先進的な脅威対策
Cisco Cloud Web Security Premium には、先進的なサイバー脅威からのネットワーク保護を強化す
る、追加機能が搭載されています。 Cisco Cloud Web Security Premium では、Cisco Cloud Web
Security Essentials に次の 2 つの先進的な脅威対策が追加されています。
• Cognitive Threat Analytics（CTA）：クラウドベースのサービスで、ネットワーク内部で動作
している脅威の検出を迅速に行います。 CTA は Cisco Cloud Web Security を一連の攻撃にお
ける侵害発生後のフェーズに拡張しています。 CTA は、ネットワーク トラフィックの動作
分析および異常検出を使用して、マルウェア感染またはデータ侵害の兆候を識別します。
CTA は高度な統計モデルと機械学習を利用して、新たな脅威を個別に特定します。
• Advanced Malware Protection（AMP）：マルウェア検出と継続的な分析、過去にさかのぼる
アラートを実現する、包括的なサービスです。 AMP ではファイル レピュテーションとファ
イル レトロスペクション分析を組み合わせて、一連の攻撃全体で脅威を特定します。

（注）

現在、一連の攻撃における侵害発生後のフェーズで動作する CTA と AMP では、アクティブな
ブロッキングを実行しません。

（注）

CTA と AMP は Cisco Cloud Web Security Premium のプロビジョニング プロセスに伴ってアク
ティブ化されます。 Cisco ScanCenter での追加設定は不要です。
CTA は Web プロキシ ログで収集されたネットワーク トラフィックを分析して、ネットワーク
トラフィックの異常を潜在的な脅威として検出します。 AMP はネットワーク境界を通過するファ
イルのレピュテーションを調べます。 確立された標準に準拠しない動作、または不良なレピュ
テーションを持つファイルは、Cisco ScanCenter にインシデントとして報告されます。
• CTA インシデント：CTA 動作分析と異常検出エンジンは、ユーザ デバイスが、悪意のある
活動を HTTP（S）通信を通じて行うマルウェアに感染したことを特定します。
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• AMP インシデント：シスコのプロキシを通過するどのファイルも、レピュテーションをス
キャンされます。 ファイルのレピュテーションが不良な場合、AMP はインシデントを生成
します。 ダウンロード時にファイル レピュテーションが良好または不明な場合で、後に
（現状では 7 日後）ファイル レピュテーションが不良に変化した場合、AMP は過去にさか
のぼったインシデントを生成します。

• 検出された脅威：インシデントの概要, 2 ページ
• 脅威の症状, 6 ページ
• Situation Room（シチュエーション ルーム）：インシデントの詳細, 7 ページ
• Web Flows（Web フロー）, 10 ページ

検出された脅威：インシデントの概要
インシデントの概要と、検出された脅威の全般的な情報は、[Threats（威脅）] タブに表示されま
す。
• Incident（インシデント） - 検出された主な動作の種類（[Risk（リスク）] と [Confidence（信
頼度）] も含む）。
◦ Risk（リスク） - ネットワークに影響を与えているインシデントのリスクを、1 から 10
までの数値で表したもの。 数字が大きければリスクも高くなります。 そのため、低リ
スクのインシデントよりも高リスクのインシデントを先に調査し、インシデント分析に
優先順位を付けることをお勧めします。
◦ Confidence（信頼度） - 検出カテゴリの正確さを表すパーセンテージ値。 数値が高けれ
ば高いほど、症状が正確に分類されており、インシデントがネットワークに対して実際
に脅威となっているという信頼度も高くなります。 信頼度は CTA インシデントにのみ
表示されます。
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（注）

CTA システムは Web プロキシ ログを監視し、通信の内容は調査しません。
CTA システムは、監視の対象となっているネットワークでの悪意のある Web
閲覧動作を識別することにフォーカスしており、感染によって動作に現れる
症状から生成されたインシデントを示します。

• Identity（ID） - 影響を受けたユーザの ID と IP アドレス。 IP アドレスは、経時的に複数の
ユーザに再割り当てされることがあるため、CTA システムはユーザ単位でのモデリングを行
います。 こうした重要なシステム強化により、より一貫性の高い結果がもたらされるように
なりました。

（注）

ユーザには、経時的に 1 つ以上の IP アドレスが割り当てられることがありま
す。 CTA システムはこれらの割り当てを追跡し、指定された期間内にユーザ
に割り当てられた IP アドレスをすべて表示します。

• IP Reputation（IP レピュテーション） - 接続したリモート サーバのレーティングは、各イン
シデントにおいてユーザが通信した既知のソースの集約情報を表します。 レーティングは、
Anomaly Detection Engine（異常検出エンジン）が検出を行う際には使用されません。 レー
ティングは、インシデント検出が発生した状況を、セキュリティ アナリストが理解しやすく
するための情報として提供されます。
◦ 赤 - IP レピュテーション レーティングがマイナスの、接続済みリモート サーバ数。
◦ オレンジ - グローバル インテリジェンス データベースにレコードが存在しない、接続
済みリモート サーバ数（未知の IP レピュテーション レーティング）。
◦ 緑 - IP レピュテーション レーティングがプラスの、接続済みリモート サーバ数。
• Activity Types（アクティビティ タイプ） - このインシデントで検出されたアクティビティの
タイプ。
• Occurrence（発生） - この動作が起こった時期とその期間。
• Feedback（フィードバック） - 脅威、非脅威、または無視としてマークされたインシデント。

上記の CTA インシデントの例では、一番上の行にはユーザ ID「jfaroll」、IP アドレス「10.36.18.70」
がマルウェアに感染していることが示されています。 検出された感染の症状は、「Data transfer
through URL（URL を通じたデータの転送）」です。 URL を通じたデータの転送とは、攻撃者が
Web URL にコードを埋め込み、データを抽出する方法です。 このコードは通常エンコードおよび
暗号化されているため、正当なリクエストと区別することが困難です。 マルウェアはこのデータ
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を URL に付加し、攻撃者によって監視されている Web サーバに接続します。 このようなタイプ
の症状には、データ抽出のみならず、マルウェアの更新やボットネット マスターからのコマンド
も含まれます。 また、インシデント リスクは 8、信頼度は 75 % にも及ぶため、実際の脅威とし
ては、優先度も確実性も比較的高くなっています。

上記の AMP の例のアクティビティでは、悪意のあるファイルのダウンロードにつながる、実際の
リクエストを示します。 ラベル「W32.AF4BDA9F54-100.SBX.VIOC」とは内部名であり、パブリッ
クには参照されません。 AMP も CTA も、現在のところはアクティブなインライン ブロッキング
は提供していません。そのため、ファイルがエンドポイントに実際にダウンロードされた可能性
もあります。 次に示す AMP インシデントの例のアクティビティでは、悪意のあるファイルがダ
ウンロードされた時期の前後に発生した、他のリクエストを示します。 これらのリクエストに隠
された、他の疑わしいアクティビティを検索できます。

棒グラフを見ると、指定期間に検出されたインシデントの数が一目でわかります。

[Detected Threats（検出された脅威）] の概要ページに表示されるインシデントは、次の項目でフィ
ルタリングできます。
• 日付選択 - 各フィールドをクリックするとカレンダーが開くので、開始日（[From（開始）]）
および終了日（[To（終了）]）を指定します。
◦ デフォルトでは、過去 7 日間が指定されています。
◦ 最大の日付範囲は 30 日間です。
◦ 指定可能な日付範囲は、過去 45 日間です。
• 期間ボタン - 次の過去の期間を指定できます。
◦ Today（今日） - 過去 24 時間。
◦ 3D - 過去 3 日間。
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◦ 1W - 過去 1 週間。
◦ 2W - 過去 2 週間。
◦ 1M - 過去 1 ヵ月間。
• Search（検索）フィールド - テーブルに表示する文字列を入力し（正規表現はワイルドカー
ドは使用できません）、[Search（検索）] をクリックしてフィルタを適用します。
• Show（表示） - フィードバック カテゴリ別にインシデントを表示します。
◦ Current Pending Incidents（保留中のインシデント） - デフォルト。まだフィードバッ
クにマークされていないため、調査が必要なインシデント。
◦ Ignored Threats（無視された脅威） - 真陽性だが、フィードバックには関連性なしとし
てマークされているインシデント。
◦ Non-Threats（非脅威） - フィードバックに誤検出としてマークされているインシデン
ト。
◦ Threats（脅威） - フィードバックに真陽性としてマークされているインシデント。
◦ All Incidents（すべてのインシデント） - フィードバックのマーキングにかかわらず、
すべてのインシデントを表示。

（注）

（注）

フィードバック システムには、主に 2 つの目的があります。 1 つ目は、セキュ
リティ アナリストがインシデントを分類する目的です。これにより、インシ
デント管理と分析のワークフローを支援します。 2 つ目は、フィードバック
をコミュニティ フィードバックの一部にすることです。シスコはこれを使用
し、検出アルゴリズムを向上します。

[Columns（列）] セレクタを使用すると、表示する列を選択できます。 さらに、列を昇順に並
べ替えたり、左から右の順序を変更したりできます。
[Activity Types（アクティビティ タイプ）] セルの上にカーソルを置くと、そのインシデントに関
連するすべてのアクティビティ タイプがすべて表示されます。 アクティビティ タイプは重大度
で並べられており、重大度が高い順に上から下に表示されます。
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[Occurrence（発生）] セルの上にカーソルを置くと、そのインシデントが発生した時期と、その期
間が表示されます。

インシデントをさらに詳しく調査するには、その [Incident（インシデント）] 列の上にカーソルを
置くと、その行がハイライト表示されます。 列をクリックすると、[Situation Room（シチュエー
ション ルーム）] ページが開き、インシデントに関するその他の詳細が表示されます。

脅威の症状
現在のところ、次のような脅威の症状が検出されています。
• ドメイン生成アルゴリズムによって生成されたドメインとの通信
• 悪意のあるコードを含む URL を通じたデータ転送
• 生成したドメインへの、URL を通じたデータ転送
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• 複数の拡張子を持つ悪意のある実行ファイルのダウンロード
• 疑わしい実行ファイルのダウンロード
• userAgent、MIME タイプ、リファラのない、疑わしい非ブラウザ HTTP トラフィック
• Web プロキシ自動発見（WPAD）サービスの不正使用
• 異常な HTTP トラフィック
• Raw サーバ IP アドレスへの、シングルフローの異常な孤立シーケンス
• ポリシー違反の可能性があるもの
◦ Tor 匿名化アプリケーションに関連するトラフィック
◦ Teamviewer アプリケーションに関連するトラフィック
• コンテキストの動作
◦ HTTP ではない接続プロトコルによる異常なフローは、プロキシ接続として分類されま
す。 攻撃者は、監視デバイス層を避けることのできるセキュア通信を利用します。 こ
のカテゴリのイベントは、必ずしも悪意のある動作とは限りませんが、通常は他の動作
と組み合わせてコンテキストとしての役割を果たします。
◦ ホストとサーバ間の証明書の交換
◦ ソフトウェア更新
• 正当なサービスの異常なトラフィック
◦ Pandora
◦ CFEngine
• AMP レトロスペクション技術によって識別された、ダウンロード済みの悪意のあるファイル

Situation Room（シチュエーションルーム）：インシデン
トの詳細
インシデントは通常、複数のアクティビティや疑わしい動作のタイプで構成されます。 [Situation
Room（シチュエーション ルーム）] ページには、インシデントごとの追加情報を表示します。
インシデント ヘッダーには、基本的な情報が示されます。
• User Identity（ユーザ ID） - 影響を受けたユーザの ID と IP アドレス。

（注）

[View Web Traffic History（Web トラフィック履歴の表示）] をクリックする
と、このユーザの Web 閲覧履歴が ScanCenter WIRE レポートに表示されます。
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• Incident Classification（インシデント分類） - 検出された主な動作の種類（[Risk（リスク）]
と [Confidence（信頼度）] も含む）。
◦ Risk（リスク） - ネットワークに影響を与えているインシデントのリスクを、1 から 10
までの数値で表したもの。 数字が大きければリスクも高くなります。 そのため、低リ
スクのインシデントよりも高リスクのインシデントを先に調査し、インシデント分析に
優先順位を付けることをお勧めします。
◦ Confidence（信頼度） - 検出カテゴリの正確さを表すパーセンテージ値。 数値が高けれ
ば高いほど、症状が正確に分類されており、インシデントがネットワークに対して実際
に脅威となっているという信頼度も高くなります。
• Occurrence（発生） - この動作が発生した時期。
• Feedback（フィードバック） - 脅威、非脅威、または無視としてマークされたインシデント。
図 1：平行座標

アクティビティ テーブルには、平行座標のコンポーネントを反映する情報が示されます。
• Activity Type（アクティビティ タイプ） - このインシデントで検出されたすべてのアクティ
ビティを含むテーブル。 デフォルトでは、アクティビティ タイプは重大度で並べられてお
り、重大度が高い順に上から下に表示されます。
• Server（サーバ） - 接続したリモート サーバの IP アドレス。
• Duration（期間） - イベントが持続した期間。
• Bytes Up（アップロードしたバイト数） - サーバに送信されたデータの量。
• Bytes Down（ダウンロードしたバイト数） - サーバから受信したデータの量。
• Flows（フロー） - HTTP 接続数。
[Occurrence（発生）] セルの上にカーソルを置くと、そのインシデントが発生した時期が表示され
ます。
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[Feedback（フィードバック）] セルでマークされていないインシデントは、脅威、非脅威、また
は無視するものとしてマークできます。 また、マークしたインシデントをリセットすることもで
きます。

（注）

フィードバック システムには、主に 2 つの目的があります。 1 つ目は、セキュリティ アナリ
ストがインシデントを分類する目的です。これにより、インシデント管理と分析のワークフ
ローを支援します。 2 つ目は、フィードバックをコミュニティ フィードバックの一部にする
ことです。シスコはこれを使用し、検出アルゴリズムを向上します。
[Search（検索）] フィールドに、テーブルに表示する文字列を入力し（正規表現やワイルドカード
は使用できません）、フィルタを適用します。
[Columns（列）] セレクタを使用すると、表示する列を選択できます。 さらに、列を昇順に並べ
替えたり、左から右の順序を変更したりできます。
[Server（サーバ）] セルの上にカーソルを置くと、すべてのサーバの場所、WHOIS データ、IP ア
ドレス、使用ポートが表示されます。

赤のボックスに白の「-」が記されている場合は、そのサーバに対してマイナスの IP レピュテー
ションがあることを意味します。 ドメイン名も含まれます。 マイナスの IP レピュテーションは、
攻撃者が運営するドメインからの疑わしい通信があったことを示すことがあります。
アクティビティをさらに詳しく調査するには、その [Activity Type（アクティビティ タイプ）] を
クリックし、個々の Web フローに関する接続情報を示す新しいウィンドウを開きます。
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Web Flows（Web フロー）
[Web Flows（Web フロー）] ウィンドウには、接続ごとの詳細が表示されます。
• Client IP（クライアント IP） - IP クライアントで使用される IP アドレス。
• Client Port（クライアント ポート） - クライアントで使用される TCP/UDP ポート。
• Server IP（サーバ IP） - サーバで使用される IP アドレス。 サーバの場所がわかっている場
合は、その場所の国旗、およびサーバの IP レピュテーション スコアも表示されます。
• Server Port（サーバ ポート） - サーバで使用される TCP/UDP ポート。
• Bytes Up（アップロードしたバイト数） - サーバに送信されたデータの量。
• Bytes Down（ダウンロードしたバイト数） - サーバから受信したデータの量。
• URL - クライアントがアクセスするサーバの URL。
• Referrer（リファラ） - リクエストされているリソースにリンクされる URL のアドレスを識
別する、HTTP ヘッダー フィールド。
• MIME - MIME コンテンツ タイプ。
• HTTP Status（HTTP ステータス） - サーバから返される HTTP ステータス コード。
• Timestamp（タイムスタンプ） - 接続が開始した時刻。
• Duration（期間） - イベントが持続した期間。
• User Agent（ユーザ エージェント） - アクティビティ中に使用されていたブラウザのタイプ。
• Category（カテゴリ） - サイトのカテゴリ（ギャンブル、ソーシャル サイトなど）。
• FileName（ファイル名） - ダウンロードされたファイルの名前（AMP 固有のフィールド）。
• SHA256 - ファイルに対して計算された SHA256 （AMP 固有のフィールド）。
[Search（検索）] フィールドに上記のいずれかのパラメータを入力すると、表示される項目を絞り
込めます。

[Columns（列）] セレクタを使用すると、表示する列を選択できます。 さらに、列を昇順に並べ
替えたり、左から右の順序を変更したりできます。
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