
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 11.7の新機能（2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（9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 11.7の新機能
説明機能

アプライアンスのファイル分析サービスは、CiscoAMPThreat
Gridでサポートされているすべてのファイルの種類をサポー
トするようになりました。これには、2つの利点がありま
す。次の操作を実行できます。

•ファイル分析用の動的なコンテンツを含むファイルの
みをアップロードします。これは、管理者が毎日のファ

イルのアップロード制限をトラッキングするのに役立

ちます。これまでは、オンボックスの事前分類エンジ

ンにより、ファイルが分析用として送信される前に限

定的な範囲でフィルタ処理されていました。今回、新

しいクラウドベースの Threat Grid事前分類エンジンが
追加され、リスクの低いファイルをフィルタし取り除

くようになりました。これにより、悪意がある可能性

のあるファイルの送信制限を保存することで有効性が

向上します。

•ファイル分析のためのファイルのアップロードを減ら
します。

この機能を設定するには、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。

プライベートクラウドファイル分析サーバの

バージョン 2.4またはそれ以前のバージョン
を使用している場合は、ファイル分析に新し

いファイルタイプを有効にしないことをお勧

めします。

（注）

ファイルの分析後に、ファイルに動的なコンテンツが

存在しないときの新しい判定 [低リスク（Low Risk）]
が導入されました。[高度なマルウェア防御（Advanced
Malware Protection）]レポートの [AMPにより渡された
受信ファイル（Incoming Files Handed by AMP）]セク
ションで判定の詳細を表示できます。

低リスクのファイルは分析用として AMP
Threat Gridに送信されないため、SHAの [レ
ポート（Reporting）]の [ファイル分析（File
Analysis）]ページで検索できません。

（注）

（CiscoAMPThreatGridへのファ
イルのアップロードを減らす）

事前分類の有効性の改善
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説明機能

アプライアンスを設定して、ISE-PICバージョン 2.4および
pxGridバージョン2.0で透過的にユーザを特定できるように
なりました。ISE-PICでユーザアイデンティティ情報（ユー
ザ名や Active Directoryグループ）を取得し、設定されたポ
リシー内の透過的なユーザ IDでこれらのプロファイルを使
用できるようになります。

（注） • AsyncOS 11.7 for Cisco Web Security Appliances
にアップグレードする場合、正常な統合のた

めに ISEを再設定する必要があります。以前
に設定されたすべての ISE機能は、ISEが再
設定されるまで機能しません。

• AsyncOS 11.7 for Cisco Web Security Appliances
は、ISEリリース2.4のみをサポートしていま
す。導入する ISEバージョンが ISE 2.4未満で
ある場合、11.7未満の AsyncOS for Cisco Web
Security Appliancesを使用して続行します。

詳細については、Identity Services Engine（ISE）/ ISEパッシ
ブ IDコントローラ（ISE-PIC）サービスの概要を参照して
ください。

ISE-PICの統合

URLカテゴリのフィルタリングは、translate.google.comを経
由するすべてのトランザクションに適用され、さらにその

機能を強化してすべてのトランザクションでアクションを

特定し、実行します。

HTTPSプロキシを有効にして、HTTPS要求の復号化を選択
する必要があります。

カプセル化された URLの保護

WBRSエンジンが強化され、webレピュテーションおよび
URLのWebカテゴリ情報の有効性が向上しました。

Webベースのレピュテーション
スコア（WBRS）エンジンの強
化

アプライアンスで、パススルーHTTPSトランザクションの
SNIを提供できるようになりました。これにより、[Webト
ラッキング（Web Tracking）]ページの特定のWebサイトへ
のトランザクションを検索できます。

レポートのサーバ名指定（SNI）
情報

URLカテゴリの定義を使用して、各ファイルが最大 5,000
のエントリを含むフィードファイルを30個まで使用できま
す。

外部フィードエントリの数を増やすと、パフォー

マンスの低下につながります。

（注）

カスタムおよび外部URLカテゴ
リの外部ライブフィードで

フィードファイル30個をサポー
ト
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説明機能

ログイン履歴を保持する日数を設定するため、新しいサブ

コマンド loginhistoryが CLIコマンド adminaccessconfigに
追加されます。

デフォルト値は 1日です。

これは FIPSモードおよび非 FIPSモードのときに使用可能
です。

ログイン履歴の設定

コマンドラインインターフェイスやWebインターフェイス
を使用したアプライアンスの同時セッションの最大数を設

定するため、新しいサブコマンドmaxsessionsがCLIコマン
ド adminaccessconfigに追加されます。

FIPSモードのデフォルト値は 3で、非 FIPSモードの場合は
10です。

最大同時ログインセッション数

の設定

アプライアンスには、特定の設定タスクを実行するための

ウォークスルーが用意されています。このリリースでは、

次のウォークスルーがサポートされています。

• Active Directory - NTLMを使用したエンドユーザの認
証

• Active Directory – Kerberosを使用したエンドユーザの
認証

• HTTPSトラフィックの復号化

ウォークスルーのリストは更新可能なクラウドで

す。ハウツーウィジェットの更新バージョンと

ポップアップウィンドウを表示するには、必ずブ

ラウザのキャッシュをクリアしてください。

（注）

ウォークスルーを有効にする方法については、「アプライ

アンスの割り当てに対するセキュリティ設定の追加」を参

照してください。

ウォークスルーを使用したユー

ザエクスペリエンスの強化
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説明機能

スマートソフトウェアライセンシングを使用すると、Cisco
Webセキュリティアプライアンスのライセンスをシームレ
スに管理およびモニタできます。スマートソフトウェアラ

イセンスをアクティブ化するには、Cisco Smart Software
Manager（CSSM）でアプライアンスを登録する必要があり
ます。CSSMは、購入して使用するすべてのシスコ製品に
ついてライセンスの詳細を管理する一元化されたデータベー

スです。

アプライアンスでスマートライセンシング機能を

有効にすると、スマートライセンシングからクラ

シックラインセンシングモードにロールバックす

ることができなくなります。

注意

詳細については、スマートソフトウェアライセンシングを

参照してください。

スマートソフトウェアライセン

シングのサポート

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（5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）

•アプライアンスWebインターフェイスへのアクセス（6ページ）
• Webインターフェイスでの変更内容のコミット（8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。
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5

製品およびリリースの概要

関連項目

b_WSA_UserGuide_11_7_chapter23.pdf#nameddest=unique_8
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-release-notes-list.html


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）

GUI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、受け入れるよう
設定されている必要があり、さらに、Cascading Style Sheet（CSS）を含むHTMLページを描画
できる必要があります。

Windows XPオペレーティングシステム上の Internet Explorer 6.0と Opera 10.0.x、およびMac
OS X上の Safari 3.1は、条件付きでサポートされています。条件付きサポートでは、重要な機
能バグは対処されますが、マイナーな問題や表示上の問題は修正されない場合があります。

ブラウザは、そのブラウザの公式なサポート対象オペレーティングシステムに対してのみサ

ポートされます。

インターフェイスの一部のボタンまたはリンクからは追加のウィンドウがオープンされるた

め、GUIを使用するには、ブラウザのポップアップブロックの設定が必要な場合があります。

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 （6ページ）を参照してください。
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ステップ 1 ブラウザを開き、Cisco 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 （新しいWebインターフェイスのみ）レガシーWebインターフェイスにログインし、Webセキュリティ
アプライアンスをクリックして新しい外観を取得します。お試しください! リンクで新しいWebインター
フェイスにアクセスできます。このリンクをクリックすると、Webブラウザの新しいタブが開き、
https://wsa_appliance.com:<trailblazer-https-port>/ng-loginに移動します。ここで、wsa_appliance.com

はアプライアンスのホスト名で、<trailblazer-https-port>はアプライアンスに設定されている

TRAILBLAZER HTTPSポートです。

•アプライアンスのレガシーWebインターフェイスにログインする必要があります。

•指定したアプライアンスのホスト名を DNSサーバが解決できることを確認します。

•デフォルトでは、新しいWebインターフェイスでは、TCPポート 6080、6443、および 4431
が動作可能である必要があります。これらのポートがエンタープライズファイアウォールで

ブロックされていないことを確認します。

•新しいWebインターフェイスにアクセスするためのデフォルトポートは4431です。これは、
trailerblazerconfig CLIコマンドを使用してカスタマイズできます。trailblazerconfig CLI
コマンドの詳細については、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。

•新しいWebインターフェイスでは、HTTPおよび HTTPSの AsyncOS API（モニタリング）
ポートも必要です。デフォルトでは、これらのポートは6080および6443です。AsyncOSAPI
（モニタリング）ポートは、interfaceconfigCLIコマンドでカスタマイズすることもできま
す。interfaceconfig CLIコマンドの詳細については、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。

•これらのデフォルトポートを変更した場合は、新しいWebインターフェイスのカスタマイズ
されたポートもエンタープライズファイアウォールでブロックされないことを確認してくだ

さい。

（注）
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ステップ 3 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 4 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

製品およびリリースの概要
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•日本語

•韓国語

•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。Cisco 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（Standard）]。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 Cisco 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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