
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）
• AsyncOS 11.5.1の新機能（2ページ）
• AsyncOS 11.5の新機能（3ページ）
•関連項目（5ページ）
•アプライアンスWebインターフェイスの使用（5ページ）
•サポートされる言語（8ページ）
• Cisco SensorBaseネットワーク（8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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AsyncOS 11.5.1の新機能
表 1 : AsyncOS 11.5.1の新機能

説明機能

お使いのアプライアンスを、アプライアンスをパススルーす

る HTTPおよび HTTPS Webトラフィックにタップするよう
に設定でき、リアルタイムデータトラフィックとともにWeb
セキュリティアプライアンスインターフェイスにインライ

ンでコピーできます。お客様が定義したボリシーフィルタに

基づいてトラフィックにタップできます。選択されたタップ

インターフェイスは、分析、調査、およびアーカイブのた

め、外部のセキュリティデバイスに接続する必要がありま

す。

詳細については、Webトラフィックタップ（Web Traffic
Tap）、Webトラフィックタップの有効化、およびWebトラ
フィックタップポリシーの設定を参照してください。

[概要レポート（Overview Report）]ページには、[Webトラ
フィックタップのステータス（Web Traffic Tap Status）]、
[Webトラフィックタップのサマリ（Web Traffic Tap
Summary）]、[タップされた HTTP/HTTPSトラフィック
（Tapped HTTP/HTTPS Traffic）]、および [タップされたトラ
フィックのサマリ（Tapped Traffic Summary）]のセクション
が含まれるようになりました。[概要（Overview）]ページを
参照してください

Webトラフィックタップ
（Web Traffic Tap）

クリーンなファイル、悪意のあるファイル、不明なファイル

について、AMPファイルレピュテーションの判定結果の
キャッシュを消去できるようになりました。

高度なマルウェア防御のサービスキャッシュの消去を参照し

てください

AMPキャッシュ消去

ファイル分析用のアップストリームのプロキシを設定できる

ようになりました。

ファイルレピュテーションと分析サービスの有効化と設定を

参照してください

ファイル分析用のAMPアップ
ストリームのプロキシ設定

Cisco Threat Grid分析用の圧縮ファイルを、解凍せずに送信
できるようになりました。送信されるファイルの数を削減す

ることにより、効率性が向上します。

アーカイブファイルまたは圧縮ファイルの処理を参照してく

ださい

Cisco Threat Grid分析用圧縮
ファイルの送信サポート
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説明機能

ハイアベイラビリティクラスタ内のすべてのアプライアン

スに対して Kerberos認証を有効にするには、Active Directory
レルムを作成または編集する際に、[Kerberosハイアベイラビ
リティ（Kerberos High Availability）]セクションの [キータブ
認証を使用する（Use keytab authentication）]オプションを使
用します。

ハイアベイラビリティ展開で Kerberos認証を行うための
WindowsActiveDirectoryにおけるサービスアカウントの作成
およびKerberos認証方式のActive Directoryレルムの作成を参
照してください。

ハイアベイラビリティクラス

タの Kerberosサポート

Cisco Webセキュリティアプライアンスに新しい CLIコマン
ド、httppatchconfigが追加されました。このコマンドを使用
して、発信 HTTPパッチ要求を有効または無効にできます。

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。

HTTPパッチ要求をサポートし
ます。

AsyncOS 11.5の新機能
説明機能

シスコの CloudlockポータルにW3Cアクセスログを送信するよ
うお使いのアプライアンスを設定し、分析とレポーティングに役

立てることができます。これらのカスタムW3Cログを使用する
と、顧客の SaaS利用状況がさらに把握しやすくなります。Cisco
Cloudlockは、クラウドネイティブCASBおよびサイバーセキュ
リティプラットフォームであり、Software-as-a-Service、
Platform-as-a-Service、および Infrastructure-as-a-Serviceの全体にわ
たってユーザ、データ、およびアプリケーションを保護します。

詳細については、Cisco Cloudlockに固有のカスタムW3Cログの
設定を参照してください。

CiscoCloudlockに固有のカ
スタムW3Cログ
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説明機能

アプライアンスの GUIで新しい [Cisco Cognitive Threat Analytics
（Cisco Cognitive Threat Analytics）]ページを使用して CTAに固
有のカスタムW3Cログを設定し、分析のためにCTAポータルに
送信できるようになりました。

ログのユーザ名、IPアドレス、およびユーザグループフィール
ドの値を非特定化することも選択できます。そうすることによ

り、ログがプッシュされる CTAのような外部システムでクライ
アント関連の情報が開示されなくなります。

詳細については、Cisco CTA固有のカスタムW3Cログの設定を
参照してください。

Cisco CTAに固有のカスタ
ムW3Cログの機能拡張

アクセスポリシーと復号化ポリシーの有効期限を設定できるよう

になりました。設定期限を過ぎると、ポリシーは自動的に無効に

なります。有効期限の3日前と、有効期限の当日にアラートを受
信します。

詳細については、ポリシーの作成とポリシーの期限切れアラート

を参照してください。

スケジュール設定されたポ

リシーの有効期限

[ユーザ数（User Count）]ページでは、アプライアンスの認証さ
れたユーザと認証されていないユーザの合計数に関する情報を表

示できます。

詳細については、[ユーザ数（User Count）]ページを参照してく
ださい。

ユーザ数レポート

W3Cログのユーザ名、IPアドレス、およびユーザグループフィー
ルドの値を非特定化することも選択できるようになりました。そ

うすることにより、ログがプッシュされる CTAのような外部シ
ステムで、クライアント関連の情報が開示されなくなります。

非特定化されたログフィールド値の実際の値を表示する場合は、

非匿名化機能を使用して、フィールド値を非匿名化する必要があ

ります。

詳細については、ログサブスクリプションの追加および編集と

W3Cログフィールドの非匿名化を参照してください。

W3Cログフィールドの非
特定化と非匿名化
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説明機能

アプライアンスを AMP for Endpointsコンソールと統合し、独自
のブラックリストまたはホワイトリストファイル SHAを追加で
きるようになりました。

統合後に、ファイル SHAがファイルレピュテーションサーバに
送信されると、ファイル SHAに対してファイルレピュテーショ
ンサーバから得られた判定は、AMP for Endpointsコンソールの
同じファイル SHAに対してすでに入手できる判定により上書き
されます。

お使いのアプライアンスを AMP for Endpointsコンソールに統合
するには、次を参照してください。アプライアンスと AMP for
Endpointsコンソールとの統合

[高度なマルウェアレポート（AdvancedMalware Report）]ページ
に、AMP for Endpointsコンソールから受信したブラックリスト
ファイルSHAの割合を表示する、新しいセクション [カテゴリ別
受信マルウェアファイル（Incoming Malware Files by Category）]
が含まれるようになりました。ブラックリストファイル SHAの
脅威名は、レポートの [マルウェア脅威ファイル（MalwareThreat
Files）]セクションに [シンプルカスタム検出（Simple Custom
Detection）]として表示されます。次を参照してください。ファ
イルレピュテーションとファイル分析レポートのページ

AMP for Endpointsコンソー
ルの統合

Cisco Webセキュリティアプライアンスに OPENSSLコマンド
ツール ssltoolが含まれるようになりました。このコマンドはア

プライアンスの CLIから別の OPENSSLコマンドを実行し、SSL
接続のトラブルシューティングを行います。管理者は、このコマ

ンドを使用して HTTPS/SSL/TLSの問題をデバッグすることがで
きます。

ユーザガイドまたはオンラインヘルプでコマンドラインインター

フェイスの章を参照してください。

高度な SSLのデバッグ

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（6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 （6ペー
ジ）
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•アプライアンスWebインターフェイスへのアクセス（7ページ）
• Webインターフェイスでの変更内容のコミット（7ページ）
• Webインターフェイスでの変更内容のクリア（8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。

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。

製品およびリリースの概要
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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 （6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）

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）
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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

•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。

製品およびリリースの概要
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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。

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。

製品およびリリースの概要

9

製品およびリリースの概要

Cisco SensorBaseネットワークへの参加の有効化



製品およびリリースの概要

10

製品およびリリースの概要

Cisco SensorBaseネットワークへの参加の有効化


	製品およびリリースの概要
	Web セキュリティ アプライアンスの概要
	AsyncOS 11.5.1 の新機能
	AsyncOS 11.5 の新機能
	関連項目
	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
	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
	アプライアンス Web インターフェイスへのアクセス
	Web インターフェイスでの変更内容のコミット
	Web インターフェイスでの変更内容のクリア

	サポートされる言語
	Cisco SensorBase ネットワーク
	SensorBase の利点とプライバシー
	Cisco SensorBase ネットワークへの参加の有効化



