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概要

この資料は Web セキュリティ アプライアンス（WSA）とエンドポイントおよび脅威 グリッド
（TG）のための Advanced Malware Protection （AMP）を統合ためにステップを記述したもので
す。

Uriel モンテロおよび編集： Yeraldin サンチェスによって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

エンドポイント アクセスのための AMP●

TG 事項アクセス●

ファイル分析およびファイル評判機能キーの WSA●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

AMP 公共クラウド コンソール●

WSA GUI●

TG コンソール●

本書の情報は、特定の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。 このドキュメン



トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

設定

WSA コンソールへのログイン。

、移動セキュリティ サービスにログオンされて > 反Malware およびこのセクションの評判、
AMP および TG を統合オプションが見つけることができます。 

AMP 統合

反Malware スキャンでサービスはイメージに示すようにグローバル な設定を、区分しましたり、
『Edit』 をクリック します。

高度を > ファイル評判セクションの詳細設定捜し、それを拡張して下さい、そして一連の Cloud
サーバ オプションは表示されましたり、宛先住所に最も密接の選択します。



Cloud が選択されたら、AMP for Endpoints ボタンが付いているアプライアンスを『register』 を
クリック して下さい。

ぽんと鳴らは AMP へのリダイレクトがコンソール接続を行うことに現われましたり、イメージ
に示すように OK ボタンを、クリックします。

入力有効な AMP 資格情報を必要とし、イメージに示すように、『Log In』 をクリック します。



コンソール WSA をあとで見つけるのを助けるように、デバイス 登録を受け付けて下さい、クラ
イアントID を書き留めて下さい。



、チェックはイメージに示すようにエンドポイント コンソール 統合 セクションのためのアンペ
アで WSA コンソールに現われます、戻ります。

注: 『SUBMIT』 をクリック することを忘れなければ（プロンプト表示された場合）変更を
保存するために、さもなければ、プロセスは再度実行される必要があります。

脅威 グリッド 統合

セキュリティ サービス > 反Malware および評判に、そして反Malware 保護サービスで、クリック
しますイメージに示すように編集グローバル な Settings ボタンを、ナビゲートして下さい。

高度を > ファイル分析 セクションの詳細設定捜し、それを拡張して下さい、宛先住所にイメージ
に示すように最も密接なオプションを、選択して下さい。

変更を『SUBMIT』 をクリック し、保存して下さい。

TG 門脈側面、アプライアンスが AMP/TG と正常に統合場合 Users タブの下の WSA デバイスの
ための検索。



『Login』 をクリック する場合、前述のアプライアンスの情報にアクセスできます。

確認

ここでは、設定が正常に動作していることを確認します。

AMP と WSA 間の統合が正常であることを確認するために、AMP コンソールにログインおよび
WSA デバイスのための検索できます。

管理 > コンピュータに、フィルター セクションで、捜し、Web セキュリティ アプライアンスを
適用しますフィルタをナビゲートして下さい

複数の WSA デバイスを登録していてもらう場合ファイル分析 クライアントID とそれらを識別で
きます。

デバイスの機能を拡張する場合、適用されるポリシーどのグループに属するか表示、デバイス
GUID がデバイス トラジェクトリを表示するのに使用することができます。



ポリシー セクションでは、デバイスに加えられる簡単なカスタム検出および許可されるアプリケ
ーション コントロールを-設定できます。

WSA のデバイス トラジェクトリ セクションを表示するトリックがあります別のコンピュータの
デバイス トラジェクトリを開き、デバイス GUID を使用する必要があります。

変更はイメージに示すように URL に、加えられます。

脅威 グリッドに関しては、ファイルが前述の数の下でスコアを得れば 90 のしきい値が、ファイ
ルありません突かれなかった悪意のありませんありますが、WSA のカスタムしきい値を設定でき
ます。



トラブルシューティング

WSA は AMP にページをリダイレクトしません

ファイアウォールを許可しましたり AMP のための必須アドレスを、ここをクリックします
確認して下さい。

●

選択しました AMP 適切なクラウドを確認して下さい（レガシー クラウドを選択することを
避けて下さい）。

●

WSA は規定 された SHA をブロックしません

WSA をあります正しいグループに確認して下さい。●

WSA を使用しています正しいポリシーを確認して下さい。●

SHA をではないですクラウドできれい確認して下さい、さもなければ、WSA はそれをブロ
ックできません。

●

WSA は TG 組織で現われません

選択しました適切な TG クラウドを確認して下さい（南 北 中央アメリカかヨーロッパ）。●

ファイアウォールを許可します TG のための必須アドレスを確認して下さい。●

ファイル分析 クライアントID を書き留めて下さい。●

ユーザ セクションの下でそれを捜して下さい。●

それを見つけない場合、Ciscoサポートに連絡して下さいそうすれば彼らは組織の間でそれを
移動するのを助けることができます。

●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/sourcefire-amp-appliances/118121-technote-sourcefire-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/sourcefire-amp-appliances/118121-technote-sourcefire-00.html
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