat Grid アプライアンス（「TGA」） FireAMP プライベート クラウド 

4.2 CA 証明書管理： 

次のステップは、統合先のデバイスを信頼できるように、

FireAMP プライベート クラウド SSL 証明書を Threat 
Grid アプライアンスにダウンロードまたはコピーして貼り

付けることです。 

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

できます。 

2. インポートする証明書を選択して、[Import 
from Host] をクリックします。[Retrieve 
certificates from server] ダイアログが開きま

す。FireAMP アプライアンス配置サービス用の

ホストとポートを入力して、[Retrieve] をクリック

します。 

3. 証明書が取得されます。 

4. [Import] をクリックします。 

 

（または [Import from Clipboard] をクリックします。ク

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

 

4.3 FireAMP 統合管理： 

Threat Grid Face Portal UI で、右上のメニューから、

[Manage FireAMP Integration] を選択します。

[Disposition Update Syndication Service] ウィンド

ウが開きます（下記を参照）。  

AMP 配置更新サービス URL を入力します（この URL 
は FireAMP アプライアンス上で検索できます。

[Integrations] > [Threat Grid] > [FireAMP Private 
Cloud Details] の順に選択します）。  

管理者ユーザ名とパスワードを入力して、[Config] をク

リックします。 
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配置更新の配信サービスの管理 
2.2 リリースでは、配置更新通知用に複数の URL を設定するためのサポートが追加されました（「マルチ POKE」とも呼ば

れます）。 

URL は新しい [Disposition Update Syndication Service] ページから追加、編集、および削除できます。 

図 15：[Disposition Update Syndication Service] ページ 

 

Threat Grid 組織およびユーザの管理 
Threat Grid は、デフォルトの組織および管理ユーザが設定された状態でアプライアンスにインストールされます。アプライ

アンスのセットアップとネットワークの設定が完了した後、他のユーザがアプライアンスにログインして分析対象のマルウェ

ア サンプルを送信できるよう、追加の組織とユーザ アカウントを作成できます。  

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

合があります。 

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

があります。 

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

があります。 

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

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

ジが開き、アプライアンスに設定されているすべての組織がリストされます。 
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3. 画面の右上隅にある [Add Organization] ボタンをクリックします。[Properties] ダイアログ ボックスが開きます。 

4. すべてのフィールドは必須です。  

[Name]：組織名を追加します（現在、名前の文字数制限はありません）。 

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

[Unknown] に設定したままにし、Threat Grid サポート（support@threatgrid.com）に連絡してオプションの追加を

依頼してください。 

その他のオプションを入力します。 

[Rate Limit]： 

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

し、手動でのサンプル送信には影響しません。ライセンス内のレート制限は組織に適用されます。  

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

で [Help] > [Using Threat Grid Online Help] の順に選択）の「Using Threat Grid」で説明されている手順に従っ

て、ユーザごとにサンプル送信レートを設定することもできます。  

レート制限はカレンダー日ではなくローリング タイムの 24 時間の時間枠に基づきます。送信制限に達すると、次の API 
送信の再試行まで待機する時間を通知するメッセージとともに、429 エラーが返されます。  

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

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

ユーザの管理 
ユーザ アカウント（統合先の Cisco ESA/WSA アプライアンスとその他のデバイス用のアカウントを含む）の管理に関す

る手順とマニュアルについては、Threat Grid Portal UI オンライン ヘルプを参照してください。ナビゲーション バーで、

[Help] > [Using Threat Grid Online Help] > [Managing Users] の順に選択します。  

Threat Grid アプライアンスの新しいデバイス ユーザ アカウントのアク

ティブ化 
ESA/WSA アプライアンスまたはその他の CSA（Cisco Sandbox API）統合が Threat Grid アプライアンスに接続してそ

れ自体を登録すると、新しい Threat Grid ユーザ アカウントが自動的に作成されます。このユーザ アカウントの初期ス

テータスは「de-activated」です。他の Threat Grid ユーザと同様に、マルウェア サンプルを分析用に送信するためにデ

バイス ユーザ アカウントを使用するには、Threat Grid アプライアンス管理者がそのデバイス ユーザ アカウントを手動で

有効にする必要があります。  

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

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

きます。 

3. デバイス ユーザ アカウントの [User Details] ページを開きます（探すために検索を使用する必要がある場合があり

ます）。ユーザの現在のステータスは「de-activated」です。 
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図 16：[User Details] ページ > [Re-Activate User] 

 

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

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

 

ESA/WSA またはその他の統合先アプライアンスやデバイスは、Threat Grid アプライアンスとの接続を開始できるように

なりました。 

プライバシーとサンプルの可視性 
サンプルを分析のために Threat Grid に送信する場合は、その内容のプライバシーが重要な留意事項になります。機密

文書やアーカイブ タイプを分析のために送信する場合は、プライバシーが特に重要な留意事項になります。検索 API と組

み合わせると、機密資料を見つけることは、Threat Grid へのアクセス権がある機密資料の場合比較的容易だからです。  

プライバシーについては、サンプルを Threat Grid Cloud ではなく社内の Threat Grid アプライアンスに送信する場合は

特に問題になりませんが、プライバシーの基礎とサンプルの可視性に対する理解は TGA 管理者に必要です。 

Threat Grid にサンプルを送信する際のプライバシーおよびサンプルの可視性モデルは、比較的単純なものになっていま

す。プライベートとしてサンプルを指定しない限り、送信者の組織外部のユーザにサンプルが可視になります。一般に、プラ
イベートとして指定されたサンプルは、そのサンプルを送信したユーザと同じ組織内にいるユーザにしか表示されません。  

Threat Grid アプライアンスでのプライバシーと可視性  
「CSA 統合」から送信されたサンプルの場合、Threat Grid アプライアンスでのプライバシーおよびサンプルの可視性モデ

ルは変更されます。CSA 統合とは、CSA API によって Threat Grid アプライアンスと統合されたシスコ製品（ESA/WSA 
アプライアンスやその他のデバイスまたはサービス）のことです。  

Threat Grid アプライアンスに対するすべてのサンプル送信は、デフォルトでパブリックとして設定されるため、どの組織に

所属しているかに関わらず、CSA 統合を含む他のあらゆるアプライアンス ユーザが表示できます。  

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

非 CSA Threat Grid ユーザは、サンプルをプライベートとして Threat Grid アプライアンスに送信できます。この場合、サンプ

ルが可視になるのは、送信者と同じ組織に所属する Threat Grid アプライアンス（CSA 統合を含む）のユーザだけです。  
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以下の表で、Threat Grid アプライアンスでのプライバシーおよびサンプルの可視性モデルを説明します。この表では、次

の用語を使用します。 

CSA 統合 CSA 統合とは、CSA API を介して Threat Grid アプライアンスに登録されている、ESA/WSA アプライア

ンスおよびその他のシスコ デバイスまたはサービスのことです。CSA 統合から Threat Grid アプライアンスに送信される

サンプルは、デフォルトでパブリックとして設定されます。 

Threat Grid User - Public Threat Grid アプライアンスにパブリック サンプルを送信する、Threat Grid の一般ユー

ザ（つまり、非 CSA 統合ユーザ）。  
 
たとえば、Threat Grid Portal UI または Threat Grid ネイティブ API を使用してサンプルを送信するアプライアンス管理

者またはマルウェア アナリストがこれに該当します。  

Threat Grid User - Private Threat Grid アプライアンスにプライベート サンプルを送信する、Threat Grid の一般

ユーザ。  
 
この場合、プライベート サンプルは、送信者の組織に所属しない、アプライアンスの他のどのユーザに対しても可視になり

ません。（送信者と同じ組織内の CSA 統合には可視になります） 

図 17：Threat Grid アプライアンスでのプライバシーと可視性 

 

 

同じ基本的なプライバシー ルールが FireAMP プライベート クラウドと Threat Grid アプライアンスの統合に適用されます。 
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アプライアンスのワイプ 
V1.4.4 には、Threat Grid アプライアンスのディスクをワイプできる、新しいブート メニュー オプションが導入されています。  

アプライアンスのワイプ オプションを使用すると、アプライアンスの廃止前、または Cisco Demo Loan Program に返却
する前に、アプライアンスからすべてのデータを削除できます。このプロセスにはいくつかのバリエーションがあります。中
には、高度なテクニックを使用してデータを取得しようという試行に対してセキュリティを強化するために、追加パスを提供
しているものもあります。（高度なテクニックを使用しても最近のハード ドライブ エンコーディングには対抗できないと見ら
れているため、最速の単一パスのワイプ オプションであっても安全かつ十分です）  

重要：この操作を実行すると、シスコに返却してイメージを再作成しない限り、アプライアンスを運用できなくなることに注意
してください。 

1. アプライアンスを再起動します。  

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

図 18：アプライアンスのワイプ 

 

 

2. このオプションには、次のユーザ名とパスワードが必要です。  

ユーザ名： 「wipe」 

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



Cisco AMP Threat Grid アプライアンス管理者ガイド 

アプライアンスのワイプ  

 

 

 

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

については、ワイプのオプションを参照してください。 

図 19：ワイプ オプション 

 

4. ワイプ操作が完了すると、[Wipe Finished] 画面が表示されます。 
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図 20：[Wipe Finished] 

 

5. Enter を押して終了します。 

 

ワイプのオプション 
 

ワイプのオプション おおよその実行時間 

Wipe (Fast: Zero Disks) 2.5 時間 

Wipe (3-pass DOD method) 16 時間 

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

[Configuration] メニュー 

図 21：OpAdmin の [Configuration] メニュー 

 

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

クセスする必要があります。 
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[Operations] メニュー 

図 22：OpAdmin の [Operations] メニュー  

 

 

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

図 23：OpAdmin の [Status] メニュー 
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[Support] メニュー 

図 24：OpAdmin の [Support] メニュー 

 

 

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

参照してください。 
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