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表記法 
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。 

表記法 説明 

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

イタリック体 ドキュメント名、新規用語または強調する用語、値を指定するための引数は、イタリック体で記
載されます。 

[   ] 角かっこの中の要素は、省略可能です。 

{ x | y | z } いずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは波カッコで囲み、縦棒で区切って示し
ています。 

[ x | y | z ] いずれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは角カッコで囲み、縦棒で区切って示してい
ます。 

string 引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、
その引用符も含めて string とみなされます。 

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

< > パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示しています。 

[ ] システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角かっこで囲んで示しています。 

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

 

注：読者に留意していただきたいことを示しています。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照
資料を紹介しています。 

注意：注意が必要なことを示します。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。 

「警告：」安全上の重要事項 
 
危険があることを示します。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。装置の取り扱い作業を
行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。警告の各国版は、各注
意事項の番号を基に、装置に付属の「Translated Safety Warnings」を参照してください。 
 
これらの注意事項を保管しておいてください。 

規制：追加情報を提供するため、および規制要件または顧客要件に準拠するために定められています。 

  



はじめに 

このドキュメントでは、McAfee Web Gateway を設定し、そのログ ファイルを Cisco 
Cognitive Threat Analytics（CTA）システムにアップロードする方法について説明します。
ログ ファイルがシステムにアップロードされると、CTA はデータを分析し、その結果を CTA 
ポータルに報告します。 

注：サポートされる McAfee Web ゲートウェイのバージョンは、顧客のサブセットから構成さ
れるため、現時点ではこの統合による可用性は制限されます。一般的な可用性が確立されるま
では、Cisco CTA チームの指示に従って、ケースバイケースで統合を実施する必要があります。
McAfee Web ゲートウェイプロキシと CTA の統合を希望する場合は、cta-pm@cisco.com へ
電子メールでご連絡ください。 

 

前提条件 

要件 

McAfee Web ゲートウェイの Cisco CTA ポータルでデバイス アカウントを作成します。 

1. Web ブラウザで http://cognitive.cisco.com を開きます｡ 
2. [顧客ログイン（Customer Login）] をクリックします。 
3. 該当するクレデンシャル タイプを選択します。クレデンシャル タイプがすでに選択さ

れている場合は、ログイン ダイアログの下部にある [別のログイン クレデンシャル
（Different login credential）] リンクをクリックします。 

a. Web セキュリティ（Web Security）：CTA が CWS Premium オファリングの
一部である場合 

b. エンドポイント向け AMP（AMP for Endpoints）：エンドポイント向け AMP 
で CTA を有効にしている場合 

c. Cisco SSO：Cisco 内部ログイン クレデンシャルがある場合 
4. CTA にサインインします。 
5. ページの右上の隅にあるグローバル設定メニューのアイコンをクリックします。 
6. [デバイス アカウント（Device Accounts）] をクリックします。 
7. [それでは始めましょう（Let’s Get Started）] をクリックします。 
8. アップロード方法として、[自動（Automatic）] と [HTTPS] を選択します。 
9. 名前を入力します。 

mailto:cta-pm@cisco.com
http://cognitive.cisco.com/


デバイス アカウントを作成したら、CTA ポータルの [デバイス アカウントを追加（Add 
Device Account）] ページからプロキシ設定に次の情報をコピーします。 

• HTTPS ホスト：etr.cloudsec.sco.cisco.com 
• HTTPS パス 
• プロキシ デバイス用に生成されたユーザ名。大文字と小文字が区別され、プロキシ デ

バイスごとに異なります。 
• デバイス パスワード（大文字、小文字を区別） 

McAfee Web ゲートウェイにアクセスするには、次の情報を指定する必要があります。 

• McAfee Web ゲートウェイのホスト名または IP アドレス 
• McAfee Web ゲートウェイへのログイン クレデンシャル 

o デフォルトのユーザ名：admin 
o デフォルトのパスワード：webgateway 

• Java™ プラグインを実装した Web ブラウザ。サポートされているブラウザは、
Microsoft Internet Explorer バージョン 6.0 以降と Mozilla Firefox バージョン 2.0 以降
です。 

注意：このドキュメントの情報は、ラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。
対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコンフィギュレーション コマンド
についても、その潜在的な影響力を理解しておいてください。 

 

使用するコンポーネント 

このドキュメントの情報は、次のハードウェアでテストされています。 

• VMware に導入された仮想アプライアンス 

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンでテストされています。 

• McAfee Web ゲートウェイアプライアンス ISO、バージョン 7.6.2.8.0、ビルド 22994 

注：他のバージョンは CTA へのアップロード時に正しく動作しない可能性があるため、現在
サポートされていません。 

 



設定 

ゲートウェイの設定 

1. McAfee Web ゲートウェイに対して Web ブラウザを指定します。 
a. http://IP アドレスまたはドメイン名:4711/ 
b. https://IP アドレスまたはドメイン名:4712/ 

2. スーパー管理者の権限でログインします。 
3. [ポリシー（Policy）] > [ルール設定（Rule Sets）] > [ログ ハンドラ（Log Handler）] > 

[デフォルト（Default）] > [アクセス ログ（Access Log）] に移動します。 
4. [ルールの追加（Add Rule）] をクリックします。 

 
5. 名前 (Name)：該当する名前を入力します。 
6. ルール基準（Rule Criteria）：Always 
7. アクション（Action）：Continue 
8. イベント（Events）：[追加...（Add...）] > [プロパティ値の設定（Set Property 

Value）] を選択します。 
9. User-Defined.logLine を検索して選択します 



 
10. [追加...（Add...）] をクリックし、ポップアップで [パラメータのプロパティ

（Parameter property）] オプション ボタンを選択します。 
11. Number. String (Number) エントリを検索し、[パラメータ（Parameters）] をクリッ

クします。 



 
12. ポップアップで、[パラメータのプロパティ（Parameter property）] を選択し、

DateTime.ToNumber を検索します。 
13. それをを選択してから、[OK] をクリックします。 



 
14. [OK] をクリックして、フォーマットの最初の行が設定されていることを確認します。 

 
15. [追加...（Add...）] をクリックし、ポップアップで [パラメータ値（Parameter value）] 

オプション ボタンを選択します。 
16. “ “ と入力します。 
17. [OK] をクリックして、フォーマットの 2 行目が設定されていることを確認します。入

力したテキストは引用符で囲まれ、“” “” と表示されます。 

 



18. リストが次のようになるまで、このプロセスを繰り返します。 

 
19. リストのほとんどの項目はパラメータ プロパティであり、検索可能です。下線付きの

項目のみがパラメータ値として追加されます。その際、引用符で囲まれて追加されます。 

Number.ToString(DateTime.ToNumber) 
.000 " 
Authentication.UserName 
" " 
IP.ToString(Client.IP) 
" " 
Number.ToString(Response.StatusCode) 
" " 
Request.Header.FirstLine 
" " 
MediaType.ToString(MediaType.FromHeader) 
" " 



Number.ToString(BytesFromServer) 
" " 
Header.Request.Get(User-Agent) 
" " 
Number.ToString(Connection.RunTime) 
000" " 
Number.ToString(BytesFromClient) 
" " 
Header.Request.Get(Referer) 
" " 
IP.ToString(URL.Destination.IP) 
" " 
Number.ToString(Body.Size) 
" " 
Header.Response.Get(Location) 
" " 
Cache.Status 
" 
 
 

20. 最後の行が設定されたら、[OK] をクリックします。 
21. 新しく作成されたログ行をファイル システムのロギング エンジンに送信します。[追加

（Add）] > [イベント（Event）] をクリックします。 

 
22. FileSystemLogging.WriteLogEntry を検索します。 
23.  [パラメータ…（Parameters…）] をクリックします。 
24. ポップアップで [パラメータのプロパティ（Parameter property）] を選択し、User-

Defined.logLine を検索します。 



25. User-Defined.logLine を選択し、[OK] をクリックします。 

 
26. [追加... (Add...)] をクリックして、システム ロギング エンジンを設定します。 

 



27. 次のように設定を行います。 
a. 名前（Name）：CTA log config 
b. ログの名前（Name of the log）：cta 
c. ログ バッファリングを有効にする（Enable log buffering）：オン 
d. ヘッダーの書き込みを有効にする（Enable header writing）：オン 
e. ログ ヘッダー（Log Headers）： 

Fields: timestamp cs-username c-ip sc-http-status req_line 
cs-mime-type sc-bytes cs(User-Agent) x-elapsed-time cs-
bytes cs(Referer) s-ip ma-bodylength sc(Location) sc-
result-code 

f. [ローテーション、プッシュ、削除の設定（Settings for Rotation, Pushing, 
Deletion）] のセクションを展開します。 

g. [Enable specific settings for user-defined log（ユーザ定義ログに対する特定の
設定を有効にする）] チェックボックスをオンにします。 

h. [自動ローテーションを有効にする（Enable auto rotation）] チェックボックス
をオンにします。 

i. [一定間隔でログ ファイル ローテーションを有効にする（Enable interval based 
log file rotation）] チェックボックスをオンにし、その他のファイル ローテー
ション方式を無効にします。 

j. ローテーション間隔（Rotation interval）：0 時間 
k. 次の表に基づいて、ローテーション間隔を分単位で設定します。 

プロキシ背後のユーザ数  推奨アップロード期間 
2000 未満 55 分 
不明または 2000 ～ 4000  30 分 
4000 ～ 6000 20 分 
6000 超 10 分 

l. [ローテーション後の GZIP ログ ファイル（GZIP log files after rotation）] 
チェックボックスをオンにします。 

m. [自動プッシュを有効にする（Enable Auto Pushing）] チェックボックスをオン
にします。 

n. [接続先（Destination）] フィールドには、以下のように入力します。 
i. パスの後に、CTA によって提供されるデバイス名のデバイス ユーザ名：

https://etr.cloudsec.sco.cisco.com/upload/device_username 
ii. ユーザー名（User name）：CTA によって生成されたデバイスのユーザ名 
iii. パスワード（Password）：CTA によって生成されたデバイスのパス

ワード 
o. [ローテーション後のログファイル直接プッシュを有効にする（Enable pushing 

log files directly after rotation）] チェックボックスをオンにします。 
28. 次のスクリーンショットを使用して、フィールドをもう一度確認します。 



 



 



29. [OK] を 2 回クリックすると、設定セレクタに新しい設定が自動的に入力されます。 

 
30. [終了（Finish）] をクリックします。 
31. [変更の保存（Save Changes）] をクリックします。 

 

 

次の手順 

Cisco CTA ポータルにサインインして、[デバイス アカウント（DEVICE ACCOUNTS）] ペー
ジでアップロードが正常に行われていることを確認します。McAfee Web Gateway の背後に
あるデバイスから Web を参照すると、ファイルに記録されたテレメトリ データが分析のため
に CTA システムにアップロードされ、CTA ポータルに表示されます。 

 

関連リソース 

• https://community.mcafee.com/docs/DOC-4812 
• https://community.mcafee.com/docs/DOC-4928 
• https://kc.mcafee.com/resources/sites/MCAFEE/content/live/PRODUCT_DOCUMENTATION/26

000/PD26527/en_US/mwg_762_ig_installation_0a00_en-us.pdf 

https://community.mcafee.com/docs/DOC-4812
https://community.mcafee.com/docs/DOC-4928
https://kc.mcafee.com/resources/sites/MCAFEE/content/live/PRODUCT_DOCUMENTATION/26000/PD26527/en_US/mwg_762_ig_installation_0a00_en-us.pdf
https://kc.mcafee.com/resources/sites/MCAFEE/content/live/PRODUCT_DOCUMENTATION/26000/PD26527/en_US/mwg_762_ig_installation_0a00_en-us.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート 
資料の入手方法、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用法、サービス要求の送信、および追加情報の収集方法
については、『更新情報』（http://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html）を
参照してください。 

「What’s New in Cisco Product Documentation」に配信登録すると、新しい（または改訂された）シスコ技術
情報のリストが RSS フィードとして提供され、リーダー アプリケーションを使ってコンテンツがデスクトップ
に直接配信されるように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 および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における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 でご確認いただけます。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。「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。(1110R) 
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