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用語 

用語 定義 

AWSR Advanced Web Security Reporting 

WSA Web セキュリティ アプライアンス 

CWS クラウド Web セキュリティ 

ノード AWSR の任意のインスタンス 
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 はじめに 

Cisco Advanced Web Security Reporting（AWSR）アプリケーションに用意されているフィルタと
ダッシュボードは、複数の Web Security Appliances、Cloud Web Security（CWS）ゲートウェイ、
および Cisco Umbrella から送られる大量のデータを分析できるように設計されています。Cisco 
Advanced Web Security Reporting アプリケーションには、データ収集と表示アプリケーション、
および Web Security Appliances（WSA）、CWS サービス、および Umbrella ホストから収集したロ
グデータを転送する関連サーバが含まれます。 

 

 AWSR のコンポーネントとパイプライン  
 
 

 

 

 

図 1 AWSR データパイプライン 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 AWSR コンポーネント 

  

フォワーダ 

 フォワーダは、データを消費し、処理のためにインデクサに転送する AWSR インスタン
スです。インデクサおよび検索ヘッドと比較して、パフォーマンスへの影響が限定的であるた
め、必要なリソースが最小限です。 
 
インデクサ 
 インデクサは、フォワーダからのデータを解析、インデックス付け、保存する基本的な 
AWSR インスタンスです。この AWSR インスタンスは、受信データをイベントに変換し、検索
操作を効率的に実行するためにインデクサに保存します。インデクサは、検索ヘッドからの要
求に応じてデータも検索します。ダッシュボードとレポートの要求（検索ヘッドからの要求を
含む）は、インデクサで処理されます。 
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検索ヘッド  
検索ヘッドは、インデクサに保存されているデータをユーザに表示するためのインター

フェイスを提供するインスタンスです。これは、AWSR の事前に作成されたレポートのログ
データのやり取りと可視化、およびカスタムフィルタを使用したカスタムレポートの作成に使
用されます。  

 

 分散型の展開 
 

単一インスタンスの展開では、入力からインデックス作成、検索まで、データ処理のすべての
側面を AWSR の 1 つのインスタンスが処理します。単一インスタンスの展開は有用であり、部
門規模の環境のニーズを満たすことができます。 

しかしながら、データが多数の WSA から発信され、多数のユーザがデータを検索する必要があ
る大規模な環境をサポートするために、複数のマシンに AWSR インスタンスを分散することで、
導入を拡張できます。これを行う場合は、各インスタンスが特殊なタスクを実行するようにイ
ンスタンスを設定します。たとえば、1 つ以上のインスタンスがデータのインデックスを作成
し、別のインスタンスがデータ全体の検索を管理する場合があります（図 2 および 3 を参照）。  

 

 
図 3 分散型の展開  
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分散型の展開のタイプ 

 
部署 

インデックス作成機能と検索管理機能を組み合わせた単一のインスタンス。 
 
 

小規模企業 
2 つまたは 3 つのインデクサを持つ 1 つの検索ヘッド。 
 
 

中規模企業 
複数のインデクサを持つ小規模な検索ヘッドクラスタ。 
 
 

大規模企業 
多数のインデクサを持つ大規模な検索ヘッドクラスタ。 
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 システム要件 

ゲスト オペレーティング システムは次のいずれかになります。 

• Red Hat Linux（64 ビット） 

• Windows（64 ビット）- Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 

2012 R2、Server 2016、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 

プラットフォーム要件：参照ハードウェアは、製品グレードであり、かつ次の最低限の仕様を
満たす必要があります。 

• CPU あたり 12 コア、コアあたり 2.0 GHz 以上の 2 つの CPU を備えた Intel x86 64 ビット
チップアーキテクチャ（最小） 

• 16 GB RAM 
• 300GB SAS ハードディスク x 4、10,000 rpm、RAID1+0（800 IOPS 以上） 

• 標準 1 Gb イーサネット NIC、管理ネットワーク用セカンド NIC（オプション） 

各インデクサと検索ヘッドの VM リソース要件については、次の表を参照してください。 

 
 

リソース サイズ 

RAM 16 GB 

ハード ディスク 100 GB 

2 CPU 12 コア 
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 分散型の展開の手順 
 

 1 つのインデクサと 1 つの検索ヘッドを使用した設定の手順  

 前提条件： 
1) AWSR がインストールされた 2 つの VM が必要です。VM の 1 つはインデクサノードで、2 つ

目はライセンスマスターを持つ検索ヘッドノードです。 
 
AWSR のインストールについては、次のドキュメントの 11 ページを参照してください。  

 
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/wsa/Advanced_Reporting/WSA_Advanced_
Reporting_7/Advanced_Web_Security_Reporting_7_5.pdf 
 

2) 既存のスタンドアロン設定がある場合、この AWSR ノードは分散展開のインデクサになる
ことができます。現在のスタンドアロン AWSR のフォルダ全体をバックアップし、次の手
順を続行します。  

注：  
i. インデクサは、インデクサとフォワーダの両方として機能します。 

ii. ホットバケットをバックアップする前に、AWSR サービスを停止して、バックアッププ
ロセス間のデータの損失を防ぐ必要があります。AWSR サービスが停止すると、その後
の入力として提供されるログが危険にさらされます。 

 
3) すべてのノード（インデクサと検索ヘッド）で、ライセンスマスターに必要な HTTPS を有

効にします。 
a) [設定（Settings）]  [システム（Systems）]  [サーバ設定（Server Settings）] に移動し

ます  
b) [全般設定（General Settings）] をクリックします 
c) [AWSR WebでSSL（HTTPS）を有効にする（Enable SSL (HTTPS) in AWSR Web）] の [はい

（Yes）] ラジオボタンを選択します 

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/wsa/Advanced_Reporting/WSA_Advanced_Reporting_7/Advanced_Web_Security_Reporting_7_5.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/wsa/Advanced_Reporting/WSA_Advanced_Reporting_7/Advanced_Web_Security_Reporting_7_5.pdf
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 セットアップ手順  
1) 検索ヘッドノードで、分散検索を有効にします  

a. [設定（Settings）]  [分散環境（Distributed Environment）]  [分散検索（Distributed 

Search）] に移動します 

b. [分散検索の設定（Distributed Search Setup）] をクリックします。 

c. [分散検索をオンにする（Turn on Distributed Search?）] の [はい（Yes）] ラジオボタ
ンを選択します。 

 

 
 

2) 検索ヘッドノードを再起動します。 

a. [設定（Settings）]  [システム（System）]  [サーバコントロール（Server 

Controls）]  [AWSRの再起動（Restart AWSR）] 
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3) 検索ヘッドノードで、インデクサを追加します。 

a. [設定（Settings）]  [分散検索（Distributed Search）]  [検索ピア（Search peers）] 

 [新規追加（Add new）] に移動します 

b. インデクサを次のように追加します。 

i. https://ipaddress:management_port または 

ii. https://servername:management_port または 

iii. https://URI:management_port 
c. ステップ 2 で設定した admin ユーザとパスワードを入力します 

 

 
 

4) 以前にインデクサがスタンドアロン AWSR であった場合、データは事前に作成されたレ
ポートとダッシュボードの検索ヘッドで確認でき、検索ヘッドノードとインデクサノード
の両方が適切に設定されていることを確認できます。  

AWSR の概要ページの次のスクリーンショットを参照してください。 
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インデクサが AWSR の新規インストールの場合は、セクション 4 を参照して WSA ログデータを
設定します。 
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 ライセンスの手順  
 

1) 検索ヘッドをライセンスマスターとして指定し、すべてのピアを受け入れるようにデフォ
ルト設定が検索ヘッドノードに適用されていることを確認します。 

a) [設定（Settings）]  [システム（System）]  [ライセンス（Licensing）] に移動します 

b) 現在のデフォルトプールで [編集（Edit）] を選択します 

 
 

 
 

c) インデクサの下で次にマークします：「接続するインデクサ（Any Indexer that 

connects）」  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) インデクサノードで、インデクサをスレーブに切り替えます 

a) [設定（Settings）]  [システム（System）]  [ライセンス（Licensing）] に移動します  

b) [スレーブに変更（Change to slave）] を選択します 
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c) [マスターの関連付けを変更（Change master association）] のステップで、[マスターライ

センスサーバとして異なるAWSRインスタンスを指定（Designate a different AWSR 

instance as the master license server）] オプションを選択します。 

i) 正しい形式でボックスに詳細を入力します。 

(1) https://ipaddress:management_port または 

(2) https://servername:management_port または 

(3) https://URI:management_port 
 

 
 

d) [保存（Save）] をクリックします 

 
3) インデクサノードでライセンスの詳細を確認します 

a) [設定（Settings）]  [システム（System）]  [ライセンス（Licensing）] に移動します 

 
 

 2 つのインデクサと 1 つの検索ヘッドを使用した設定の手順  

 前提条件： 
1) AWSR がインストールされた 3 つの VM が必要です。VM のうち 2 つはインデクサノード

で、3 つ目はライセンスマスターを持つ検索ヘッドノードです。 
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AWSR のインストールについては、次のドキュメントの 11 ページを参照してください。  
 

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/wsa/Advanced_Reporting/WSA_Advanced_
Reporting_7/Advanced_Web_Security_Reporting_7_5.pdf 
 

2) 既存のスタンドアロン設定がある場合、この AWSR ノードを分散展開のインデクサの 1 つに
することができます。現在のスタンドアロン AWSR のフォルダ全体をバックアップし、次
の手順を続行します。  

 
 
注：  

i) ホットバケットをバックアップする前に、AWSR サービスを停止して、バックアッ
ププロセス間のデータの損失を防ぐ必要があります。AWSR サービスが停止する
と、その後の入力として提供されるログが危険にさらされます。 

 
3) すべてのノード（インデクサと検索ヘッド）で、ライセンスマスターに必要な HTTPS を有

効にします。 
a. [設定（Settings）]  [システム（Systems）]  [サーバ設定（Server Settings）] に移動

します  
b. [全般設定（General Settings）] をクリックします 
c. [AWSR WebでSSL（HTTPS）を有効にする（Enable SSL (HTTPS) in AWSR Web）] の [はい

（Yes）] ラジオボタンを選択します 

 

 
 

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/wsa/Advanced_Reporting/WSA_Advanced_Reporting_7/Advanced_Web_Security_Reporting_7_5.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/wsa/Advanced_Reporting/WSA_Advanced_Reporting_7/Advanced_Web_Security_Reporting_7_5.pdf
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 セットアップ手順  
1) 検索ヘッドノードで、分散検索を有効にします  

a. [設定（Settings）]  [分散環境（Distributed Environment）]  [分散検索（Distributed 

Search）] に移動します 

b. [分散検索の設定（Distributed Search Setup）] をクリックします。 

c. [分散検索をオンにする（Turn on Distributed Search?）] の [はい（Yes）] ラジオボタ
ンを選択します。 

 

 
 

2) 検索ヘッドノードを再起動します。 

a. [設定（Settings）]  [システム（System）]  [サーバコントロール（Server 

Controls）]  [AWSRの再起動（Restart AWSR）] 

 

 
 
 
3) 検索ヘッドノードで、インデクサを追加します。 

a. [設定（Settings）]  [分散検索（Distributed Search）]  [検索ピア（Search peers）] 

 [新規追加（Add new）] に移動します 
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b. インデクサを次のように追加します 

i. https://ipaddress:management_port または 

ii. https://servername:management_port または 

iii. https://URI:management_port 
c. ステップ 2 で設定した admin ユーザとパスワードを入力します 

d. 2 番目のインデクサに対してこのプロセスを繰り返します 

 

 
 
[ピアの検索（Search Peers）] ページは次のスクリーンショットのようになります。  
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4) 以前にインデクサの 1 つがスタンドアロン AWSR であった場合、データは事前に作成された
レポートとダッシュボードの検索ヘッドで確認でき、検索ヘッドノードとインデクサノー
ドの両方が適切に設定されていることを確認できます。  

AWSR の概要ページの次のスクリーンショットを参照してください。 
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両方のインデクサがともに AWSR の新規インストールの場合は、セクション 4 を参照して WSA 

ログデータを設定します。 

 

 ライセンスの手順  
 

1) 検索ヘッドをライセンスマスターとして指定し、すべてのピアを受け入れるようにデフォ
ルト設定が検索ヘッドノードに適用されていることを確認します。 

a. [設定（Settings）]  [システム（System）]  [ライセンス（Licensing）] に移動します 

b. 現在のデフォルトプールで [編集（Edit）] を選択します 
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c. インデクサの下で次にマークします：「接続するインデクサ（Any Indexer that 

connects）」 

 
 
 
 
 
 
 
2) 両方のインデクサをスレーブとして変更します。両方のインデクサで、  

a. [設定（Settings）]  [システム（System）]  [ライセンス（Licensing）] に移動します  

b. [スレーブに変更（Change to slave）] を選択します 

 

 
 

c. [マスターの関連付けを変更（Change master association）] のステップで、[マスターライ
センスサーバとして異なるAWSRインスタンスを指定（Designate a different AWSR 

instance as the master license server）] オプションを選択します。 

  
正しい形式でボックスに詳細を入力します。 

1. https://ipaddress:management_port または 

2. https://servername:management_port または 

3. https://URI:management_port 
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d. [保存（Save）] をクリックします 

e. インデクサノードのライセンスの詳細を確認します 

a. [設定（Settings）]  [システム（System）]  [ライセンス（Licensing）] に移動し
ます 
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 インデクサの Web セキュリティ アプライアンス 
ログのデータ入力の設定  

ステップ 1  インデクサ： 

[設定（Settings）]  [データ（Data）]  [データ入力（Data inputs）]  [ファイル
とディレクトリ（Files & directories）] に移動します。  

ステップ 2  [新規ローカルファイルとディレクトリ（New Local File and Directory）] をクリック

します。  

ステップ 3 両方で次の手順を行います： 

Web セキュリティ アプライアンス ログを送信する FTP ディレクトリへのフルパスを入力します。
このパスと Web セキュリティアプライアンスの [ログ設定（Log Subscription）] ページで指定した 
FTP パスが一致する必要があります。1 つの WSA から取得された 1 つのインデクサのインデックス
ログで負荷が分散されるようにインデクサを設定します。 
たとえば、3 つの WSA がある場合は、WSA1 から dir1 に着信するログを Indexer1 に設定し、同様
に WSA2 から dir2 に着信するログを Indexer2 に、というように設定する必要があります。 

ステップ 4  [次へ（Next）] をクリックします。 

ステップ 5  [選択（Select）] をクリックします。  
ステップ 6  [ソースタイプ（Source Type）] を選択します。  

wsa_accesslogs：レイヤ 4 トラフィックモニタおよび高度なマルウェア防御レポー

トを除くすべてのレポートに使用します。 

wsa_trafmonlogs：レイヤ 4 トラフィックモニタレポートで使用します。 

wsa_amplogs：高度なマルウェア防御レポートで使用します。 
ステップ 7  [アプリコンテキスト（App context）] ドロップダウンリストから [Advanced Web 

Security Reporting 7.5] を選択します。 

ステップ 8  [定数値（Constant value）] をクリックし、[ホストフィールド値（Host field 

value）] フィールドに Web セキュリティアプライアンスのホスト名を入力します。 

ステップ 9  宛先インデックスとして [メイン（Main）] を選択します。 

ステップ 10  [レビュー（Review）] をクリックして指定した値を確認します。 

ステップ 11  [送信（Submit）] をクリックします 
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Cisco およびシスコ 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については、www.cisco.com/go/trademarks を
ご覧ください。記載されている第三者機関の商標は、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。（1110R）  

このマニュアルで使用している IP アドレスと電話番号は、実際のアドレスと電話番号を示
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 トポロジ図とそ
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。  

© 2020 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 
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