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概要

Cisco Web およびメール コンテンツ セキュリティ製品は Cisco および Talos に戻ってデータ テ
レメトリーの E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）のために Web セキュリティ アプ
ライアンス（WSA）の Web 分類の効力および接続 IP 評判を高めるために提供できます。  

データ テレメトリーは」基礎選択の「で WSA および ESA に提供されます。

データはバイナリによって符号化される SSL 暗号化されたパケットで送信されます。  下記に提
供された添付ファイルはデータに送信されている説明およびデータ、特定のフォーマッティング
に把握を提供します。  WebBase ネットワーク参加（WBNP）および SenderBase ネットワーク
参加（SBNP）はデータ直接ログかファイルフォーマットで視認できません。  このデータは暗号
形式で送信されます。  「他」のこのデータは決してあります。

WSA - WebBase ネットワーク参加



Cisco はプライバシーを維持する重要性を認識し、ユーザ名およびパスフレーズのような個人的
か機密 情報を収集しませんでしたりまたは使用しません。 さらに、ファイル名およびホスト名に
続く URL 属性は機密保持を確認するために混乱します。

復号化された HTTPS トランザクションに関しては、SensorBase ネットワークは証明書のサーバ
名の IP アドレス、Web 評判スコアおよび URL カテゴリだけを受け取ります。

完全情報に関しては、現在 アプライアンスで動作する Web セキュリティ用の AsyncOS のバー
ジョンのための WSA ユーザガイドを検討して下さい。  ユーザガイドの「Cisco SensorBase ネ
ットワーク」を参照して下さい。

ESA - SenderBase ネットワーク参加

集まるために SenderBase ネットワーク割り当て Cisco に加わっている顧客はそれを使用するす
べてのためにサービスのユーティリティを高める組織についてのメール トラフィック 統計を集約
しました。 参加は自発的です。 Cisco はメッセージの異なる型が Cisco アプライアンスによって
どのようにだけについての処理されたかメッセージ属性の要約データおよび情報を収集します。
たとえば、Cisco はメッセージ ボディかメッセージ サブジェクトを集めません。 個人的に確認
可能な情報および情報は組織を識別する機密保持されます。

完全情報に関しては、現在 アプライアンスで動作する ESA セキュリティ用の AsyncOS のバージ
ョンのための ESA ユーザガイドを検討して下さい。  ユーザガイドの「SenderBase ネットワー
ク参加」章を参照して下さい。

一般的なセキュリティは FAQ にかかわります
質問： データはどこで収集される保存されますか。
回答： アプライアンス テレメトリーは Cisco 米国基盤のデータセンタで保存されます。
質問： 収集されるおよび保存されるデータにだれがアクセスできますか。

回答： アクセスは名誉棄損となる知性を作成するためにデータ分析したり/使用 Cisco SBG 人員に制限され
ます。

質問： 収集されるデータの保持何時か。
回答： アプライアンス テレメトリーに関するデータ保持/有効期限ポリシーがありません。 データは不明確に保存されるかもしれませんでしたりまたは現在/未来の脅威へのサンプリング/集約、記憶域管理、経過時間、関連

性、先祖などを含むがそれに限定されずさまざまな理由で削除されるかもしれません
質問： 顧客 シリアル番号かパブリックIPアドレスは Talos 分類データベースで保存されますか。

回答： いいえ、URL およびカテゴリーだけ保たれます。 WBNP パケットは出典 IP情報が含まれていません
。 

操作

データの詳細 オペレーション、種類（説明によって）、および送信される情報を示すサンプル デ
ータの下:

SBNP -  特定のデータタイプ（フィールド）および E メール セキュリティへのサンプル デー
タ関連

●

WBNP - 特定のデータタイプ（フィールド）および Web セキュリティへのサンプル データ
関連

●

脅威 検出 オペレーション-操作上観点からの脅威 検出の全般概要●

http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html


SenderBase （メール）ネットワーク参加

Emailappliance ごとに共有される統計情報

項目 サンプル データ
MGA 識別子 MGA 10012
タイムスタンプ 8 AM からの 2005 年 7月 1 日 8:05 AM へのデータ
ソフトウェアバージョン番号 MGA バージョン 4.7.0
ルール一定バージョン番号 反スパム ルールは 102 を設定 しました
アンチウィルス更新間隔 10 分毎にアップデートします
検疫サイズ 500 MB
検疫メッセージカウント 検疫の現在 50 のメッセージ

ウイルス スコアしきい値 脅威 レベル 3 でまたはより高い検疫するためにメッセージを送信 し
て下さい

検疫を入力するメッセージのためのウイルス スコアの合計 120
検疫を入力するメッセージの数 30 （4）の収穫平均スコア
最大検疫時間 12 時間

破壊される発生検疫メッセージそれらがなぜによって検疫を開始および終了したかの数、アンチウィルス結果に関連させて 手動解除による .exe ルール 30 去る検疫による 50 入力検疫およびす
べての 30 はウイルス陽性でした

どんな処置がによって破壊される検疫を残した上で発生検疫メッセージとられたかの数 10 のメッセージに検疫を残した後除去された添付ファイルがありま
した

時間メッセージの合計は検疫で保持されました 20 時間

IP アドレスごとに共有される統計情報

項目 サンプル データ 標準参加 限られた参加
アプライアンス内のさまざま
なステージのメッセージカウ
ント

アンチウィルス エンジンによって見られる:
100
反スパム エンジンによって見られる: 80

反スパムの合計およびアンチ
ウィルス スコアおよび評決

2,000 （見られるすべてのメッセージのため
の反スパム スコアの合計）

別の反スパムおよびアンチウ
ィルス ルール組み合わせを見
つけるメッセージ数

100 つのメッセージ ヒットは A および B を
支配します
50 のメッセージ ヒット ルール A だけ

接続の数 20 の SMTP 接続

総および無効 な受信者の数 50 人の総受信者
10 人の無効 な受信者

ハッシュされたファイル名:
(a)

ファイル <one-way-hash>.pif は <one-way-
hash>.zip と呼ばれたアーカイブ添付ファイ
ルの中で見つけられました。

Unobfuscated
ファイル名

ハッシュされた
ファイル名

混乱させたファイル名: （b） ファイル aaaaaaa0.aaa.pif はファイル
aaaaaaa.zip の中で見つけられました。

Unobfuscated
ファイル名

混乱させたファ
イル名

URL ホスト名（c） www.domain.com にメッセージの中で見つ
けられたリンクがありました

Unobfuscated
URL ホスト名

混乱させた URL
ホスト名

混乱させた URL パス（d）
ホスト名 www.domain.com にメッセージの
中で見つけられたリンクがありパス
aaa000aa/aa00aaa がありました。

Unobfuscated
URL パス

混乱させた URL
パス

スパムおよびウイルス スキャ
ン結果によるメッセージ数

10 スパム陽性
10 スパム負
5 スパム容疑者
4 匹のウイルス陽性
16 匹のウイルス負

http://www.domain.com
http://www.domain.com


5 ウイルス Unscannable
別の反スパムおよびアンチウ
ィルス評決によるメッセージ
数

500 スパム、300 ハム

メッセージ範囲の数 30K-35K 範囲の 125
異なる拡張機能の種類の数 300" .exe」添付ファイル

添付ファイル型、本当ファイ
ルタイプおよびコンテナー型
の相関

「.doc」拡張があるが、です 100 つの添付
ファイルは実際に「.exe」
50 の添付ファイルは zip 内の「.exe」拡張
機能です

添付ファイル サイズの拡張お
よび本当ファイルタイプの相
関

30 の添付ファイルは 50-55K 範囲内の「
.exe」でした

確率的サンプリング結果によ
るメッセージ数

14 のメッセージはサンプリングをスキップ
しました
サンプリングのために並べられる 25 のメ
ッセージ
サンプリングからスキャンされる 50 のメ
ッセージ

壊れた DMARC 確認があるメ
ッセージ数

34 のメッセージに壊れた DMARC 確認が
あります

注：

（a）ファイル名は 1 方法ハッシュ（MD5）で符号化されます。

（b）ファイル名は「a と取り替えられてすべての小文字 ASCII 文字が混乱させた形式で、
（[a-z]）取り替えられた A」と「すべての大文字 ASCII 文字（[A-Z]）取り替えられた x」と
「」あらゆるマルチバイト UTF-8 文字（プライバシーを他の文字セットに提供するため）、
取り替えられたすべての ASCII ディジット（[0-9]）送信 されます。

（c） URL ホスト名はコンテンツを提供する Webサーバを IP アドレスがように大いに指し
ます。 機密 情報は、ユーザ名 および パスワードのような、含まれていません。

（d）ホスト名に続く URL 情報はユーザのどの個人情報でも明らかにされないようにするた
めに混乱します。

SDS クライアント 1 人あたりに共有される統計情報

項目 サンプル データ
タイムスタンプ
クライアントバージョン
クライアントになされる要求の数
SDS クライアントからなされる要求の
数
DNS ルックアップのための時間結果
サーバレスポンス時間結果
サーバへの接続を確立する時間
確立された接続の数
サーバへの同時オープン接続の数
WBRS へのサービス要求の数
ローカル WBRS キャッシュを見つけた
要求の数



ローカル WBRS キャッシュのサイズ
リモート WBRS からの応答時間結果

AMP SBNP データ テレメトリーの

書式 サンプル データ
amp_verdicts: {（「評決」、「spyname」、「スコア」、「アップロードされる」、「
file_name」）、
        （「評決」、「spyname」、「スコア」、「アップロードされる」、「
file_name」）、
        （「評決」、「spyname」、「スコア」、「アップロードされる」、「
file_name」）、
                                ..........
      （「評決」、「spyname」、「スコア」、「アップロードされる」、「file_name」
）、
    }
説明

評決- AMP 評判クエリの… 悪意のある/きれいにして下さい
/未知数

検出する malware の Spyname-名前 [トロイの木馬テスト]
スコア- AMP は評判スコアを割り当てました [1-100]
アップロード-ファイルをアップロードするために示
される AMP クラウド 1

ファイル名-ファイルの添付の名前 abcd.pdf

WebBase （Web）ネットワーク参加

Web 要求ごとに共有される統計情報

項目 サンプル データ 標準参加 限られた参加
バージョン coeus 7.7.0-608
シリアル番号
SBNP サンプリング ファクタ（音量）
SBNP サンプリング ファクタ（比率） 1

宛先IP 及びポート unobfuscated URL パ
ス セグメント

ハッシュされた URL パス
セグメント

反スパイウェアによって選択される
malware カテゴリ スキップされる

WBRS スコア 4.7
McAfee malware カテゴリ評決

Referer URL unobfuscated URL パ
ス セグメント

ハッシュされた URL パス
セグメント

コンテンツのタイプ ID
ACL デシジョン タグ 0
レガシー Web 分類

CIWUC Web カテゴリおよびデシジョ
ン出典

{「ソース」: 「
req」、「cat」:
'1026'}

AVC アプリケーション名前 広告およびトラッキ
ング

AVC アプリケーション型 広告ネットワーク
AVC アプリケーション動作 安全ではない



内部 AVC 結果トラッキング [0,1,1,1]
索引データ構造によるユーザ エージェ
ント トラッキング 3

Web 要求ごとの Malware 高度統計情報

AMP 統計情報
評決- AMP 評判クエリの… 悪意のある/きれいにして下さい/未知数
検出する malware の Spyname-名前 [トロイの木馬テスト]
スコア- AMP は評判スコアを割り当てました [1-100]
アップロード-ファイルをアップロードするために示され
る AMP クラウド 1

ファイル名-ファイルの添付の名前 abcd.pdf

エンドユーザ フィードバック統計情報供給

エンドユーザ Miscategorization フィードバ
ックごとに共有される統計情報
項目 サンプル データ
エンジン ID （数字） 0
レガシー Web 分類コード
CIWUC Web 分類出典 「resp」/「req」
CIWUC Web カテゴリ 1026

提供されるサンプル データ–標準参加

# categorized

"http://google.com/": {    "wbrs": "5.8",

   "fs": {

         "src": "req",

         "cat": "1020"

   },

}

# uncategorized

"http://fake.example.com": {    "fs": {

     "cat": "-"

   },

}

サンプル データによって- Limited 提供される参加

クライアントからのオリジナルの要求: www.gunexams.com/Non-Restricted-FREE-Practice-
Exams

●

記録 される メッセージ（サーバ テレメトリーので）:
http://www.gunexams.com/76bd845388e0

●

完全な WBNP デコード

Cisco アプライアンスごとに共有される統計情報

http://www.gunexams.com/Non-Restricted-FREE-Practice-Exams
http://www.gunexams.com/Non-Restricted-FREE-Practice-Exams
http://www.gunexams.com/76bd845388e0


項目 サンプル データ
バージョン coeus 7.7.0-608
シリアル番号 0022190B6ED5-XYZ1YZ2
モデル            S660
Webroot は有効に なりました 1
有効に なる AVC 1
Sophos は有効に なりました 0
有効に なる応答側面分類 1
有効に なる反スパイウェア エンジン default-2001005008
反スパイウェア SSE バージョン default-2001005008
反スパイウェア Spycat 定義バージョン default-8640
反スパイウェア URL ブラックリスト DAT バ
ージョン
反スパイウェア URL Phishing DAT バージョ
ン
反スパイウェア Cookie DAT バージョン
有効に なる反スパイウェア ドメイン ブロッ
キング 0

反スパイウェア脅威 リスク しきい値 90
McAfee は有効に なりました 0
McAfee エンジン バージョン
McAfee DAT バージョン default-5688
WBNP 詳細 レベル 2
WBRS エンジン バージョン freebsd6-i386-300036

WBRS コンポーネント バージョン

categories=v2-1337979188,ip=default-
1379460997,keyword=v2-
1312487822,prefixcat=v2-
1379460670,rule=default-1358979215

WBRS ブラックリストしきい値 -6
WBRS ホワイトリスト しきい値 6
有効に なる WBRS 1
有効に なる セキュアな機動性 0
有効に なる L4 トラフィック モニタ 0
L4 トラフィック モニタ ブラックリスト バー
ジョン default-0

L4 トラフィック モニタ Admin ブラックリス
ト
L4 トラフィック モニタ Admin ブラックリス
ト ポート
L4 トラフィック モニタ ホワイトリスト
L4 トラフィック モニタ ホワイトリスト ポー
ト
SBNP サンプリング ファクタ 0.25
SBNP サンプリング ファクタ（音量） 0.1
SurfControl SDK バージョン（レガシー） default-0
SurfControl 完全なデータベースのバージョ
ン（レガシー） default-0

SurfControl ローカル インクレメンタル積算
ファイルのバージョン（レガシー） default-0

耐火石材エンジン バージョン default-210016
耐火石材 DAT バージョン v2-310003
AVC エンジン バージョン default-110076
AVC DAT バージョン default-1377556980



Sophos エンジン バージョン default-1310963572
Sophos DAT バージョン default-0
有効に なる適応性があるスキャン 0
適応性があるスキャン リスク スコアしきい
値 [10、6、3]

適応性があるスキャン負荷 率 しきい値 [5、3、2]
有効に なるソックス 0
総トランザクション
総トランザクション
合計はトランザクションを可能にしました
総 Malware はトランザクションを検出する
Admin ポリシーによってブロックされる総ト
ランザクション
WBRS スコアによってブロックされる総トラ
ンザクション
総高いリスク トランザクション
トラフィック モニタによって検出する総トラ
ンザクション
IPv6 クライアントとの総トランザクション
IPv6 サーバとの総トランザクション
ソックス プロキシを使用する総トランザクシ
ョン
リモートユーザからの総トランザクション
ローカルユーザからの総トランザクション
ソックス プロキシを使用して許可される総ト
ランザクション
ローカルユーザからの総トランザクションは
ソックス プロキシを使用することを割り当て
ました
リモートユーザからの総トランザクションは
ソックス プロキシを使用することを割り当て
ました
ソックス プロキシを使用してブロックされる
総トランザクション
ソックス プロキシを使用してブロックされる
ローカルユーザからの総トランザクション
ソックス プロキシを使用してブロックされる
リモートユーザからの総トランザクション
最後再起動しなさいので秒 2843349
CPU稼働率（%） 9.9
RAM 利用（%） 55.6
ハードディスク 利用（%） 57.5
帯域利用率（/sec） 15307
TCP 接続を開いて下さい 2721
Transactions Per Second 264
クライアント レイテンシー 163
キャッシュ ヒット比率 21
プロキシ CPU稼働率 17
WBRS WUC CPU稼働率 2.5
CPU稼働率の記録 3.4
CPU稼働率の報告 3.9
Webroot CPU稼働率 0
Sophos CPU稼働率 0



McAfee CPU稼働率 0
vmstat ユーティリティ出力（vmstat – z、
vmstat – m）
設定されるアクセスポリシーの数 32
設定されたカスタム Web カテゴリーの数 32
認証プロバイダー 基本、NTLMSSP

認証レルム 認証プロバイダー ホスト名、プロトコル
及び他の設定要素

Web 要求ごとに共有される統計情報

項目 サンプル データ 標準参加 限られた参加
バージョン coeus 7.7.0-608
シリアル番号
SBNP サンプリング ファクタ（音量）
SBNP サンプリング ファクタ（比率） 1

宛先IP 及びポート unobfuscated URL パ
ス セグメント

ハッシュされた URL パス
セグメント

反スパイウェアによって選択される
malware カテゴリ スキップされる

WBRS スコア 4.7
McAfee malware カテゴリ評決

Referer URL unobfuscated URL パ
ス セグメント

ハッシュされた URL パス
セグメント

コンテンツのタイプ ID
ACL デシジョン タグ 0
レガシー Web 分類

CIWUC Web カテゴリおよびデシジョ
ン出典

{「ソース」: 「
req」、「cat」:
'1026'}

AVC アプリケーション名前 広告およびトラッキ
ング

AVC アプリケーション型 広告ネットワーク
AVC アプリケーション動作 安全ではない
内部 AVC 結果トラッキング [0,1,1,1]
索引データ構造によるユーザ エージェ
ント トラッキング 3

Web 要求ごとの Malware 高度統計情報

AMP 統計情報
評決- AMP 評判クエリの… 悪意のある/きれいにして下さい/未知数
検出する malware の Spyname-名前 [トロイの木馬テスト]
スコア- AMP は評判スコアを割り当てました [1-100]
アップロード-ファイルをアップロードするために示され
る AMP クラウド 1

ファイル名-ファイルの添付の名前 abcd.pdf

エンドユーザ フィードバック統計情報供給

エンドユーザ Miscategorization フィードバックごとに共有
される統計情報



項目 サンプル データ
エンジン ID （数字） 0
レガシー Web 分類コード
CIWUC Web 分類出典 「resp」/「req」
CIWUC Web カテゴリ 1026

Talos 検出 コンテンツ

集中する脅威



関連情報

Cisco Web セキュリティ アプライアンス-プロダクトページ●

Cisco E メール セキュリティ アプライアンス-プロダクトページ●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/web-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/email-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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