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このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載

されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責

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

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『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.  

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のま

ま」として提供されます。シスコおよび上記供給者は、商品性や特定の目的への適合性、権利を侵害しないことに関する、あるい

は、取り扱い、使用、または取引慣行によって発生するあらゆる保証に関して、明示的、黙示的を問わず責任を負わないものとし

ます。  

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の

損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたは

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

このマニュアルで使用している 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  

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または登録商標です。シスコの

商標の一覧は http://www.cisco.com/go/trademarks に掲載されています。本書に記載されているサードパーティの商標は、

それぞれの所有者の財産です。「パートナー」または「partner」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。 

表紙写真 Copyright © 2016 Mary C. Ecsedy. All rights reserved. Used with permission. 

All contents are Copyright © 2015-2017 Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. 
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ユーザ マニュアル 
Threat Grid アプライアンスのユーザ マニュアルは、シスコ Web サイトの Threat Grid アプライアンスのインストールと

アップグレードに関するガイドのページを参照してください。 

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

更新のインストール 
新しいバージョンで Threat Grid アプライアンスを更新する前に、AMP Threat Grid アプライアンスの製品ドキュメンテーション 
ページから入手できる『AMP Threat Grid Appliance Setup and Configuration Guide』の説明に従って、初期設定および構成

手順を完了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とともに出荷されていて、更新をインストールする場合は、先に初

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完了するまで、更新を適用しないでください。 

ライセンスがインストールされるまでアプライアンスの更新はダウンロードされず、アプライアンスが完全に設定されない限り

（データベースを含む）、正しく適用されない可能性があります。  

Threat Grid アプライアンスの更新は、OpAdmin Portal 経由で適用されます。  

アップデートは一方向です。より新しいバージョンにアップグレードすると、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提出してください。  

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
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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ビルド番号/リリース バージョン ルックアップ テーブル 
 

ビルド番号 リリース バー

ジョン 
リリース日 注記 

2016.05.20170303034712.1b205359.rel 2.2 2017/3/3 システム移行新しいポータル 
UI、「Mask」、配置サービス用

の複数の URL 

2016.05.20170105200233.32f70432.rel 2.1.6 2017/1/7 OpAdmin/tgsh-dialog 用の 
LDAP 認証サポート 

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

2016.05.20160905202824.f7792890.rel 2.1.4 2016/9/5 主に製造向け 

2016.05.20160811044721.6af0fa61.rel 2.1.3 2016/8/11 オフライン更新サポート 
キー、M4 ワイプ サポート 

2016.05.20160715165510.baed88a3.rel 2.1.2 2016/7/15  

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

2016.05.20160621044600.092b23fc 2.1 2016/6/21  

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

新するには、2.0.4 になってい

る必要があります。 

2015.08.20160315165529.599f2056 2.0.3 2016/3/15 AMP 統合、CA 管理、分割 
DNS を導入 

2015.08.20160217173404.ec264f73 2.0.2 2016/2/18  

2015.08.20160211192648.7e3d2e3a 2.0(1) 2016/2/12  

2015.08.20160131061029.8b6bc1d6 v2.0 2016/2/11 ここから 2.0.1 へ強制的に

更新 

2014.10.20160115122111.1f09cb5f v1.4.6 2016/1/27 2.0.4 更新の開始点 

2014.10.20151123133427.898f70c2 v1.4.5 2015/11/25  

2014.10.20151116154826.9af96403 v1.4.4   
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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 

2014.10.20151020111307.3f124cd2 v1.4.3   

2014.10.20150904134201.ef4843e7 v1.4.2   

2014.10.20150824161909.4ba773cb v1.4.1   

2014.10.20150822201138.8934fa1d v1.4   

2014.10.20150805134744.4ce05d84 v1.3   

2014.10.20150709144003.b4d4171c v1.2.1   

2014.10.20150326161410.44cd33f3  v1.2   

2014.10.20150203155143+hotfix1.b06f7b4f  v1.1+hotfix1   

2014.10.20150203155142.b06f7b4f v1.1   

2014.10.20141125162160+hotfix2.8afc5e2f  

 

v1.0 

+hotfix2 

 注：1.0+hotfix2 は、破損なし

に大きなファイルを処理できる

ように更新システム自体を修

正する必須の更新プログラム

です。 

2014.10.20141125162158.8afc5e2f v1.0   
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バージョン 2.2 
リリース日：2017 年 3 月 3 日 

このドキュメントおよび関連ドキュメントの書式設定済み PDF バージョンについては、以下にある Threat Grid アプライ

アンスの「Install and Upgrade Guides」を参照してください。 

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

「AMP Threat Grid Appliance Migration Note」および「Data Retention Note」を確認することが強く推奨されます。 

• AMP Threat Grid Appliance Migration Note v2.2: 

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/amp_threatgrid/amp-threat-grid-appliance-
migration-note-v2-2.pdf 

• AMP Threat Grid Appliance Data Retention Note: 

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/amp_threatgrid/amp-threat-grid-appliance-
data-retention-v2-2.pdf 

要件 
2.2 をインストールする前に、ElasticSearch の移行が 2.1.5/2.1.6 で完了している必要があります。 

このリリースについて 
リリース 2.2 ではストレージの効率性が大幅に向上し、1.x リリースで当初インストールされていたシステムでは使用で

きなかったディスク容量を使用できます。 

重要：  

将来、この機能には最終的に古いコンテンツのプルーニング（削除）が実装されます。すべてのコンテンツが移行されま

すが、連続稼働するために、古いコンテンツ、特に非常に大量に生成されてもめったに使用されない分割されたディスク

およびネットワーク アーティファクトが継続的に削除される可能性があります。詳細については、上記のリンクの『Data 
Retention Note』を参照してください。 

このリリースでは、Threat Grid アプライアンスは Threat Grid Cloud リリース 3.4.37 とバージョンが同等です（これは

「機能」の完全な同等を意味するわけではありません。ハードウェア、サービス、サードパーティのライセンスが必要な機

能、またはクラウドでのみ使用可能なその他のコンテンツや設備は、アプライアンスでも使用できない可能性があります）。 

つまり、これまではクラウド専用であった一部のサードパーティ統合は、アプライアンス用に設定できるようになりました。

これには VirusTotal、OpenDNS、および TitaniumCloud が含まれます。さらに、アプライアンスは ClamAV シグネ

チャに更新を自動的にダウンロードできるため、既知のマルウェアの認識が向上します。 

新機能 
出荷されるアプリケーション バージョンには、次を含む多くの新しい機能があります。 

• 配置更新サービス通知用に複数 URL の設定をサポートします。 
• 従来のアーカイブ フォーマットで保存されたコンテンツは、より効率的な圧縮解除およびデータタイプごとのスト

レージ差別化を可能にするフォーマットに移行されます。 
• VirusTotal、OpenDNS、および TitaniumCloud の統合は、アプライアンスで設定できるようになりました。 
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• ClamAV シグネチャは毎晩自動的に更新できます。これはデフォルトで有効ですが、OpAdmin の新たに追加

された [Integrations] ページで無効にできます。 
• 失敗したサンプル呼び出しを自動的に再試行できます。これにより、全体的な障害発生率が効果的に減少します。 
• アプリケーション フロントエンドは、すべてのタイムスタンプを閲覧ブラウザのローカル タイムゾーンに変換しま

す。結果として、アプライアンス自体の UTC 以外のタイムゾーンは不要になったため、維持されなくなりました。 
• Mask UI：Threat Grid ポータルのバージョン 3.4.37 では、リリース 2.2 で初めてアプライアンスに導入された 

UI 強化を搭載します。 

注：Mask は、レガシーの Face インターフェイスに代わるものですが、ユーザには切り替えオプションが用意さ

れます。Mask では、分析レポートの完全な設計変更を含む、多くの機能強化が含まれています。詳細について

は、アプリケーションのオンライン ヘルプ ページから入手できる『Portal Release Notes』を参照してください

（ポータルのページ上部にある UI ナビゲーション バーから、[Help] ボタンをクリックしてヘルプのメイン ページを

開きます）。 

バグ修正 
• MBR パーティション テーブルの使用が原因で、元々 1.x リリースがインストールされていたアプライアンスではアク

セスできなかったディスク領域が、割り当てられアクセス可能になりました。 
• 1.x リリースからアップグレードされたシステムで、プライマリ ブートローダが破損または使用不可能な場合でも、リ

カバリ ブートローダを呼び出すことができるようになりました。 

セキュリティ修正 
• VGA ドライバの潜在的なバッファ オーバーフローに対処するように、基盤となる仮想化技術が更新されました。 

バージョン 2.1.6 
リリース日：2017 年 1 月 5 日 

2.1.6 リリースでは、Threat Grid アプライアンス管理者のインターフェイスに LDAP 認証および認可を追加しました。ま

た、未リリース/リリース予定の機能に関連するさまざまなアーキテクチャの改善が含まれています。 

新機能 
OpAdmin と TGSH ダイアログ インターフェイスの両方を LDAP 認証用に設定できます。これは、アプリケーション イン

ターフェイスに拡張されるものではありません。 

既知の問題 
ディスク I/O スループット グラフには、顧客独自のデータではなく、オペレーティング システムの専用ファイルシステムに

対する読み書きのみが含まれます。これは、I/O がまったく示されないことを意味します。起動が完了するとルート ファイ

ルシステムとのやり取りが最小限になるようにシステムが構築されているためです。 
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バージョン 2.1.5 
リリース日：2016 年 11 月 21 日 

このリリースでは、CSA API クエリのパフォーマンスが大幅に向上した結果、Cisco ESA および WSA デバイスとの統

合の堅牢性とスピードが改善されています。また、堅牢性と将来性を考えてさまざまなバックエンド コンポーネントをアッ
プグレードします。 

重要：CSA API のパフォーマンスの向上は、本リリースのインストール後にバックグラウンドで実行される移行プロセス

が完了した後でのみ見られることに注意してください。詳細については、このリリースに付属するテクニカル ノート（次のリ
ンクから入手可能）を参照してください。  

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/amp_threatgrid/amp-threat-grid-appliance-
migration-note-v2-1-5.pdf 

新機能 
コア アプリケーションは、1.x より新しい ElasticSearch バージョンをサポートするように変更されました。  

1.7.x 以前のリリースに加えて、ElasticSearch バージョン 2.x と 5.x の両方がサポートされます（5.0 を使用する前に 
2.0 への移行が必須です）。 

PostgreSQL はバージョン 9.6.1 へアップグレードされます。 

一時的な障害の後の自動回復が内部サービスの多くに拡張されます。 

バグ修正 
DHCP を介してアドレスを正常に取得する安全なネットワークで遅延が発生したときに、アップグレード時にサービスを正

常に起動または再構成することが妨げられなくなりました。  

ElasticSearch のタイムアウトを緩和して、ネイティブ 5.0 へのアップグレード前であっても障害の数が減少しました。   

失敗およびロールバック済みであると誤ってマークされるというメジャーバージョン データベースのアップグレードにおけ

る脆弱性が低下しました。   

ElasticSearch に依存するアプリケーション コンポーネントは、ElasticSearch の初期化完了前に起動できなくなりました。 

既知の問題 
ディスク I/O スループット グラフには、顧客独自のデータではなく、オペレーティング システムの専用ファイルシステムに

対する読み書きのみが含まれます。これは、I/O がまったく示されないことを意味します。起動が完了するとルート ファイ

ルシステムとのやり取りが最小限になるようにシステムが構築されているためです。 
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バージョン 2.1.4 
リリース日：2016 年 9 月 5 日 

このリリースでは、ハードウェア サポートに関連するさまざまな問題に関する問題、特にエアギャップ アプライアンスに対

してソフトウェア アップデートのサポートを提供するための前提条件となる問題を解決します。 

新機能 
ElasticSearch サービスの負荷が過剰になっているシナリオで、モニタリングおよびレポートを利用できるようになりました。 

バグ修正 
失敗したサービスを自動的に再起動する機能のサポートが、一時的に無効になるのに十分な頻度で失敗するサービス

にまで拡張されます（遅延後）。 

redis 初期化の遅延が原因で内部サービスを起動できなかったシナリオが対処されました。 

ストレージ デバイス名または ID の変更によって、システムが正常にブートしなくなることはなくなりました。 

システム ワイプが TG-5004-K9 および TG-5504-K9 ハードウェアで完全にサポートされます。 

既知の問題 
ディスク I/O スループット グラフには、顧客独自のデータではなく、オペレーティング システムの専用ファイルシステムに

対する読み書きのみが含まれます。これは、I/O がまったく示されないことを意味します。起動が完了するとルート ファイ

ルシステムとのやり取りが最小限になるようにシステムが構築されているためです。 
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バージョン 2.1.3 
リリース日：2016 年 8 月 11 日 

このリリースでは、ハードウェア サポートに関連するさまざまな問題に関する問題、特にエアギャップ アプライアンスに対

してソフトウェア アップデートのサポートを提供するための前提条件となる問題を解決します。 

新機能 
ElasticSearch サービスの負荷が過剰になっているシナリオで、モニタリングおよびレポートを利用できるようになりました。 

バグ修正 
• 失敗したサービスを自動的に再起動する機能のサポートが、一時的に無効になるのに十分な頻度で失敗する

サービスにまで拡張されます（遅延後）。 
• redis 初期化の遅延が原因で内部サービスを起動できなかったシナリオが対処されました。 
• ストレージ デバイス名または ID の変更によって、システムが正常にブートしなくなることはなくなりました。 
• システム ワイプが TG-5004-K9 および TG-5504-K9 ハードウェアで完全にサポートされます。 

既知の問題 
ディスク I/O スループット グラフには、顧客独自のデータではなく、オペレーティング システムの専用ファイルシステムに

対する読み書きのみが含まれます。これは、I/O がまったく示されないことを意味します。起動が完了するとルート ファイ

ルシステムとのやり取りが最小限になるようにシステムが構築されているためです。 
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バージョン 2.1.2 
リリース日：2016 年 7 月 15 日 

これは小規模なバグフィックス リリースです。 

バグ修正 
• クリーンでないシャットダウンにおいて、redis キー/値ストアがサービスの起動をブロックするようなシステム状

態のままにすることがなくなりました。 
• tg-tunnel への qemu 接続の回帰が解決されました（デフォルトでオフであるこの機能を使用する顧客向け）。 
• tg-tunnel を使用しないようにシステムを変更するプロセスが自動化されました。 

既知の問題 
• 特定の BIOS リリースを搭載する TG-5004-K9 および TG-5504-K9 ハードウェアにおいて、ワイプ サポー

トが破損することが知られていました。この問題は、このハードウェアのリリース前に解決される予定です。 
• ディスク I/O スループット グラフには、顧客独自のデータではなく、オペレーティング システムの専用ファイルシ

ステムに対する読み書きのみが含まれます。これは、I/O がまったく示されないことを意味します。起動が完了

するとルート ファイルシステムとのやり取りが最小限になるようにシステムが構築されているためです。 
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バージョン 2.1.1 
リリース日：2016 年 7 月 6 日 

このリリースでは、クリーン ネットワーク DNS の分離機能のサポートにおける問題に対処し、重要なセキュリティ バグを

解決し、さまざまなマイナー修正や改善が提供されます。 

新機能 
• 潜在的なハード ドライブ障害に関する SMART 警告について、ユーザが可視性設定を変更することでサイレン

ト化できます。これにより、エラーの特性やステータスが変更されない限り、同じエラーがそれ以上通知されない

ようにします。 

バグ修正 
• クリーンネットワーク DNS の分離が正しく機能するようになりました。 
• 再設定後のバックアップにおける偽警告が回避されます。 

セキュリティ修正 
• CVE-2016-1443 が対処されます。 
• SSH はリカバリ モードではデフォルトで有効にならなくなりました。 

既知の問題 
• 特定の BIOS リリースを搭載する TG-5004-K9 および TG-5504-K9 ハードウェアにおいて、ワイプ サポー

トが破損することが知られていました。この問題は、このハードウェアのリリース前に解決される予定です。 
• ディスク I/O スループット グラフには、顧客独自のデータではなく、オペレーティング システムの専用ファイルシ

ステムに対する読み書きのみが含まれます。これは、I/O がまったく示されないことを意味します。起動が完了

するとルート ファイルシステムとのやり取りが最小限になるようにシステムが構築されているためです。 
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バージョン 2.1 
リリース日：2016 年 6 月 21 日 

重要：この更新の開始点は v2.0.4 です。バージョン 2.1 に更新するには、バージョン 2.0.4 になっている必要があります。 

このリリースでは、リリース予定のハードウェア リビジョンを完全にサポートし、多数のセキュリティ強化を統合し、Threat 
Grid ポータル製品のコンテンポラリ リリースに移行します。 

新機能 
• ファイル タイプ js、dot、dotx、および dotm を配置更新サービス経由で FireAMP Private Cloud に悪意あり

として送信できるようになりました。 
• リリース予定の TG-5004-K9 および TG-5504-K9 ハードウェアで実行するセキュアブートが完全にサポート

されます。 
• すべてのハードウェアで、モジュールのロードと kexec がランタイムで無効になることで、カーネルベースの

ルートキットに対する脅威を軽減し、オペレーティング システムのカーネルと initrd の署名が呼び出し前にブー

トローダによって検証されます。 
• ハード ドライブの SMART 警告に関連したサービス通知を、コンテンツを変更している場合にのみ通知を自動

的に再オープンできるような方法で非表示にできます。 
• 長期間中開いたままになっているデータベース トランザクションが検出され、サービス通知として報告されます。

これにより、修正のダウンタイムが長時間必要になるほど深刻になる前に修復できます。 

バグ修正 
• Glovebox の信頼性が大幅に向上しました。 
• ネットワーク インターフェイスが使用可能になるまでに長時間必要となるようなシナリオで、リカバリ モードにお

けるネットワークの信頼性が向上しました。 
• IPMI からのハードウェア エラーに関連するサービス通知で、アクティブな警告数が 0 であると誤って主張され

ることがありました。 
• システム設定が完了する前に、NTP 障害でサービス通知が発生しなくなりました。 
• ブート後少なくとも 10 分が経過するまで、期待されるサービスがアクティブでないために発生する障害はログ

に記録できません。これにより、サービスが正しく初期化するための時間を得られます。 

セキュリティ修正 
• VGA ドライバの潜在的なバッファ オーバーフローに対処するように、基盤となる仮想化技術が更新されました。 

既知の問題 
• 特定の BIOS リリースを搭載する TG-5004-K9 および TG-5504-K9 ハードウェアにおいて、ワイプ サポー

トが破損することが知られていました。この問題は、このハードウェアのリリース前に解決される予定です。 
• ディスク I/O スループット グラフには、顧客独自のデータではなく、オペレーティング システムの専用ファイルシ

ステムに対する読み書きのみが含まれます。これは、I/O がまったく示されないことを意味します。起動が完了

するとルート ファイルシステムとのやり取りが最小限になるようにシステムが構築されているためです。 
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バージョン 2.0.4 
リリース日：2016 年 5 月 1 日 

重要：この更新の開始点は v1.4.6 です。2.0.4 更新を完了する前に、バージョン 1.4.6 になっている必要があります。 

このリリースには、多数の信頼性の改善やバグフィックスが含まれています。 

特に大量のデータを扱うアプライアンスでは、ブート時間が遅くなることがあります。ただし、ブート時間の拡大によって、

ブート直後に発生する可能性のあるいくつかの障害が解決されます。 

新機能 
• 電子メール アラート用に作成される SMTP 接続において、ローカルで設定された認証局を利用できるようにな

りました。 
• 配置更新サービス統合が向上し、FireAMP Private Cloud リリース 2.2.0 に完全に対応します。 

バグ修正 
• アプライアンスで配置インデックスが更新され、意図した状態に一致するようになりました。これにより、整合性

がなかったり古かったりする古いインデックス状態によって発生する可能性のある、顧客に影響を与えるいくつ

かのバグが修正されました。 
• アプライアンスは、従属サービスを開始する前に、ElasticSearch クラスタが完全に使用できるようになるまで

待機します。 
• ElasticSearch に割り当てられるメモリの量が向上し、その結果、ElasticSearch でエラーなしにインデックス化

できるデータの最大有効量が向上しました。 
• 一時的なブートローダ設定のオーバーライド（1.x から 2.x へのアップグレード中に発生するオーバーライドな

ど）がクリアされます。その結果、以前に 1.x リリースからアップグレードしたアプライアンスで、リカバリ モード

の使用中にアップグレード モードのメニューを表示するシナリオが解決されました。 
• 電子メール アラートが失敗する可能性のあるバグが解決されてました。 
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バージョン 2.0.3 
リリース日：2016 年 3 月 15 日 

このポイント リリースでは、FireAMP Private Cloud デバイス統合をサポートするために多くの機能が導入されました。たとえば、

クリーン インターフェイスとダーティ インターフェイスの間の DNS 分割、CA 管理、FireAMP との統合設定が含まれます。 

 

生成された SSL 証明書に CN が subjectAltName として複製されます。これにより、少なくとも 1 つの subjectAltName が存

在するときに、CN フィールドを無視する SSL クライアントとの非互換性に対処します。そのようなツールを使用している場合は、

以前にアプライアンスが生成した証明書の再生成が必要になる可能性があります。 
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バージョン 2.0.2 
リリース日：2016 年 2 月 18 日 

このバグフィックス専用リリースでは、緊急のセキュリティ問題に対処します。 

セキュリティ更新 
GNU C ライブラリのパッチによって、CVE-2015-7547 および CVE-2015-1781 に対処します。 
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バージョン 2.0.1 
リリース日：2016 年 2 月 12 日 

このバグフィックス専用リリースでは、2.0 に存在するいくつかの問題を修正します。 

バグ修正 
デバイスのクォータ チェックの呼び出しがそのクォータに対して数えられなくなりました。 

また、ブート時にアプライアンスがハングする可能性がある問題が解決されています。 

既知の問題 
ディスク I/O スループット グラフには、顧客独自のデータではなく、オペレーティング システムの専用ファイルシステムに対する

読み書きのみが含まれます。これは、I/O がまったく示されないことを意味します。起動が完了するとルート ファイルシステムとの

やり取りが最小限になるようにシステムが構築されているためです。 
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バージョン 2.0 
リリース日：2016 年 2 月 11 日 

重要：ここから 2.0.1 へ強制的に更新されます。  

これはメジャー リリースで、更新されたオペレーティング システム上に構築されています。今後のハードウェア リリースをサポー

トする強化が含まれている他、Threat Grid Cloud Portal 製品と同じソフトウェアを使用できます。 

大規模 ElasticSearch データベースがある場合、2.0 アップグレードには時間がかかることがあり、最大で数時間にもなります。  

先に 1.4.6 アップグレードを完了し、その直後に 2.0 にアップグレードしてください。  

完了前にアップグレードを中断しないでください。中断すると、サポート修復が必要になることがあります。進行中のアップグレー

ドのステータスを確認する最適な方法は、コンソール アクセスを経由することです。 

1.4.6 アップグレードが完了したら、2.0 にアップグレードする前に、次のエラーが発生したかどうか Threat Grid ポータ

ルの通知を確認してください。 

 

Database Upgrade Not Successful 通知 
 

[Database Upgrade - Not Successful] メッセージは、新しいアプライアンスで、想定よりも古い PostgreSQL を実行していて、

データベースの自動移行プロセスが失敗したことを意味します。  

このエラー通知が表示されない場合は、2.0 へのアップグレードを進めることができます。 

2.0 アップグレードに必要な時間 

大規模 ElasticSearch データベースがある場合、2.0 アップグレードには時間がかかることがあり、最大で数時間にもなります。  

完了前にアップグレードを中断しないでください。中断すると、サポート修復が必要になることがあります。進行中のアップグレー

ドのステータスを確認する最適な方法は、コンソール アクセスを経由することです。 

 

次の Threat Grid アプライアンス固有の更新も含まれています。 
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新機能 
• Windows 7 の 64 ビット VM がサポートされるようになりました。 
• カスタマー サポートによって開始されたトレースが自動的に周回して削除されるようになりました。そのため、使

用可能なスペースを消費する危険なしに、長時間実行できます。 
• 内部構成のバックアップは消費量が多くなりますが、両方の SSD で障害が発生した場合でも大規模なデータ

損失なしでアプライアンスをリカバリできます。 

バグ修正 
• 未認証 SMTP は、空の方式リストで認証をアドバタイズするメール サーバ（特に Microsoft Exchange）相手

でも正しく動作します。 
• 毎晩の更新ダウンロード時に障害に関するサービス通知が正常に配信されるようになりました。 

セキュリティ修正 
• アカウントの作成または CSA デバイス（ESA、WSA など）の登録に関するアプリケーションレベル通知が通知

アラート用に設定された最初の電子メール アドレスに送信されます。アドレスが設定されていない場合、通知は

送信されません（以前のリリース バージョンではこのような通知が admin@test.threatgrid.com に送信され

ていましたが、データ漏えいが発生する可能性がありました）。 
• OpenSSL がバージョン 1.0.2f に更新されました。 

既知の問題 
ディスク I/O スループット グラフには、顧客独自のデータではなく、オペレーティング システムの専用ファイルシステムに対する

読み書きのみが含まれます。これは、I/O がまったく示されないことを意味します。起動が完了するとルート ファイルシステムとの

やり取りが最小限になるようにシステムが構築されているためです。 

今後のリリースではこの問題を解決するために、I/O 使用の決定方法が変更される可能性があります。 

バージョン 1.4.6 
リリース日：2016 年 1 月 27 日 

リリース 1.4.6 は 2.0 へのアップグレード中に使用されるツールをインストールします。 

新機能 
リリース 1.4.6 のアプライアンスは、2.0 リリースへのアップグレードの対象となっています。 
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バージョン 1.4.5 
2015/11/25 

 

アプライアンス ワイプ機能は、1.4.4 とともに出荷されたデモ アプライアンスで機能するようになりました。詳細については、

『Threat Grid Appliance Administrator's Guide』の「Wipe Appliance」セクションを参照してください。  

 

 

 

  

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/amp_threatgrid/threat-grid-appliance-admin-guide.pdf
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バージョン 1.4.4 
このリリースでは、ライセンス検証に影響する重大な問題を修正し、毎晩の更新確認におけるエラーがユーザに表示されなかっ

たバグに対処します。 

 

重要：1.4 以前のリリースからアップグレードする場合は、必ず後述するバージョン 1.4 のリリース ノートをお読みください。 

 

バグ修正 
 

- ライセンス検証で内部の読み取り専用データベースを再構築しようとしなくなりました（ライセンスが無効として誤って拒否され

てしまう可能性がありました）。 

- 毎晩の更新確認のエラーがユーザに正しく表示されるようになりました。 
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バージョン 1.4.3 
このリリースには、基盤となる仮想化インフラストラクチャのマイナー セキュリティ アップデートが含まれています。また、アプライ

アンスのディスクをワイプするためのユーザ アクセス可能な機能が追加されました（借用したハードウェアの Cisco Demo Loan 
Program へのデコミッションまたは返却の場合）。 

新機能 
- ワイプ：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 オプションを利用できます。この操作を実行

すると、アプライアンスはシスコに返却されない限り稼働しなくなるので注意してください。 

セキュリティ更新 
- 計画されたイーサネット パケットを使用した潜在的なサービス妨害によって、実行中のサンプルがハングしていましたが、不可

能になりました。 

既知の問題 
- まれな状況で、Windows XP 上の VM 分析が失敗すると認識されていました。これが発生すると、サンプル分析のビデオで黒

画面が表示されます。この障害は個々のサンプルとは無関係です。発生した場合は、サンプルを再送信すること（または 
Windows 7 に切り替えること）が推奨されます。  
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バージョン 1.4.2 
このリリースでは、製品で使用されている基盤となる仮想化技術を更新します。また、いくつかの小規模であるものの重要なバグ

フィックスがバンドルされています。 

 

重要：1.4 以前のリリースからアップグレードする場合は、必ず後述するバージョン 1.4 のリリース ノートをお読みください。 

バグ修正 
- Flash（SWF）ドキュメントが正しく有効化されるようになりました。 

- 「Glovebox」ツールのライブ サンプル分析実行の操作サポートは、Firefox 40 の新しいセキュリティ デフォルトと互換性を持

つようになりました。 

- [Regenerate] ボタンは、SSL 証明書を生成します。この SSL 証明書は、以前に SSL 証明書を拒否していた一部のソフトウェ

アやツールで使用できるようになりました。 

- Windows 7 仮想マシンは、実行中にハングしにくくなりました。 

既知の問題 
- まれな状況で、Windows XP 上の VM 分析が失敗すると認識されていました。これが発生すると、サンプル分析のビデオで黒

画面が表示されます。この障害は個々のサンプルとは無関係です。発生した場合は、サンプルを再送信すること（または 
Windows 7 に切り替えること）が推奨されます。 
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バージョン 1.4.1 
このリリースでは、製品に組み込まれている Windows 7 イメージを更新し、Microsoft Office のアクティベーション ダイアログを

抑制します。 

1.4 以前のリリースからのアップグレード 
重要：1.4 以前のリリースからアップグレードする場合は、必ず後述するバージョン 1.4 のリリース ノートをお読みください。 

バグ修正 
- Windows 7 を使用して Microsoft Office ドキュメントを分析したときに、Microsoft Office のアクティベーション ダイアログが

表示されなくなりました。 

- 起動プロセスの早期段階でシステム動作の分析用カスタマー サポート ツールを使用しても、これらのツールがアクティブでな

いときはサービス通知が発生しなくなりました。 
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バージョン 1.4 
このリリースでは、リリース予定の 2.0 リリースへのアップグレードを準備するために必要なストレージ フォーマットの変更に焦点

が当てられています。 

 

重要：  

初期状態で 1.0 シリーズ ソフトウェアとともに出荷されていたアプライアンスで大量のデータベース コンテンツがあると、このアッ

プグレードを適用するためのメンテナンス ウィンドウが通常よりも長時間必要になることがあります。  

 

初期状態で 1.2 以前のソフトウェア リリース（数か月使用されていました）とともに出荷されていたアプライアンスの場合、アップ

グレードの適用に 90 分見積もることをお勧めします。 

 

1.0 より前の（シスコ ブランドでない）デバイスから転送されたサンプル データがあるアプライアンスの場合、アップグレード プロ

セスの時間がさらにかかる可能性があります。ご質問はカスタマー サポートにお問い合わせください。 

新機能 
- 標準のアップストリーム データベース リリースと互換性がある PostgreSQL 9.4 の構成を使用するすべてのアプライアンスで、

データベース ストレージをアップグレードします。 

- tgsh-dialog に再度追加された [APPLY] ボタンに新機能：自己設定タスクおよび更新タスクをシステム更新後の場合と同様

の方法で完了します。中断された更新試行の後で一貫性のない状態のままになっているシステムを修復するときに使用できます。 

- 他のシスコ デバイスによってトリガーされるジョブに使用されるデフォルトの仮想マシンをカスタマー サポートが選択できる機

能が追加されました。 

バグ修正 
- システムの書き込みパフォーマンスを低下している場合に、新しい仮想マシン イメージを含む更新が失敗しにくくなりました。 

- コンソールから呼び出される更新ジョブが Opadmin で失敗したと誤って記述されにくくなりました。 

- アップグレード プロセス中にサービス通知が作成されなくなりました。 

- 一部の Microsoft Office ドキュメント タイプに対して生成されていた誤ったファイル名拡張子が修正されました。  
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バージョン 1.3 
このリリースでは、リモート syslog サポート、システムレベルの問題の電子メール アラート、パフォーマンス グラフの可用性など、

アプライアンス固有の機能が数多く追加されます。このリリースによって、Cisco FireSIGHT Management Center 製品との統

合のサポートを実装する ThreatGRID サービスがわずかに新しいバージョンへと移行します。また、アプライアンス固有のバグ

フィックスも組み込まれています。 

 

リモート syslog を設定している場合は、発信トラフィックにクリーン インターフェイスを使用してください。詳細については、1.3 の
更新された管理ドキュメントを参照してください。 

新機能 
- システム モニタリング イベントでトリガーするように電子メール通知を設定できます。 

- 管理インターフェイスの SSL 設定ページに追加されたボタンによって、新しい自己署名 SSL 証明書が生成されます。 

- 時間経過に伴う CPU、I/O、およびメモリの使用状況に関するグラフを管理インターフェイスで利用できます。 

- オペレーティング システム レベルのネットワーク インターフェイス名が、ドキュメントで使用されているように論理名（「clean」、
「dirty」、「admin」）と一致するようになりました。 

- ホットプラグ ネットワーク インターフェイスがサポートされます。インターフェイスを後で機能できるようにブート時にプラグインし

ておく必要がありません。ホットプラグ イベントで DHCP 更新を必要とするインターフェイスによって実行されます（SFP を必要と

するインターフェイスは、これまでどおりブート時に SFP がインストールされる必要があります）。 

- 失敗したサービスは自動的に再起動します。 

- 失敗したサービスは、アプリケーションでサービス通知を生成します。 

- NTP 同期時の失敗は、アプリケーションでサービス通知を生成します。 

- 過剰なデータベース チェックポイント バックログによって、ユーザに認識可能な警告が発生します。 

- 空き領域イベントのサービス通知が追加されました。 

- アップグレードの可用性に関するサービス通知にリリース ノート コンテンツが追加されました。 

バグ修正 
- /24 を超える高ビットのネットマスクが途中で切り捨てられなくなりました。 

セキュリティ更新 
- qemu にパッチが適用され、CD-ROM ドライバ経由のエクスプロイトが無効になりました。CVE-2015-5154 を参照してくださ

い。 

- アプリケーション デバッグ インターフェイス経由のローカル権限エスカレーションの機会が減少しました。 

その他の注意事項 
- EULA 条項が更新されました。  
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バージョン 1.2.1 
ThreatGRID アプライアンスを更新し、クラウド サービスの新しいバージョンのソフトウェアに基づくようになります。他のシスコ ア
プライアンス（ESA および WSA アプライアンスを含む）との統合で、追加された機能間のキーがサポートされます。 

 

このリリースで、アプライアンス固有のコードやインフラストラクチャは変更されていません。 

新機能 
- Cisco Sandboxing API のサポート 

セキュリティ更新 
- qemu にパッチが適用され、フロッピー コントローラのエミュレーションを無効にし、CVE-2015-3456 を回避します。 
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バージョン 1.2 
このポイント リリースは、他のシスコ製品との統合を改善し、ソフトウェア アップデート プロセスを合理化し、ハードウェア モニタリ

ング サポートを追加します。 

新機能 
- ソフトウェア アップデートのチェックは、バックグラウンドで毎晩自動的に実行されるようになりました。 

- ソフトウェア アップデートが使用可能になると、通知は Threat Grid アプリケーション内で表示されます。  

バグ修正 
- 低速接続時にソフトウェア アップデートがタイムアウトしなくなりました。 

- シャットダウン時またはリブート時に処理されているサンプルは、喪失、または重複として挿入されなくなりました。1.2 更新が適

用されると、プロセスが適切な停止ポイントに達するまで、サンプル処理によりシャットダウンが遅延します。アプライアンスをブー

トして復帰すると、サンプル処理が再開します（これまでは、サンプル処理によって長時間のシステム シャットダウン遅延やサン

プルの喪失が発生する可能性がありました。）。 

- アプライアンスの起動中に、「502 Bad Gateway」エラーが発生しなくなりました。 

- NTP（Network Time Protocol）同期が正常に実行されるようになりました。 

- 生成された SSL 証明書のシリアル番号がすべてのアプライアンス間で一意になりました。** 注： ** この修正は、初期状態で

バージョン 1.2 以降がインストールされているシステムにのみ影響します。 

- 比較的少ない数のサンプルを処理した後でアプライアンスがディスク容量を使い果たしてしまうストレージの不要構成が修正さ

れました。 

- 監査ログでクライアントの IP アドレスを正しく示すようになりました。 

- SSH キー設定ページのテキストが、root ではなく threatgrid ユーザのキーを設定するというように正しく反映されました。 

- 生成された電子メールのパスワード リセット リンクが正しくなりました。 

セキュリティ更新 
- 管理インターフェイスのセッション Cookie が Threat Grid アプライアンス間で可搬ではなくなりました。 

- アップストリーム修正を組み込むように OpenSSL がアップグレードされます。 

 

その他の改善点 
- 初期状態でバージョン 1.2 以降がインストールされているアプライアンスで、PostgreSQL データベースはアップストリーム 
PostgreSQL および関連プロジェクト（EnterpriseDB など）とバイナリ互換性のあるストレージ フォーマットを使用します。 

既知の問題 
- Windows 7 ジョブを実行する前に、次のユーザ介入が必要です。 
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1. admin ユーザとしてクリーン インターフェイス上のプライマリ ThreatGRID アプリケーション コンソールにログインします。2. 右
上の [**Welcome Admin**] をクリックして、ドロップダウン メニューにアクセスします。3. [**Manage Orgs**] をクリックします。

4. [**Initial Organization**] をクリックします。 
5. [**Additional VMS**] フィールドに、「**win7**」と入力します。6. [**Update**] をクリックします。 

 

これが完了すると、サンプルを提出するときに [**Advanced Options**] の下で [**win7**] を選択できます。 

 

- ライセンス解析はテキスト ファイル形式の影響を受けます。ライセンスは、UNIX テキスト ファイルで保存する必要があります。

行区切りは CRLF ではなく CR を使用してください。 
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バージョン 1.1 ホットフィックス 1 
ホットフィックス 1 は 1.1 と同一ですが、低速接続時の更新ダウンロードの信頼性に影響するバグも修正されています。 
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バージョン 1.1 
このポイント リリースでは、Threat Grid アプライアンスに複数の新しい機能（Windows 7 サポートを含む）が追加され、複数の

バグを修正します。 

新機能 
- Windows 7 サポートが追加されました。 

- ** ダーティ **（つまりマルウェア）インターフェイス経由でアクセス可能なメール サーバのみを使用するのではなく、アプライア

ンスの ** クリーン ** ネットワークに接続されたメール サーバ経由で電子メールを送信できます。 

- サポート スナップショットをアプライアンスから Threat Grid サポートに直接提出できます。 

- サポート スナップショットを Threat Grid サポートに提出する前に確認できます。 

- Web ベースの管理インターフェイス（** OpAdmin **）のみではなく、アップデートをテキストベースの（呪文のような）インター

フェイスから適用できます。 

- システム パスワードをリカバリ モードから正常に変更できます。 

- 有効にするために再起動が要求される管理上の変更が少なくなりました。 

- GUI 設定ワークフローで、クライアント側の Javascript 検証がさらに追加されました。 

バグ修正 
- アウトバウンド電子メール設定のさまざまな問題が解決されました。 

- 管理インターフェイス内の通知が正しく表示されます。 

- 構成 UI で長時間ジョブのステータスが最小限の遅延でストリーミングされるようになりました。 

- 管理インターフェイスを起動できないことがあるケースを修正しました。 

- 構成 GUI で、設定の変更を有効にするために再起動が必要かどうかについて、正確に反映していないことがありました。これ

が修正されました。 

- tgsh-dialog（テキストベース）の管理インターフェイスからサポートされないメニュー項目が削除されました。 

セキュリティ更新 
- 既知の脆弱性（ntpd、bash、openssl）があるアップストリーム パッケージが更新されました。 

- 構成バックアップが誰でも判読可能な形式で保存されなくなりました。  
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1.0+hotfix2 Update - 必須 
1.0+hotfix2 は、破損なしに大きなファイルを処理できるように更新システム自体を修正する必須の更新プログラムです。 
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