
製品およびリリースの概要

この章は、次の項で構成されています。

• Webセキュリティアプライアンスの概要（1ページ）
•最新情報（2ページ）
•アプライアンスWebインターフェイスの使用（3ページ）
•サポートされる言語（5ページ）
• Cisco SensorBaseネットワーク（6ページ）

Webセキュリティアプライアンスの概要
CiscoWebセキュリティアプライアンスはインターネットトラフィックを代行受信してモニタ
し、ポリシーを適用することによって、マルウェア、機密データの漏洩、生産性の低下などの

インターネットベースの脅威から内部ネットワークを保護します。
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最新情報

AsyncOS 11.0の新機能
説明機能

アプライアンスを Cisco Defense Orchestratorに接続し、アプライ
アンスのセキュリティポリシー設定を分析することで、ポリシー

の不整合を特定および解決し、ポリシーの変更をモデル化してそ

の影響を検証し、ポリシーの変更を調整してセキュリティポス

チャの整合性を実現し、その明瞭さを維持することができます。

Cisco Defense Orchestratorはクラウドベースのプラットフォーム
であり、ネットワーク運用スタッフがシスコのセキュリティデバ

イスに対するセキュリティポリシーを管理することで、エンド

ツーエンドセキュリティポスチャを確立および維持できます。

詳細については、Cisco Defense Orchestratorへのアプライアンス
の接続を参照してください。

Cisco Defense Orchestrator
の統合

[CTAテンプレート（CTA Template）]オプションを使用して、
W3Cログを Cisco Cognitive Threat Analytics（CTA）システムに送
信するために必要なフィールドと基準を自動的に選択できます。

詳細については、CTA固有のカスタムW3Cログの設定を参照し
てください。

CTAでのアプライアンス登
録の簡素化

プライマリネームサーバで解決できなかったホスト名クエリを

解決するためのセカンダリ DNSサーバを指定できるようになり
ました。サーバの優先レベルも設定できます。プライマリ DNS
サーバから次のエラーが返されると、セカンダリ DNSサーバが
ホスト名クエリを受信します。

•エラーなし、応答セクションを受信しませんでした。（No
Error, no answer section received.）

•サーバが要求を完了できませんでした。応答セクションがあ
りません。（Server failed to complete request, no answer section.）

•名前エラー、応答セクションを受信しませんでした。（Name
Error, no answer section received.）

•実装されていない機能です。（Function not implemented.）

•サーバがクエリへの応答を拒否しました。（ServerRefused to
Answer Query.）

詳細については、DNS設定の編集を参照してください。

セカンダリ DNSサーバ
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説明機能

supportrequestコマンドを使用してオプションのステップでサー

ビス要求番号を指定した場合、サービス要求に自動的に追加する

システム情報と設定情報のセットを送信できます。

詳細については、Webセキュリティアプライアンスの CLIコマ
ンドを参照してください。

supportrequestコマンドの

機能拡張

仮想アプライアンスをMicrosoft Hyper-Vバージョン 5.0に導入で
きるようになりました。

『Cisco Content Security Virtual Appliance Installation Guide』を参照
してください。このドキュメントは、http://www.cisco.com/c/en/us/
support/security/web-security-appliance/
products-installation-guides-list.htmlから入手できます。

仮想アプライアンスの機能

拡張

関連項目
• http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-release-notes-list.html

アプライアンスWebインターフェイスの使用
• Webインターフェイスのブラウザ要件（3ページ）
•仮想アプライアンスでのWebインターフェイスへのアクセスのイネーブル化（4ペー
ジ）

•アプライアンスWebインターフェイスへのアクセス（4ページ）
• Webインターフェイスでの変更内容のコミット（5ページ）
• Webインターフェイスでの変更内容のクリア（5ページ）

Webインターフェイスのブラウザ要件
Webインターフェイスにアクセスするには、ブラウザが JavaScriptおよび Cookieをサポート
し、受け入れがイネーブルになっている必要があります。また、Cascading Style Sheet（CSS）
を含む HTMLページをレンダリングできる必要があります。

Cisco Webセキュリティアプライアンスは YUI（http://yuilibrary.com/yui/environments/）で設定
されたターゲット環境に準拠しています。

セッションは、非アクティブな状態が 30分続くと自動的にタイムアウトします。

Webインターフェイス内の一部のボタンとリンクを使用すると、さらにウィンドウが開きま
す。そのため、Webインターフェイスを使用するには、ブラウザのポップアップブロックを
設定する必要があります。
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アプライアンスの設定を編集する場合は、一度に1つのブラウザウィンドウまたはタブを使用
します。また、WebインターフェイスおよびCLIを同時に使用してアプライアンスを編集しな
いでください。複数の場所からアプライアンスを編集すると、予期しない動作が発生するの

で、サポートされません。

（注）

仮想アプライアンスでのWebインターフェイスへのアクセスのイネー
ブル化

デフォルトでは、HTTPおよび HTTPSインターフェイスは仮想アプライアンスで有効化され
ません。これらのプロトコルを有効にするには、コマンドラインインターフェイスを使用する

必要があります。

ステップ 1 コマンドラインインターフェイスにアクセスします。コマンドラインインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

ステップ 2 interfaceconfigコマンドを実行します。

プロンプトで Enterキーを押すと、デフォルト値が受け入れられます。

HTTPおよび HTTPSのプロンプトを検索し、使用するプロトコルをイネーブルにします。

アプライアンスWebインターフェイスへのアクセス
仮想アプライアンスを使用している場合は、仮想アプライアンスでのWebインターフェイス
へのアクセスのイネーブル化（4ページ）を参照してください。

ステップ 1 ブラウザを開き、Webセキュリティアプライアンスの IPアドレス（またはホスト名）を入力します。ア
プライアンスが事前に設定されていない場合は、デフォルト設定を使用します。

https://192.168.42.42:8443

または

http://192.168.42.42:8080

ここで、192.168.42.42はデフォルト IPアドレス、8080は HTTPのデフォルトの管理ポートの設定、8443

は HTTPSのデフォルトの管理ポートです。

アプライアンスが現在設定されている場合は、M1ポートの IPアドレス（またはホスト名）を使用します。

アプライアンスに接続するときはポート番号を使用する必要があります（デフォルトはポート

8080）。Webインターフェイスにアクセスするときにポート番号を指定しないと、デフォルト
ポート 80になり、[ライセンスなしプロキシ（ProxyUnlicensed）]エラーページが表示されます。

（注）
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ステップ 2 アプライアンスのログイン画面が表示されたら、アプライアンスにアクセスするためのユーザ名とパスフ
レーズを入力します。

デフォルトで、アプライアンスには以下のユーザ名とパスフレーズが付属します。

•ユーザ名：admin
•パスフレーズ：ironport

adminのユーザ名でログインするのが初めての場合は、パスフレーズをすぐに変更するよう求められます。

ステップ 3 自分のユーザ名での最近のアプライアンスへのアクセス試行（成功、失敗を含む）を表示するには、アプ
リケーションウィンドウの右上の [ログイン（Logged in as）]エントリの前にある [最近のアクティビティ
（recent-activity）]アイコン（成功は i、失敗は !）をクリックします。

Webインターフェイスでの変更内容のコミット

ステップ 1 [変更を確定（Commit Changes）]ボタンをクリックします。

ステップ 2 選択する場合、[コメント（Comment）]フィールドにコメントを入力します。

ステップ 3 [変更を確定（Commit Changes）]をクリックします。

すべてをコミットする前に、複数の設定変更を行うことができます。（注）

Webインターフェイスでの変更内容のクリア

ステップ 1 [変更を確定（Commit Changes）]ボタンをクリックします。

ステップ 2 [変更を破棄（Abandon Changes）]をクリックします。

サポートされる言語
AsyncOSは次の言語のいずれかで GUIおよび CLIを表示できます。

•ドイツ語

•英語

•スペイン語

•フランス語

•イタリア語
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•日本語

• Korean

•ポルトガル語

•ロシア語

•中国語

•台湾語

Cisco SensorBaseネットワーク
Cisco SensorBaseネットワークは、世界中の何百万ものドメインを追跡し、インターネットト
ラフィックのグローバルウォッチリストを維持する脅威の管理データベースです。SensorBase
は、既知のインターネットドメインの信頼性の評価をシスコに提供します。Webセキュリティ
アプライアンスは、SensorBaseデータフィードを使用して、Webレピュテーションスコアを
向上させます。

SensorBaseの利点とプライバシー
Cisco SensorBaseネットワークへの参加は、シスコがデータを収集して、SensorBase脅威管理
データベースとそのデータを共有することを意味します。このデータには要求属性に関する情

報およびアプライアンスが要求を処理する方法が含まれます。

シスコはプライバシーを維持する重要性を理解しており、ユーザ名やパスフレーズなどの個人

情報または機密情報も収集または使用しません。また、ファイル名とホスト名に続く URL属
性は、機密性を保証するために難読化されます。復号化されたHTTPSトランザクションでは、
SensorBaseネットワークは IPアドレス、Webレピュテーションスコア、および証明書内のサー
バ名の URLカテゴリのみを受信します。

SensorBaseネットワークへの参加に同意する場合、アプライアンスから送信されたデータは
HTTPSを使用して安全に転送されます。データを共有すると、Webベースの脅威に対応して、
悪意のあるアクティビティから企業環境を保護するシスコの機能が向上します。

Cisco SensorBaseネットワークへの参加の有効化

システムの設定時にデフォルトで [標準 SensorBaseネットワークに参加（Standard SensorBase
Network Participation）]がイネーブルにされています。

（注）

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [SensorBase（SensorBase）]を選択します。
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ステップ 2 [SensorBaseネットワークに参加（SensorBase Network Participation）]がイネーブルであることを確認しま
す。

ディセーブルの場合、アプライアンスが収集するデータはSensorBaseネットワークサーバには戻されませ
ん。

ステップ 3 [加入レベル（Participation Level）]セクションで、以下のレベルのいずれかを選択します。

• [制限（Limited）]。基本的な参加はサーバ名情報をまとめ、SensorBaseネットワークサーバにMD5
ハッシュパスセグメントを送信します。

•標準。拡張された参加は、unobfuscatedパスセグメントを使用したURL全体を SensorBaseネットワー
クサーバに送信します。このオプションは、より強力なデータベースの提供を支援し、継続的にWeb
レピュテーションスコアの整合性を向上させます。

ステップ 4 [AnyConnectネットワークへの参加（AnyConnect Network Participation）]フィールドで、Cisco AnyConnect
クライアントを使用してWebセキュリティアプライアンスに接続するクライアントから収集された情報を
含めるかどうかを選択します。

AnyConnectクライアントは、Secure Mobility機能を使用してアプライアンスにWebトラフィックを送信し
ます。

ステップ 5 [除外されたドメインと IPアドレス（Excluded Domains and IP Addresses）]フィールドで、任意でドメイン
または IPアドレスを入力して、SensorBaseサーバに送信されたトラフィックを除外します。

ステップ 6 変更を送信し、保存します。
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