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対象読者
このガイドの主な対象読者は、ネットワーク管理者およびチャネル パートナーです。

マニュアルの構成
本マニュアルは、3 部構成です。 第 1 部ではサービスをセットアップして構成する方法について
説明します。第 2 部では Cisco Cloud Web Security を使用して Web コンテンツをフィルタリングす
る方法について説明します。 第 3 部ではレポート機能の使い方について説明します。

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。
項目

表記法

コマンドおよびキーワード。

太字

ユーザが値を指定する変数。

イタリック 体

省略可能なコマンド キーワード。 必ずしもオ
プションを選択する必要はありません。

[角カッコで囲む]
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項目

表記法

一連のオプションから選択する必須のコマンド {中かっこで囲まれ、| 縦棒で区切られている}
キーワード。 1 つのオプションを選択する必要
があるもの。
セッション情報およびシステム情報の表示出
力。

スクリーン フォント

ユーザが入力する情報。

太字のスクリーン フォント

ユーザが入力する変数。

イタリック体のスクリーン フォント

メニュー項目およびボタン名。

[角カッコで囲む]

選択するメニュー項目。

[オプション] > [ネットワーク設定]

（注）

「注釈」です。

ヒント

問題の解決に役立つ情報であることを示します。

注意

「要注意」の意味です。 機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され
ています。

ワンポイント アドバイス

「時間の節約に役立つ操作」です。 ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮で
きます。

関連資料
• Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 管理者ガイド
• Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances Configuration Guide（Cisco ASA 5500 シリー
ズ適応型セキュリティ アプライアンス設定ガイド）
• Cisco Cloud Web Security Connector Administrator Guide（Cisco Cloud Web Security コネクタ管理
者ガイド）
• Cisco Cloud Web Security Passive Identity Management Administrator Guide（Cisco Cloud Web
Security Passive Identity Management 管理者ガイド）
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マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、サービス要求の申請、およびその他の情報の収集については、次の URL
で、毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの
新規および改訂された技術マニュアルの一覧も記載されています。
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リー
ダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ
ともできます。 RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポー
トしています。
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1

章

概要
Cisco ScanCenter は Cisco Cloud Web Security 管理ポータルです。 この管理ポータルでは、ユーザ
とグループを管理できるほか、ポリシーの設定、トラフィックのモニタリング、レポートの生成
などができます。 このガイドでは、ScanCenter のすべての機能について詳しく説明します。 お
客様の地域とベンダーによっては、一部の機能をお客様のアカウントで利用できないことがあり
ます。 このような場合、詳細については営業担当者にお問い合わせください。 次の Web ブラウ
ザがサポートされています。
• Microsoft Internet Explorer 10、 9、8、7
• Mozilla Firefox の現行バージョンおよび直前のバージョン
• Google Chrome の現行バージョンおよび直前のバージョン

（注）

前のビューに戻るには、ブラウザの戻るボタンを使用するか [キャンセル] ボタンをクリックす
るかを選択できますが、[キャンセル] ボタンを使用してください。
Cisco ScanCenter で管理作業を行うには、[管理] タブを使用します。 ここから実行できる作業は
次のとおりです。
• アカウントの詳細情報およびパスワードを変更する。
• Cisco Cloud Web Security でスキャンされた IP アドレスを更新する。
• ダイナミック DNS を確認する。
• 管理ユーザを管理する。
• 会社、グループ、およびユーザのキーを管理する。
• メッセージを設定する。
• ユーザおよびグループを管理する。
• コンフィギュレーション ファイルをホストする。
• 辞書およびファイル情報データベースを作成またはインポートする。
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• 監査レポートを生成する。
• HTTPS 証明書、フィルタ、およびポリシーを管理する。
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章

アカウント管理
• アカウントの詳細情報の編集, 5 ページ
• パスワードの変更, 7 ページ
• スキャンされた IP アドレスの更新, 8 ページ
• ダイナミック DNS アドレスのリストのダウンロード, 9 ページ
• 管理ユーザの管理, 10 ページ
• サービス通知の管理, 13 ページ
• 役割に割り当てられている権限, 14 ページ

アカウントの詳細情報の編集
手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2

[アカウント] メニューの [アカウントの詳細情報] をクリックして、[アカウントの詳細情報] ペー
ジを表示します。
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アカウントの詳細情報の編集

ステップ 3

[敬称] ドロップダウン リストで、敬称を選択します。
次のオプションを使用できます。
• Mr.
• Ms.
• Miss
• Mrs.
• Dr.
• Other（その他）
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パスワードの変更

ステップ 4

[名] ボックスに名を入力します。

ステップ 5

[姓] ボックスに姓を入力します。

ステップ 6

[職名] ボックスに職名を入力します。

ステップ 7

[組織名] ボックスに組織名を入力します。

ステップ 8

[Web サイト] ボックスに組織の Web サイトの URL を入力します。

ステップ 9

[電話番号] ボックスに電話番号を入力します。

ステップ 10

[FAX] ボックスに FAX 番号を入力します。

ステップ 11

[携帯電話] ボックスに携帯電話番号を入力します。

ステップ 12

組織の住所を最大 3 行に分けて住所の各ボックスに入力します。

ステップ 13

[郵便番号] ボックスに郵便番号を入力します。

ステップ 14

[国] ドロップダウン リストで国を選択します。

ステップ 15

[タイムゾーン] ドロップダウン リストでタイム ゾーンを選択します。 または、[UTC] を選択しま
す。

ステップ 16

[保存] をクリックして変更を適用します。 または、そのまま別のページに移動すると、変更が破
棄されます

パスワードの変更
新しいユーザが作成された場合、または、ユーザが忘れたパスワードを管理者がリセットした場
合、仮パスワードがそのユーザのメール アドレスに送信されます。
指定した有効期間が過ぎると、パスワードは期限切れになります。有効期間のデフォルト値は 90
日です。有効期間はカスタマーサポートによって設定されます。パスワードの期限が切れないよ
うに、カスタマー サポートに依頼することもできます。 パスワードが期限切れになると、パス
ワードを変更するよう要求されます。変更するまで、Cisco ScanCenter の他の領域を利用できなく
なります。 パスワードはいつでも変更できます。
ただし、過去に使用した直近の 5 つのパスワードと同じパスワードに変更することはできません。
パスワードの要件は次のとおりです。
• 8 文字以上
• 1 文字以上の小文字
• 1 文字以上の大文字
• 数字を 1 文字以上含めること。
• 特殊文字（@#$%^&-=_!:?）を 1 文字以上含めること。
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スキャンされた IP アドレスの更新

（注）

[リセット] をクリックしても、パスワードはリセットされません。 各ボックスの値が消去され
るだけです。

手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2

[アカウント] メニューの [パスワードの変更] をクリックして、[パスワードの入力] ページを表示
します。

ステップ 3

[パスワード] ボックスおよび [パスワードの確認] ボックスに新しいパスワードを入力します。 パ
スワード入力時、各パスワード要件が満たされると、赤の × 印が緑のチェック マークに変わりま
す。

ステップ 4

有効なパスワードを入力し、[保存] をクリックしてパスワードを変更します。 または、そのまま
別のページに移動すると、変更が破棄されます。

スキャンされた IP アドレスの更新
ネットワークからプロキシ サーバにトラフィックを送信した出力 IP アドレスのリストを提供する
必要があります。 スキャンされた IP アドレスへの変更は通常、1 営業日以内に更新されます。 変
更が完了すると、確認メールが送信されます。 すぐに変更する必要がある場合は、早急な対応を
カスタマー サポートにご依頼ください。

（注）

デフォルトでは、IPv4 アドレスだけが有効になっています。 IPv6 アドレスのサポートが必要
な場合は、カスタマー サポートにお問い合わせください。

Cisco ScanCenter アドミニストレータ ガイド バージョン 5.2
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ダイナミック DNS アドレスのリストのダウンロード

手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2

[アカウント] メニューで [IP アドレスをスキャン] をクリックすると、[Scanned IP Addresses（ス
キャン済みの IP アドレス）] ページが開きます。

ステップ 3

IP アドレスを CIDR 表記法で入力します。 たとえば、IPv4 の場合は 209.165.200.224/27、IPv6 の
場合は 2001:DB8::/32 などです。 別の IP アドレスを入力する場合は、改行する必要があります。
プライベート IP アドレスや予約された IP アドレス（192.168.0.0/24 など）は入力しないでく
ださい。 IPv4 アドレスはネットマスクと一緒に入力することもできます
（209.165.200.224/255.255.255.224 など）。

ステップ 4

[送信] をクリックして変更を適用します。 または、そのまま別のページに移動すると、変更が破
棄されます。

ダイナミック DNS アドレスのリストのダウンロード
通常、ダイナミック IP アドレスからプロキシ サーバにアクセスするには、グループ認証キーまた
は会社認証キーを使用して設定した Connector を使用する必要があります。
シスコ製ルータおよびサードパーティ製ルータの大半は、ダイナミック DNS（DDNS）要求を送
信できます。 DDNS によって、ルータは外部サーバと通信し、現在の外部（WAN 側）IP アドレ
スを送信することができます。これにより他のデバイスは、通常のDNS要求によって解決された
スタティック名を使用して、外部サーバに接続することができます。 外部 IP アドレスが変更され
ると、DDNS サーバは自動的に更新されます。 DDNS 更新情報の内容は、ユーザ名、パスワード、
およびホスト名です。DDNS サービスはこの DDNS 更新情報を使用して、これらのデバイスを認
証することができます。
クライアント側ソフトウェアを使用して DDNS 登録処理を実行することもできます。

（注）

透過的に導入できるようにするため、DDNS ルータは、トラフィックをプロキシ サーバにポー
ト フォワーディングする機能を備えている必要があります。 または、必要に応じて、ブラウ
ザのプロキシ設定（PAC、WPAD など）を使用することもできます。
シスコでは、ダイナミック IP アドレスを認証用データベースと照合する手段として、独自の DDNS
サービスを提供しています。 DDNS に関する「カスタム」オプションが用意されているルータの
場合、この機能を利用できます。
ご使用のルータの設定手順については、ルータのドキュメントを参照してください。

Cisco ScanCenter アドミニストレータ ガイド バージョン 5.2
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手順
ステップ 1

グループ認証キーをまだ作成していない場合は、Cisco ScanCenter で作成します。

ステップ 2

ルータ上で「カスタム」DDNS を作成します。

ステップ 3

サーバを ddns.scansafe.net に設定します。

ステップ 4

ユーザ名または同等パラメータに一意の識別名を設定します。

ステップ 5

パスワードを、作成済みのグループ認証キーに設定します。

ステップ 6

ホスト名を、Cisco ScanCenter アカウントに関連付けられているいずれかのドメインに設定しま
す。通常は、電子メール ドメインに設定します。

ステップ 7

URL を /dir/register?hostname= に設定します。

次の作業
ルータが正常に動作しているかどうかを確認するため、現在登録されている DDNS アドレスのリ
ストを表示できます。 このリストは、各デバイスの現在の IP アドレスが記述された CSV ファイ
ルです。 各デバイスの IP アドレスの履歴は含まれていません。
このリストをダウンロードするには、[管理] タブをクリックして、管理メニューを表示します。
[アカウント] メニューの [ダイナミック DNS] をクリックして、[ダイナミック DNS] ページを表示
します。

[監査の生成] をクリックして、自分のアカウントに登録されているダイナミック IP アドレスを、
カンマで区切ったリストでダウンロードします。 このリストには、ユーザ名、IP アドレス、ホス
ト名、および最終更新日が記載されています。

管理ユーザの管理
[管理ユーザ] ページでは、管理ユーザの作成、編集、および削除ができます。 管理ユーザのアク
セス権は、そのユーザに割り当てられている役割によって決まります。 割り当て可能な役割は次
のとおりです。
• Full Access
• Read Only
• Report Admin（レポート管理担当）
• Admin with no Forensic Role（調査解析を含まない管理担当）
• HR（人事担当）
• Full Read Only

Cisco ScanCenter アドミニストレータ ガイド バージョン 5.2
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各役割に割り当てられているアクセス権の詳細については、役割に割り当てられている権限, （
14 ページ）を参照してください。

手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2

[アカウント] メニューの [管理ユーザ] をクリックして、[管理ユーザ] ページを表示します。

新しい管理ユーザの作成
はじめる前に

（注）

管理ユーザがログインできるようにするには、そのユーザをアクティブにする必要がありま
す。 初めてユーザをアクティブにすると、仮パスワードが生成され、そのユーザに電子メー
ルで送信されます。

手順
ステップ 1

[作成] をクリックして、[管理ユーザの作成] ページを表示します。

ステップ 2

[電子メール ログイン] ボックスに管理ユーザのメール アドレスを入力します。 これがユーザ名に
なります。

ステップ 3

[ロール] ドロップダウン リストで、ロールを選択します。

ステップ 4

[保存] をクリックして管理ユーザを作成します。 または、そのまま別のページに移動すると、変
更が破棄されます。

Cisco ScanCenter アドミニストレータ ガイド バージョン 5.2
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管理ユーザの編集
アクティブでない管理ユーザをアクティブにするには、[アクティブ化] をクリックします。
アクティブな管理ユーザを非アクティブにするには、[非アクティブ化] をクリックします。
管理ユーザのパスワードをリセットするには、[リセット] をクリックします。
ログインに複数回失敗したためにロックアウトされた管理ユーザのロックを解除するには、[アン
ロック] をクリックします。
管理ユーザの役割を変更するには、[ロール] ドロップダウン リストで必要な役割を選択し、[保存]
をクリックします。 または、そのまま別のページに移動すると、変更が破棄されます。

（注）

会社のスーパー ユーザ アカウントがロックされることはありません。 ログインに複数回失敗
すると、パスワードがリセットされ、仮パスワードがそのアカウントのメール アドレスに送
信されます。

管理ユーザの電子メール ログイン情報の変更
はじめる前に
パスワードの要件については、パスワードの変更, （7 ページ）を参照してください。

手順
ステップ 1

[電子メール ログイン情報] 列の [変更] をクリックして、[パスワードの変更] ページを表示しま
す。

ステップ 2

[パスワード] ボックスおよび [パスワードの確認] ボックスに新しいパスワードを入力します。パ
スワードの要件を満たしていることを確認してください。

ステップ 3

[保存] をクリックしてパスワードを変更します。 または、そのまま別のページに移動すると、変
更が破棄されます。

レポート データへのアクセスの制限
レポート生成時に管理ユーザに開示するデータを制限できます。 デフォルトでは、制限は何もか
かっていない状態です。

（注）

フィルタは、スケジュール済みレポートには適用されません。 また、フィルタ セットを管理
ユーザに適用することはできません。
フィルタの詳細については、レポートのフィルタリング, （151 ページ）を参照してください。
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手順
ステップ 1

[フィルタ] 列の [変更] をクリックして、属性の一覧を表示します。

ステップ 2

管理ユーザに開示されないようにする属性のチェック ボックスをオフにします。

ステップ 3

管理ユーザによって生成されるレポートに適用するフィルタを、必要に応じて追加します。

ステップ 4

[保存] をクリックして変更を適用します。 または、そのまま別のページに移動すると、変更が破
棄されます。

管理ユーザの削除
注意

削除した管理ユーザを元に戻すことはできません。 その管理ユーザが再び必要になった場合
は、作成し直す必要があります。

手順
ステップ 1

削除する管理ユーザに対する [削除] 列のチェックボックスをオンにします。 削除する管理ユーザ
を複数選択することもできます。

ステップ 2

[削除] をクリックします。 操作を確認するダイアログ ボックスが表示されます。

サービス通知の管理
サービス メンテナンスおよび停止、新機能、機能変更に関する通知が ScanCenter に表示されま
す。 [管理] > [アカウント] > [通知] の順に選択して、サービス通知を表示できます。 サービス通
知には、未読または既読の [ステータス] 、[件名] 、[カテゴリ] アイコン、製品と機能の更新を示
す青い丸、またはサービス更新を示す黄色の三角形、[Date Received（受領日）] が表示されます。
各タイプの更新について、そのタイプの通知の送信先となるメール アドレスの受信者リストを作
成できます。 これらの設定にかかわらず、サービス通知は常に ScanCenter に表示されます。 受信
者リストはサービス通知にのみ使用され、これらのアドレスにはその他のメールは送信されませ
ん。
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役割に割り当てられている権限

手順
ステップ 1

サービス更新または製品と機能の更新の受信者リストを有効にするには、[Manage Service Update
Settings（サービス更新設定の管理）] ページで、該当するチェックボックスを選択します。

ステップ 2

受信者リストに追加するメール アドレスについて、フィールドにアドレスを入力して、[Add Email
（電子メールの追加）] をクリックします。 不要なアドレスは、[削除] アイコンをクリックして
削除できます。

ステップ 3

[適用] をクリックして変更内容を保存します。 または、そのまま別のページに移動すると、変更
が破棄されます。

役割に割り当てられている権限
領域

フル アクセ 読み取りの
ス
み

読み取りの
み（フル）

人事担当

調査解析を
しない管理
者

レポート管
理担当者

ユーザ メッ R/W
セージ

R

R

—

R/W

—

メール ア
ラート

R/W

R

R

—

R/W

—

検索/時系列 R/W
分析

R

R

R

R/W

R/W

詳細検索

R/W

—

R

R/W

—

R/W

フィルタ
セット

R/W

R

R

R

R/W

R/W

Store
R/W
Search/Remove
Stored Search
（検索結果
を保存/保存
した検索結
果を削除）

—

—

—

R/W

R/W

複合レポー
トの管理

R

R

R/W

R/W

R/W

—

—

R/W

R/W

R/W

R/W

複合レポー R/W
トを作成/編
集

Cisco ScanCenter アドミニストレータ ガイド バージョン 5.2
14

OL-22629-06

役割に割り当てられている権限

領域

フル アクセ 読み取りの
ス
み

読み取りの
み（フル）

人事担当

調査解析を
しない管理
者

レポート管
理担当者

スケジュー
ル設定され
たレポート
の管理

R/W

R

R

—

R/W

R/W

スケジュー R/W
ル設定され
たレポート
の作成/編集

—

—

—

R/W

R/W

Manage
Email
Recipients
（電子メー
ル受信者の
管理）

—

R

—

R/W

R/W

Allowed
R
Traffic
Reports（許
可トラ
フィック レ
ポート）

—

R

R

—

R

スパイウェ
ア

R/W

R

R

—

R/W

—

Web フィル
タリング

R/W

R

R

—

R/W

—

アカウント
の詳細情報

R/W

R

R

R

R/W

R

パスワード
の変更

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

IP アドレス
をスキャン

R/W

—

R

—

R/W

—

管理ユーザ

R/W

—

R

—

R/W

—

ダイナミッ
ク DNS

R/W

—

R

—

R/W

—

認証

R/W

—

R

—

R/W

—

R/W
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役割に割り当てられている権限

領域

フル アクセ 読み取りの
ス
み

読み取りの
み（フル）

人事担当

調査解析を
しない管理
者

レポート管
理担当者

クライアン
トレス認証

R/W

—

R

—

—

—

User/Group R/W
Management
（ユーザ/グ
ループ管
理）

—

R

—

R/W

—

Audit
R/W
Settings（監
査の設定）

—

R

R/W

R/W

R/W

アクティビ R
ティ/アクセ
ス監査

—

R

R

R

R

ディクショ R/W
ナリ/ファイ
ル情報デー
タベース

R

R/W

—

R/W

R/W

ユーザ リス R/W
トのイン
ポート

—

R

—

R/W

—

HTTPS トラ R/W
フィック検
査

R

R/W

—

R/W

—

ホストされ
ているコン
フィギュ
レーション
ファイル

—

—

—

R/W

—

R/W
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3

章

ユーザ管理
Cisco ScanCenter のユーザ管理領域では、グループの作成、グループおよびユーザの編集、さら
に、ユーザ、辞書、ファイル情報のインポートができます。 Cisco AnyConnect セキュア モビリ
ティ Web セキュリティまたは Connector（Cisco Adaptive Security Appliance および Cisco Integrated
Services Router Connector の機能を含む）を使用する場合、グループを使用することで役割に基づ
いた Web アクセス ポリシーを実施できます。
グループは次のように評価されます。
1 Connector が内部グループの詳細情報を送信するように設定されている場合、入力されたグ
ループ名が Cisco ScanCenter で設定されているいずれかのグループと一致しているかどうかが
チェックされます。 一致するグループが存在する場合、そのグループが選択されます。 ユー
ザが複数のグループに所属している場合は、「webscan」という文字列を含んでいるグループ
が優先されます。
2 一致するユーザ名が存在しても、一致するグループが存在しない場合、そのユーザが既存グ
ループに所属しているかどうかがチェックされます。
3 一致するグループは存在しないが、内部 IP アドレスが存在する場合、その IP アドレスと一致
するグループ IP 表現が存在するかどうかがチェックされます。
4 一致するグループが存在しない場合、その外部 IP アドレスと一致するグループ IP 表現が存在
するかどうかがチェックされます。
• グループの管理, 17 ページ
• ユーザの管理, 21 ページ
• カスタム ヘッダーの設定, 22 ページ

グループの管理
Cisco ScanCenter では、ディレクトリ グループとカスタム グループという 2 種類のグループがサ
ポートされています。 ディレクトリ グループとして追加できるのは、Windows Active Directory グ
ループおよび LDAP グループです。 一方、カスタム グループを使用した場合、Active Directory グ
ループや LDAP グループにかかわらず、任意のユーザを含めたグループを作成できます。
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手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2

[管理] メニューの [グループ] をクリックして、[グループの管理] ページを表示します。

ディレクトリ グループの追加
はじめる前に
ディレクトリ グループを追加するには、事前にサーバ上に Active Directory グループまたは LDAP
グループを作成しておく必要があります。

手順
ステップ 1

[ディレクトリ グループの追加] をクリックして、[新しいディレクトリ グループの追加] ページを
表示します。

ステップ 2

ボックスに Active Directory グループまたは LDAP グループを入力します。

ステップ 3

[保存] をクリックして変更を適用します。 または、[キャンセル] をクリックして変更を破棄しま
す。
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カスタム グループの作成
手順
ステップ 1

[カスタム グループの追加] をクリックして、[新しいカスタム グループの追加] ページを表示しま
す。

ステップ 2

ボックスにグループ名を入力します。

ステップ 3

[保存] をクリックして、[グループの管理] ページに戻ります。 グループの作成を中止する場合は、
[キャンセル] をクリックします。

グループの編集
手順
ステップ 1

[グループの管理] ページでグループ名のハイパーリンクをクリックして、[カスタム グループの編
集] ページを表示します。
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ステップ 2

[新しいカスタム グループの名前を入力してください] ボックスにグループの新しい名前を入力し、
[保存] をクリックします。 既存の名前をそのまま使用することもできます。

ステップ 3

[IP 式] のボックスに IP 式（例：192.168.0.0/255.255.0.0）を入力し、[保存] をクリックします。

ステップ 4

[ユーザ] ボックスに Active Directory ユーザまたは LDAP ユーザを入力し、[保存] をクリックしま
す。

次の作業
[完了] をクリックすると、[グループの管理] ページに戻ります。

グループの削除
[グループの管理] ページで、削除するグループのチェックボックスをオンにし、[選択した項目の
削除] をクリックすると、グループが完全に削除されます。 操作を確認するダイアログ ボックス
が表示されます。削除するグループを複数選択することもできます。ポリシーが関連付けられて
いるグループは削除できません。

注意

いったん削除したカスタム グループを元に戻すことはできません。 そのカスタム グループが
再び必要になった場合は、作成し直す必要があります。
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ユーザの管理
はじめる前に
ユーザを個別に追加することはできません。カンマ区切り形式のテキストファイルからインポー
トする必要があります。このファイルの内容はユーザのリストであり、その形式は group, username,
email address です。 このリストをインポートした後、ユーザを個別に削除できます。 ただし、
ユーザを編集することはできません。 ユーザ情報を修正する必要がある場合は、既存ユーザを
いったん削除し、修正したユーザ情報をインポートし直してください。

ユーザ リストのインポート
手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2

[管理] メニューの [ユーザ リストのインポート] をクリックして、[ユーザ リストのインポート]
ページを表示します。

ステップ 3

[参照] をクリックし、ファイルを探します。

ステップ 4

[インポート] をクリックします。 ファイルの形式が正しくない場合は、その旨が通知されます。

ステップ 5

リストが正しい場合は、[確認] をクリックします。 インポート処理が成功した場合、その旨が通
知されます。 または、[ステップ 1 に戻る] をクリックすると、ファイルを修正してインポート処
理を再実行することができます。
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次の作業
ユーザ リストがインポートされた後、[ステップ 1 に戻る] をクリックして別のユーザ リストをイ
ンポートすることもできます。10秒間、操作を何もしなかった場合、自動的に元のページに戻り
ます。

ユーザの削除
手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2

[管理] メニューの [ユーザ] をクリックして、[ユーザの管理] ページを表示します。

ステップ 3

削除するユーザに対するチェックボックスをオンにします。

ステップ 4

[選択項目の削除] をクリックします。 操作を確認するダイアログ ボックスが表示されます。

次の作業
削除するユーザを複数選択することもできます。 ユーザを検索するには、[検索] ボックスにユー
ザ名の一部または全体を入力し、[検索] をクリックします。 検索前のリスト全体を再度表示する
には、[リストをリロード] をクリックします。

カスタム ヘッダーの設定
サービス プロバイダーによっては、一部 Web コンテンツへのアクセスにカスタム HTTP ヘッダー
の使用が必要なこともあります。 [カスタム ヘッダー] ページでは、特定の Web サイトに対して
カスタムヘッダーを適用したり、特定のグループがカスタムヘッダーを使用したりしないように
除外できます。
• [管理] > [管理] > [カスタム ヘッダー] を開きます。
• [新しいヘッダーを追加] をクリックします。
• ヘッダーが必要な [ドメイン] 名を入力します。 たとえば、example.com のように指定しま
す。
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• HTTP の [ヘッダー名] を入力します。 たとえば、DNT などです。
次のヘッダーは、Cisco Cloud Web Security サービスによって使用されているため、使用でき
ません。
• Accept-Datetime
• Authorization
• Cache-Control
• Connection
• Cookie
• Content-Length
• Content-MD5
• Content-Type
• Date
• Expect
• From
• Host
• If-Match
• If-Modified-Since
• If-None-Match
• If-Range
• If-Unmodified-Since
• Max-Forwards
• Pragma
• Proxy-Authorization
• Proxy-Connection
• Range
• Referer
• Upgrade
• Via
• Warning
• X-Forwarded-For
• X-Forwarded-Proto
• [ヘッダー値] を入力します。 たとえば 1 などです。
• [有効] チェック ボックスが選択されていることを確認します
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• （任意）。 ヘッダーを追加したくないグループを除外します。
a) [グループの追加] をクリックします。
b) [検索] フィールドにグループ名を入力し、[実行] をクリックします。
c) [選択] をクリックします。
d) [選択内容を確認] をクリックします。
[削除] アイコンをクリックすると、不要なグループを削除できます。
• [保存] をクリックして変更を適用します。 または、[キャンセル] をクリックして変更を破棄
します。

次の作業
不要なヘッダーを削除するには、該当するチェック ボックスを選択し、[選択したファイルを削
除] をクリックします。
ヘッダーを編集するには、ヘッダーのハイパーリンクをクリックします。
ヘッダーをオンまたはオフにするには、ヘッダーを編集し、必要に応じて [有効] チェック ボック
スをオンまたはオフにし、[保存] をクリックして変更を適用します。
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章

認証
認証は、ユーザのアイデンティティを確認する動作です。 Cisco ScanCenter では、ユーザ単位、
またはユーザ グループ単位で Web へのアクセスを制御できます。 認証を使用することで組織の
ポリシーを徹底し、規制へのコンプライアンスが保てます。 Cisco ScanCenter はクライアント ソ
フトウェアを使用せずに認証を実行できますが、Cisco AnyConnect セキュア モビリティ Web セ
キュリティやコネクタ（シスコ 適応型セキュリティ アプライアンスおよびシスコ サービス統合
型ルータ 統合コネクタを含む）での使用に向けた、組織、グループ、個人ユーザの認証キーを
生成することもできます。 詳細については、関連する管理者ガイドを参照してください。 グルー
プ キーまたはユーザ キーを生成する場合、事前にそのグループまたはユーザを作成しておく必
要があります。 ユーザ管理, （17 ページ） を参照してください。
• 会社キー, 25 ページ
• グループ キー, 26 ページ
• ユーザ キー, 28 ページ
• ユーザ宛てのメール メッセージの設定, 29 ページ
• クライアントレス認証, 30 ページ

会社キー
会社キーは、会社全体の認証に使用されます。

手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2

[認証] メニューの [会社キー] をクリックして、[会社キー] ページを表示します。
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次の作業
アクティブなキーを非アクティブにするには、[非アクティブ化] をクリックします。 非アクティ
ブなキーをアクティブにするには、[アクティブ化] をクリックします。
キーを完全に削除にするには、[取消] をクリックします。

（注）

キーを廃止または非アクティブにすると、Cisco Cloud Web Security でユーザを認証できなくな
ります。 そのため、キーを廃止した場合は、新しいキーを生成する必要があります。
会社キーを生成するには、[新規作成] をクリックします。 [認証キー] ページが表示されます。

表示されている認証キーを安全な場所にコピーします。

注意

セキュリティ上の理由により、認証キーは 1 度しか表示されません。 キーを紛失した場合は、
既存のキーを廃止し、新しいキーを作成する必要があります。

グループ キー
はじめる前に
グループ キーは、ユーザのグループを認証する目的で使用されます。 グループ キーを作成する
場合、事前にそのグループを作成しておく必要があります。 ユーザ管理, （17 ページ）を参照し
てください。

手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2

[認証] メニューの [グループ キー] をクリックして、[グループ認証キー] ページを表示します。
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次の作業
キーを作成してアクティブにするには、[キーの作成] をクリックします。 [認証キー] ページが表
示されます。 [電子メールでユーザに送信] ボックスにグループのメール アドレスを入力し、ボッ
クスのリストからドメインを選択し、[送信] をクリックして、そのグループのメンバーに電子メー
ル メッセージを送信します。
アクティブなキーを非アクティブにするには、[非アクティブ化] をクリックします。 非アクティ
ブなキーをアクティブにするには、[アクティブ化] をクリックします。
グループを検索するには、[検索] ボックスにグループ名の一部または全体を入力し、[検索] をク
リックします。 検索前のリスト全体を再度表示するには、[リストをリロード] をクリックします。

（注）

グループを削除すると、グループに関連付けられている認証キーも削除されます。いったん削
除すると、元に戻すことはできません。

グループの一括管理
複数のグループ キーをまとめてアクティブ、非アクティブ、および廃止にできます。
キーが生成されているグループに対する [選択] 列のチェック ボックスをオンにし、グループを選
択します。 [すべて選択] をクリックすると、キーが生成されているすべてのグループのチェック
ボックスがオンになります。[すべて選択解除] をクリックすると、キーが生成されているすべて
のグループのチェック ボックスがオフになります。
選択したすべてのグループ キーをアクティブにするには、[選択したキーをアクティブにする] を
クリックします。
選択したすべてのグループ キーを非アクティブにするには、[選択したキーを非アクティブにす
る] をクリックします。
選択したすべてのグループ キーを完全に削除するには、[選択したキーを廃止] をクリックします。
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ユーザ キー
はじめる前に
ユーザ キーは、個別のユーザを認証する目的で使用されます。 ユーザ キーを作成する場合、事
前にそのユーザをインポートしておく必要があります。 ユーザ管理, （17 ページ）を参照してく
ださい。

手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2

[認証] メニューの [ユーザ キー] をクリックして、[ユーザ認証キー] ページを表示します。

次の作業
キーを作成してアクティブにするには、[キーの作成] をクリックします。 [認証キー] ページが表
示されます。 [電子メールでユーザに送信] ボックスにユーザのメール アドレスを入力し、ドロッ
プダウン リストでドメインを選択し、[送信] をクリックして、そのユーザに電子メール メッセー
ジを送信します。
アクティブなキーを非アクティブにするには、[非アクティブ化] をクリックします。
非アクティブなキーをアクティブにするには、[アクティブ化] をクリックします。
ユーザに対してモバイル機能を有効にするには、そのユーザの [Mobile（モバイル）] 列のチェッ
クボックスをオンにします。モバイル機能を無効にするには、このチェックボックスをオフにし
ます。 操作を確認するダイアログ ボックスが表示されます。
ユーザを検索するには、[検索] ボックスにユーザ名の一部または全体を入力し、[検索] をクリッ
クします。 検索前のリスト全体を再度表示するには、[リストをリロード] をクリックします。

（注）

ユーザを削除すると、ユーザに関連付けられている認証キーも削除されます。いったん削除す
ると、元に戻すことはできません。
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ユーザの一括管理
複数のユーザ キーをまとめてアクティブ、非アクティブ、および廃止にできます。
キーが生成されているユーザに対する [選択] 列のチェック ボックスをオンにし、ユーザを選択し
ます。 [すべて選択] をクリックすると、キーが生成されているすべてのユーザのチェック ボック
スがオンになります。[すべて選択解除] をクリックすると、キーが生成されているすべてのユー
ザのチェック ボックスがオフになります。
選択したすべてのユーザ キーをアクティブにするには、[選択したキーをアクティブにする] をク
リックします。
選択したすべてのユーザ キーを非アクティブにするには、[選択したキーを非アクティブにする]
をクリックします。
選択したすべてのユーザ キーを削除するには、[選択したキーを廃止] をクリックします。

ユーザ宛てのメール メッセージの設定
認証キーをユーザに設定すると、その認証キーは電子メール メッセージとしてユーザに送信され
ます。

手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2

[認証] メニューの [電子メール メッセージ] をクリックして、[電子メール メッセージ] ページを表
示します。
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ステップ 3

1 番目のボックスでメッセージを編集します。 [username] および [company_name] はそれぞれ、
実際のユーザ名および会社名に置き換えられます。

ステップ 4

2 番目のフィールドで署名を編集します。

ステップ 5

[送信] をクリックして変更を適用します。 または、そのまま別のページに移動すると、変更が破
棄されます。

次の作業
[デフォルト メッセージに戻す] をクリックすると、デフォルト メッセージに戻すことができま
す。

クライアントレス認証
クライアントレス認証を有効にすると、Cisco Cloud Web Security はユーザを認証してから宛先サー
バへの接続を許可します。 これは、Cisco ScanCenter でユーザまたはグループに認証ルールを作成
することで可能になります。 ローミング ユーザの場合は、トラフィックを Cisco Cloud Web Security
プロキシ サーバに送信するようにブラウザを設定する必要もあります。通常は PAC ファイルを使
用して設定します。
Cisco ScanCenter は Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）をサポートしており、標準およ
びセキュア LDAP 認証が可能です。
認証を有効にするには、1 つ以上の認証レルムを作成する必要があります。 認証レルムは、特定
の構成を備えた、1 つの認証プロトコルをサポートしている複数の認証サーバ（または単独のサー
バ）です。
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複数のレルムを作成すると、ユーザは認証に使用するレルムをログイン画面で選択できるように
なります。

（注）

クライアントレス認証では、ユーザのブラウザでサードパーティ Cookie を有効にする必要が
あります。

LDAP 認証
Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）サーバ データベースは従業員ディレクトリのリポジ
トリです。これらのディレクトリには、従業員の名前のほか、電話番号、電子メールアドレス、
その従業員固有の情報など、さまざまなタイプの個人データが含まれています。 LDAP データベー
スは属性と値を含むオブジェクトで構成されています。 各オブジェクト名は識別名（DN）と呼ば
れています。 検索の起点となる LDAP サーバ上の場所はベース識別名、またはベース DN と呼ば
れます。
Cisco Cloud Web Security は標準 LDAP サーバ認証、セキュア LDAP 認証、および StartTLS をサ
ポートしています。 LDAP をサポートしているため、既存環境でユーザの認証に従来の LDAP
サーバ データベースをそのまま使い続けることができます。 セキュア LDAP の場合、Cisco
ScanCenter は TLS による LDAP 接続をサポートしています。 TLS プロトコルは、機密性を保証す
るための業界標準です。 TLS により LDAP サーバはキー暗号化アルゴリズムと認証局（CA）署
名付き証明書を使用してアプライアンスのアイデンティティの検証が可能になります。 StartTLS
は接続を作成する前に証明書を使用して LDAP サーバを識別します。

SAML 認証
Security Assertion Markup Language（SAML）は異なるセキュアなネットワーク（セキュリティ ド
メインとも呼ばれます）間で認証および許可データを交換するための XML ベースの標準です。
SAML は主に、異なるセキュリティ ドメイン間でのシングル サインオンの問題を解決します。
通常、シングル サインオンはあるドメインのユーザが Web ブラウザを使用してネットワーク（別
のドメイン）にアクセスすることを指します。 これは Web ブラウザ シングル サインオンとも呼
ばれます。
Web ブラウザ シングル サインオンには、SAML で次の用語で定義される各ドメインのエンティ
ティとの SAML ダイアログが必要です。
• アイデンティティ プロバイダー。 アイデンティティ プロバイダー（IdP）は SAML アサー
ションを生成するエンティティです。 アイデンティティ プロバイダーは SAML アサーショ
ンを生成する前にエンド ユーザを認証します。
• サービス プロバイダー。 サービス プロバイダー（SP）は SAML アサーションを使用するエ
ンティティです。 Cisco Cloud Web Security はサービス プロバイダーです。 サービス プロバ
イダーはアイデンティティ プロバイダーを使用してエンド ユーザを識別し、その識別情報
を SAML アサーションで受け取ります。 サービス プロバイダーはこのアサーションに基づ
いてアクセス制御を決定します。
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SAML アサーションは、アイデンティティ プロバイダーとサービス プロバイダー間の SAML 要
求および応答で渡される情報のコンテナです。アサーションにはサービスプロバイダーがアクセ
ス制御の決定に使用するステートメント（認証ステートメントや許可ステートメント）が含まれ
ています。 アサーションは <saml:Assertion> タグで始まります。
SAML ダイアログはフローと呼ばれ、フローはどちらのプロバイダーでも開始できます。
• サービス プロバイダーが開始するフロー。 サービス プロバイダー（SP）は、アクセスを要
求するエンド ユーザからの問い合わせを受け、アイデンティティ プロバイダーにそのユー
ザの識別情報を提供するように問い合わせて SAML ダイアログを開始します。 サービス プ
ロバイダーが開始したフローの場合、エンド ユーザは http://www.example.com/<URI> など、
サービス プロバイダーのドメインを含む URL を使用してサービス プロバイダーにアクセス
します。
• アイデンティティ プロバイダーが開始するフロー。 アイデンティティ プロバイダー（IdP）
は、エンド ユーザに代わってサービス プロバイダーに問い合わせてアクセスを要求するこ
とで SAML ダイアログを開始します。 アイデンティティ プロバイダーが開始したフローの
場合、エンド ユーザは http://saas.example.com/<URI> など、ローカル ドメインを含む URL を
使用してサービス プロバイダーにアクセスします。
Cisco Cloud Web Security はサービス プロバイダーが開始するフローのみをサポートしており、現
在は PingFederate Server バージョン 5.0 以降と Microsoft Active Directory Federated Services（ADFS）
バージョン 2.0 以降の 2 つの SAML アイデンティティ プロバイダーをサポートしています。 SAML
の詳細については、http://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/ を参照してください。

認証のしくみ
Web にアクセスするユーザを認証するために、Cisco Cloud Web Security は外部認証サーバに接続
するか、ユーザをアイデンティティプロバイダーにリダイレクトします。認証サーバにはユーザ
とそれぞれのパスワードが階層状に整理されたリストが格納されています。 ネットワーク上の
ユーザが認証に成功するには、有効な認証クレデンシャル（認証サーバに保存されている、また
はンティティプロバイダーが渡すユーザ名とパスワード）を提供する必要があります。認証サー
バの場合、ユーザが Cisco Cloud Web Security から Web にアクセスすると、サービスはクライアン
トと認証サーバの両方と通信してユーザを認証し、要求を処理します。アイデンティティプロバ
イダーの場合、Cisco Cloud Web Security はアイデンティティ プロバイダーにユーザをリダイレク
トし、このアイデンティティ プロバイダーから認証アサーションを受け取ります。
Cisco Cloud Web Security は次の認証プロトコルをサポートしています。
• Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）。 Cisco Cloud Web Security は LDAP バインド
オペレーションを使用して LDAP と互換性のある認証サーバに問い合わせます。 Cisco Cloud
Web Security は標準 LDAP サーバ認証とセキュア LDAP（LDAPS）認証をサポートしていま
す。セキュア LDAP では LDAP サーバ上にサーバ証明書が必要です。
• StartTLS。 LDAP サーバが StartTLS 拡張をサポートしている場合、Cisco Cloud Web Security
は認証の前にサーバと Transport Layer Security を確立できます。 StartTLS では LDAP サーバ
上にサーバ証明書が必要です。
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• Security Assertion Markup Language（SAML）。 Cisco Cloud Web Security はサービス プロバ
イダーが開始するフローを使用し、ユーザを外部のアイデンティティ プロバイダーで認証し
ます。 この方法では、SAML 2.0 をサポートするアイデンティティ プロバイダー（IdP）が必
要です。
• 基本認証。 Cisco Cloud Web Security では、クライアント アプリケーションは要求を行う際に
ユーザ名とパスワードの形式の認証クレデンシャルを使用できます。

認証レルムの構成
認証レルムは、ネットワークに必要な変更を減らし、ユーザへの Cisco Cloud Web Security のプロ
ビジョニングをシンプルにします。
Cisco ScanCenter のこの領域では、認証レルムを作成、編集、削除できるほか、（セキュア プロト
コルで使用する）証明書を管理できます。
LDAP 認証レルムを構成する前に、以下が必要です。
• サーバのアドレス。 ホスト、ポート、プロトコルを含む、LDAP サーバの完全なアドレス。
• （オプション）証明書。 LDAPS などのセキュア プロトコルを使用する場合に使用する証明
書。
• LDAP アクセス。 Cisco ScanCenter は LDAP サーバへの読み取り専用アクセスが少なくとも
必要です。 オープンする必要があるポート、アクセスを有効にする必要がある IP アドレス
はプロビジョニング メールに記載されています。
• 検索ベース。 ユーザやその他の関連情報の検索の起点となる LDAP ツリー上の場所。
SAML 認証レルムを構成する前に、以下が必要です。
• アイデンティティ プロバイダー。 内部ネットワークからユーザがアクセス可能な、正しく
構成されてサポートされているアイデンティティ プロバイダー（IdP）。
• サービス プロバイダー メタデータ。 これは ScanCenter からエクスポートし、使用するアイ
デンティティ プロバイダー（IdP）でインポートする必要があります。
• アイデンティティ プロバイダーのメタデータ。 これはアイデンティティ プロバイダー（IdP）
からエクスポートし、ScanCenter にインポートする必要があります。

（注）

セキュア プロトコルを必要とする認証レルムを作成する前に、証明書をインポートする必要
があります。

証明書の取得
Cisco ScanCenter では、証明書を取得するために証明書署名要求（CSR）を生成することはできま
せん。 そのため、LDAP サーバ用に証明書を作成するには、別のシステムから署名要求を発行す
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る必要があります。 後で LDAP サーバにインストールする必要があるため、このシステムから発
行されたキーは保存してください。
Windows サーバでは、Microsoft Certificate Services を使用して適切な証明書を生成できます。
Microsoft Certificate Services の使用については、ベンダーのマニュアルを参照してください。 また
は、最新バージョンの OpenSSL がインストールされた、任意の UNIX マシンを使用できます。
OpenSSL を使用した CSR の生成方法の詳細については、http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_
faq.html#ToC28 を参照してください。
通常、LDAPサーバでは自己署名証明書が使用されます。 自社で認証局（CA）を作成し、使用す
る方法の詳細については、http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_faq.html#cert-ownca を参照してくださ
い。

（注）

独自の証明書を生成し、署名するためのツールは、OpenSSL に含まれており、http://
www.openssl.org/ から無料で取得できます。
または、CSR が生成されたら、認証局（CA）に送信します。 CA は、証明書を PEM 形式で返し
ます。
最初に証明書を取得する場合、インターネットで「certificate authority services SSL server certificates
（SSL サーバ証明書を提供している認証局）」を検索して、お客様の環境のニーズに最適なサー
ビスを選択してください。 サービスの手順に従って、SSL 証明書を取得します。

手順
ステップ 1

公開/秘密キーのキーペアを作成します。

ステップ 2

証明書署名要求（CSR）を生成します。

ステップ 3

証明書に自己署名します。 または、任意の認証局（CA）に問い合わせて、証明書の署名を依頼し
ます。
アップロードする証明書は X.509 標準に準拠している必要があります。また、合致する秘密キー
を LDAP サーバにインストールする必要があります。

証明書の管理
手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして [認証] メニューを表示し、[管理] をクリックして [LDAP 証明書のアッ
プロード] パネルを表示します。
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ステップ 2

[証明書名] に一意の名を入力します。

ステップ 3

[参照] をクリックして必要な証明書を見つけて選択します。

ステップ 4

[追加] をクリックして証明書をアップロードします。

次の作業
証明書を削除するには、[削除] アイコンをクリックします。

ユーザの認証
ユーザが Cisco Cloud Web Security から Web にアクセスしようとして、ユーザ名とパスワードの入
力を求められる場合があります。 Cisco Cloud Web Security は、設定されているアイデンティティ
グループやアクセスポリシーグループに基づいて一部のユーザに認証クレデンシャルを要求しま
す。 ユーザは組織の認証サーバが識別可能なクレデンシャルのユーザ名とパスワードを入力する
必要があります。

（注）

LDAP 認証レルムによる認証を有効にする場合は、ユーザが Windows ドメイン名を入力するこ
とがないようにしてください。

失敗した認証への対応
認証に失敗したためにユーザが Web にアクセスできない場合があります。 認証に失敗する理由と
その解決策を以下に示します。
• クライアント アプリケーションが認証を実行できない。 クライアントによっては、認証を
実行できない、または必要とされているタイプの認証を実行できない場合があります。 クラ
イアント アプリケーションが原因で認証に失敗する場合は、そのクライアントに接続を許可
する Web フィルタリング ルールを作成してください。
• 認証サーバが利用できない。 ネットワークが切断されている、サーバに問題が生じているな
どの理由で認証サーバが利用できない場合があります。 ユーザをブロックする、キャッシュ
されているクレデンシャルを使用する、デフォルト ポリシーを適用するなど、フェールオー
バー オプションで必要な動作を設定してください。
• クレデンシャルが無効である。 クライアントから受け取った認証クレデンシャルが無効な場
合、Cisco Cloud Web Security は有効なクレデンシャルの要求を続けます。このため、実質的
にはデフォルトでは Web へのアクセスはブロックされます。
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認証レルムの作業
認証レルムは特定の構成を備えた、1 つの認証プロトコルをサポートする複数の認証サーバ、単
一のサーバ、またはアイデンティティ プロバイダーです。 LDAP レルムの各サーバは同じ論理
データベースを共有しており、どのサーバも同じユーザについては同じ結果を返します。 通常、
レルムは Windows ドメインと 1 対 1 で対応しています。 レルムでは、ユーザ名、グループ名など
が一意であるようにします。
認証の構成では、以下の作業を実行できます。
• 1 つ以上の認証サーバをレルムに含める。
• 1 つ以上の LDAP レルムを作成する。
• 1 つ以上の SAML レルムを作成する。
• 既存の認証レルムを編集する。
SAML を使用する場合、アクティブにできる SAML レルムは 1 つだけです。 他のすべての SAML
レルムと LDAP レルムは非アクティブにする必要があります。

（注）

また、ある認証サーバを複数のレルムに含めることも可能です。通常このような構成は、複数
のドメインやレルムのデータを読み取り専用に制限して格納する Active Directory グローバル
カタログを使用する場合のみ必要になります。

LDAP 認証レルムの作成
手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして [認証] メニューを表示し、[管理] をクリックして [認証レルム] パネル
を表示します。

ステップ 2

[LDAP レルムの追加] をクリックし、[ネットワーク接続] パネルを表示します。
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ステップ 3

[レルム名] ボックスに一意のレルム名を入力します。

ステップ 4

レルムに追加するサーバごとに、次の手順を実行します。
a) [ホスト名] ボックスに IPv4 形式の IP アドレス、またはホスト名を入力します。
b) [プロトコル] ドロップダウンで、LDAP、StartTLS、SSL（LDAPS）のうち必要なプロトコルを
選択します。
c) [ポート] ボックスにポートを入力します。 LDAP および StartTLS 用のデフォルト値は 389 で
す。 LDAPS のデフォルトは 636 です。
d) [接続の確認] をクリックします。
[別のサーバを追加] をクリックし、必要な数のサーバを追加できます。 不要なサーバを削除する
には、[サーバの削除] をクリックします。

ステップ 5

LDAPサーバが匿名クエリーを受け付ける場合は、接続が成功した時点で、[サーバは匿名クエリー
を受け付ける] チェックボックスをオンにします。 または、LDAP サーバの識別名を [バインド
DN] ボックスに入力し、[パスワード] ボックスにパスワードを入力します。

ステップ 6

[認証を確認] をクリックします。
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ステップ 7

[検索ベース] をデフォルトのままにするか、変更します。

ステップ 8

[属性を検索] ドロップダウン リストで、ユーザ名を含む属性を選択します。 cn、uid、または
sAMAccountName を選択できます。 または [カスタム] を選択し、ボックスに任意の属性を入力し
ます。

ステップ 9

[ユーザ フィルタ クエリー] ドロップダウン リストで、ユーザ以外の LDAP エントリを除外する
クエリーを選択します。 [なし] または (objectClass=person) を選択できます。 または [カスタム] を
選択し、ボックスに任意のクエリーを入力します。

ステップ 10

[サブジェクト属性] をデフォルトのままにするか、任意の属性を入力します。 このボックスは空
白のままにしないでください。
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ステップ 11

属性でユーザを検索するには、[Group Member Of Attribute（グループの Member Of 属性）] をク
リックします。 memberOf 属性をそのまま使用するか、[カスタム] をクリックしてボックスに任
意の属性を入力します。 グループでユーザを検索するには、[Group Members Attribute（グループ
の Members 属性）] をクリックします。 users 属性をそのまま使用するか、[カスタム] をクリック
してボックスに任意の属性を入力します。

ステップ 12

[参照] をクリックし、[次のグループを除外する] リストに値を設定します。

リストに設定する要素のチェックボックスをオンにします。 設定できる要素には次のようなもの
があります。
•

ユーザ

•

グループ

•

組織部門（OU）

•

コンピュータ

•

フォルダ

•

その他の要素

展開アイコン（

）をクリックすると、要素を展開したり折りたたんだりできます。

フィルタ アイコン（

）をクリックすると、要素にフィルタを追加できます。
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有効になったフィルタ アイコン（

）をクリックすると、フィルタを編集または削除できます。

ステップ 13

[選択] をクリックして、選択した要素を追加します。 または、[キャンセル] をクリックして変更
を破棄します。

ステップ 14

[参照] をクリックし、[次のグループを使用する] リストに値を設定します。

ステップ 15

[選択] をクリックして、選択した要素を追加します。 または、[キャンセル] をクリックして変更
を破棄します。

ステップ 16

（オプション）[詳細設定] をクリックし、詳細設定を表示します。
a) [階層化するグループの深さ] ボックスに、対象のノード数を入力します。
b) [最大グループ数] ボックスに、検索するグループ数の上限を入力します。

ステップ 17

[グループの表示] ドロップダウン リストで、グループの表示方法として [WinNT グループ] または
[LDAP 標準] を選択します。

ステップ 18

[サンプル ユーザの確認] ボックスにユーザ名を入力し、[LDAP を確認] をクリックして設定を確
認します。

ステップ 19

フェールオーバー オプションの [ユーザをブロックする]、[キャッシュされたクレデンシャルを使
用する]、[デフォルトのポリシーを適用する] から必要なものを選択します。

ステップ 20

（オプション）ユーザを認証から除外するには、次の手順を実行します。
a) [カスタム属性] ページで、照合する LDAP 属性を [属性] に入力します。
b) [ルールの照合] ドロップダウン リストで演算子を選択し、ボックスに値を入力します。 次の
演算子が使用できます。
•=
•<
• Regex（正規表現。有効な正規表現の作成に関する詳細については、カスタマー サポート
にお問い合わせください）
• 真か
• 偽か
c) [アクション] リストで、[ユーザをブロックする] をクリックします。
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d) [追加] をクリックします。
ユーザ フィルタを削除するには、[削除] アイコンをクリックします。
ステップ 21

（オプション）認証されたセッションの間、ユーザをグループに追加するには、次の手順を実行
します。
a) [カスタム属性] ページで、照合する LDAP 属性を [属性] に入力します。
b) [ルールの照合] ドロップダウン リストで演算子を選択し、ボックスに値を入力します。 次の
演算子が使用できます。
•=
•<
• Regex（正規表現。有効な正規表現の作成に関する詳細については、カスタマー サポート
にお問い合わせください）
• 真か
• 偽か
c) [アクション] ドロップダウン リストで、[グループに追加] を選択します。
d) [追加] をクリックします。
ユーザ フィルタを削除するには、[削除] アイコンをクリックします。
グループにユーザを追加するには、そのグループが LDAP ディレクトリ内に存在し、名
前が LDAP 識別名（DN）の形式で設定されている必要があります。
認証レルムの設定が終了したら、[設定を適用] をクリックします。 または、そのまま別のページ
に移動すると、変更が破棄されます。
（注）

ステップ 22

SAML 認証レルムの作成
はじめる前に
Cisco Cloud Web Security の SAML 認証を使用するには、貴社のネットワークからアクセス可能
で、サポートされているアイデンティティ プロバイダー（IdP）が正しく設定されている必要があ
ります。 アイデンティティ プロバイダーの自動設定には、Cloud Web Security の SAML メタデー
タが必要です。 アイデンティティ プロバイダーを手動で設定する場合は、各サービス プロバイ
ダーの発行者 ID、アサーション コンシューマ エンドポイントの URL、および SAML 要求の署名
証明書が必要になります。 アイデンティティ プロバイダー情報で ScanCenter を自動設定するに
は、アイデンティティ プロバイダーのメタデータが必要です。 ScanCenter を手動で設定する場合
は、アイデンティティ プロバイダー エンドポイントのアドレス、グループ属性、アイデンティ
ティ プロバイダーの DER 形式または PEM 形式の署名証明書が必要になります。
IdP で作成した各グループに対して、ScanCenter にカスタム グループを 1 つずつ作成してくださ
い。 両者の名前は正確に一致させる必要があります。 IdP から Cisco Cloud Web Security にグルー
プ属性を通じてグループ名が渡されるためです。その際、カスタムグループに対して設定したポ
リシーが IdP グループに基づいて SAML ユーザに適用されます。

Cisco ScanCenter アドミニストレータ ガイド バージョン 5.2
OL-22629-06

41

クライアントレス認証

ScanCenter からメタデータをダウンロードするには、[管理] タブをクリックして [認証] メニュー
を表示し、[管理] をクリックして [認証レルム] パネルを表示します。 [SAML レルムの追加] をク
リックし、[弊社の SAML メタデータのエクスポート] をクリックしてメタデータをダウンロード
します。アイデンティティプロバイダーにメタデータをインポートする方法の詳細については、
ベンダーのドキュメントを参照してください。
ScanCenter からサービス プロバイダーの発行者 ID とアサーション コンシューマ エンドポイント
の URL の情報を取得し、SAML 要求の署名証明書をダウンロードするには、[管理] タブをクリッ
クして [認証] メニューを表示し、[管理] をクリックして [認証レルム] パネルを表示します。 [SAML
レルムの追加] をクリックし、[弊社の SAML 設定の表示] をクリックします。 [サービス プロバイ
ダーの発行者 ID] と [アサーション コンシューマ エンドポイント] の URL を書き留めます。 [プラ
イマリ署名証明書をエクスポート] をクリックし、[セカンダリ署名証明書をエクスポート] をク
リックして、プライマリおよびセカンダリの SAML 要求証明書をダウンロードします。

（注）

アイデンティティ プロバイダーは、Cloud Web Security ユーザ名を SAML アサーションの
NameID 属性に含めて送信する必要があります。 アイデンティティ プロバイダーの設定、アイ
デンティティ プロバイダー メタデータのエクスポート、アイデンティティ プロバイダーの詳
細情報の取得、またはアイデンティティ プロバイダー署名証明書のダウンロードに関する詳
細については、アイデンティティ プロバイダーのベンダー ドキュメントを参照してください。

手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして [認証] メニューを表示し、[管理] をクリックして [認証レルム] パネル
を表示します。

ステップ 2

[SAML レルムの追加] をクリックします。

ステップ 3

[弊社の SAML 設定の表示] をクリックし、[SAML レルム設定] パネルを表示します。

ステップ 4

アイデンティティ プロバイダーのメタデータがある場合は、[IdP メタデータのインポート] をク
リックしてインポートします。 ScanCenter を手動で設定する場合は、次の手順を実行します。
a) [IdP 詳細の手動入力] をクリックします。
b) [レルム名] にレルム名を入力します。
c) [IdP エンドポイント アドレス] に URL を入力します。
d) [グループ属性] に IdP で使用するグループ属性の名前を入力します。
e) [Choose File（ファイルを選択）] をクリックし、[IdP 署名証明書] をアップロードします。
既存のアイデンティティ プロバイダー署名証明書を削除するには、[削除] アイコンをクリックし
ます。

ステップ 5

[設定を適用] をクリックします。 または、そのまま別のページに移動すると、変更が破棄されま
す。
（注）
設定の編集、追加の IdP 証明書のアップロードが可能になりま
す。

Cisco ScanCenter アドミニストレータ ガイド バージョン 5.2
42

OL-22629-06

クライアントレス認証

認証レルムの管理
既存の認証レルムを管理するには、[管理] タブをクリックして [認証] メニューを表示します。次
に、[管理] をクリックして [認証レルム] パネルを表示します。
非アクティブなレルムをアクティブにするには、[アクティブ] チェックボックスをオンにし、[設
定を適用] をクリックします。
アクティブなレルムを非アクティブにするには、[アクティブ] チェックボックスをオフにし、[設
定を適用] をクリックします。
レルムの監査をダウンロードするには、[CSV] アイコンをクリックします。
レルムを削除するには、[削除] アイコンをクリックします。
レルムを変更するには、[編集] アイコンをクリックします。

（注）

複数の LDAP 認証レルムを同時にアクティブにできます。 ただし、ある SAML レルムがアク
ティブな場合、LDAP であっても SAML であっても、それ以外のレルムはアクティブにできま
せん。

複数のレルムと Cisco Cloud Web Security 動作
セキュリティ プロトコルが異なる複数のサーバがある場合も含めて、ユーザが複数の認証レルム
から使用するレルムを選択できるように Cisco Cloud Web Security を構成できます。
これは、たとえばある組織が同じセキュリティプロトコル、または異なるセキュリティプロトコ
ルを使う独自の認証サーバを持つ別の組織と合併した場合などに有効です。 こうすることで、1
つのポリシーを作成するだけですべてのユーザを管理できます。

（注）

複数のレルムは SAML の使用時はサポートされません。

認証設定のテスト
認証レルムの作成、または編集では、認証サーバやアイデンティティ プロバイダーに接続するた
めに必要な構成設定を多数入力します。 入力した情報はプロセスの各段階で検証され、正しい情
報が入力されていることが確認されます。

注意

LDAP サーバの構成を変更した場合は、その変更に合わせて Cisco ScanCenter の認証レルムも
変更する必要があります。変更しないままだと、ユーザの認証ができなくなります。
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テスト プロセス
認証設定のテストでは、Cisco ScanCenter はまず、レルムの設定が正しい形式で入力されているこ
とを検証します。 たとえば、テキスト文字列を入力する必要があるフィールドに数値が入力され
ている場合、Cisco ScanCenter はエラーとして通知します。
すべてのフィールドに有効な値が入力されている場合、Cisco ScanCenter は使用しているセキュリ
ティ プロトコルに合わせた手順を実行します。 レルムが複数の認証サーバを含む場合、Cisco
ScanCenter は各サーバに対して順番にテスト プロセスを実行します。

LDAP テスト
Cisco ScanCenter は以下の手順を実行して LDAP 認証設定をテストします。
1 LDAP サーバが指定の LDAP ポートでリスニングしていることを確認します。
2 セキュア LDAP が選択されている場合、Cisco ScanCenter は LDAP サーバがセキュア LDAP を
サポートしていることを確認します。
3 StartTLS が選択されている場合、Cisco ScanCenter は LDAP サーバが StartTLS 拡張をサポート
していることを確認します。
4 レルムにバインド パラメータが含まれている場合、Cisco ScanCenter は LDAP サーバで認証を
試行することでそれらを検証します。

Cookie 期間の設定
クライアントレス認証では、ブラウザに保存された Cookie を使用します。 デフォルトでは、Cookie
はブラウザ セッションの間保持されます。 永続的な Cookie では、ユーザがブラウザを閉じても、
設定した期間内はユーザを再認証する必要がなくなります。

手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして [認証] メニューを表示し、[管理] をクリックして [cookie の有効期限]
パネルを表示します。
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ステップ 2

（オプション）ブラウザが閉じた後もセッションが保持されるようにするには、[永続的な Cookie
の使用] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[グループ] ボックスに、グループの Cookie の有効期限が切れるまでの期間を、画面上の例に示さ
れている形式で入力します。

ステップ 4

[ユーザ] ボックスに、ユーザの Cookie の有効期限が切れるまでの期間を、画面上の例に示されて
いる形式で入力します。

ステップ 5

[ローミング] ボックスに、ローミングの Cookie の有効期限が切れるまでの期間を、画面上の例に
示されている形式で入力します。

ステップ 6

[適用] をクリックします。 または、そのまま別のページに移動すると、変更が破棄されます。

監査レポートのダウンロード
手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして [認証] メニューを表示し、[管理] をクリックして [監査レポートのダウ
ンロード] パネルを表示します。

ステップ 2

[期間] で、レポートの対象となる期間をクリックします。 選択項目は次のとおりです。
• 過去5分間
• 過去1時間
• 過去1日

ステップ 3

[CSV] アイコンをクリックします。
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ユーザ認証ページの設定
Cisco Cloud Web Security では、まだ認証されていないユーザがサービスに接続しようとすると、
ユーザ認証ページが表示されます。

手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして [認証] メニューを表示し、[ユーザ メッセージ] をクリックして [ユー
ザ メッセージ] パネルを表示します。

ステップ 2

[Choose File（ファイルの選択）] をクリックし、このページに表示する画像を選択します。 使用
可能な画像形式は PNG、GIF、JPEG で、最大サイズは 500 KB です。 任意のピクセル サイズを指
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定できますが、ユーザがサービスに接続するときに使用するデバイスの画面サイズに適した大き
さにする必要があります。
ステップ 3

[ヘルプテキスト] ボックスに、最大 1,000 文字のプレーン テキストを入力します。

ステップ 4

[ユーザ名のテキスト] ボックスに、使用したい単語やフレーズを入力します。

ステップ 5

[パスワードのテキスト] ボックスに、使用したい単語やフレーズを入力します。

ステップ 6

[免責事項のテキスト] ボックスに、最大 1,000 文字のプレーン テキストを入力します。

ステップ 7

[プレビュー] をクリックし、[ユーザ認証] ページを表示します。

ステップ 8

[設定を適用] をクリックし、変更内容を確定します。 または、[キャンセル] をクリックして [User
Authentication（ユーザ認証）] ページの編集を続けるか、別のページに移動して変更を破棄しま
す。
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ホストされているコンフィギュレーション
Cisco ScanCenter のホストされているコンフィギュレーション領域では、PAC（Proxy Auto-Config）
ファイル、Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアント Web セキュリティの設定ファイ
ル、その他の設定ファイルを Cisco ScanCenter にアップロードして管理できます。 PAC ファイル
をアップロードする場合、事前に、そのファイルが正常に機能するかどうかをテストする必要が
あります。

（注）

AnyConnect コンフィギュレーション ファイルの場合、スクランブルされていないバージョン
をアップロードする必要があります。 このファイルは、スクランブルされた状態でユーザに
提供されますが、プレーン テキスト バージョンをダウンロードすることもできます。
ホストされているコンフィギュレーション ファイルを表示するには、[管理] タブをクリックして
管理メニューを表示し、[管理] メニューの [ホストされているコンフィギュレーション ファイル]
をクリックして [ホストされているコンフィギュレーション ファイル] ページを表示します。

• 新しいコンフィギュレーション ファイルのアップロード, 49 ページ
• コンフィギュレーション ファイルの管理, 50 ページ
• コンフィギュレーション ファイルの削除, 51 ページ

新しいコンフィギュレーション ファイルのアップロード
手順
ステップ 1

[コンフィギュレーション ファイルのアップロード] タブをクリックして、[コンフィギュレーショ
ン ファイルのアップロード] ページを表示します。
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ステップ 2

[リソースの形式] ボックスの一覧でファイル タイプをクリックします。

ステップ 3

[説明] ボックスに一意の説明を入力します。

ステップ 4

[参照] をクリックし、アップロードするファイルを選択します。 アップロードできるファイルの
最大サイズは 500 KB です。

ステップ 5

[アップロード] をクリックして、ファイルをアップロードします。

コンフィギュレーション ファイルの管理
ファイルのアップロード後に、そのファイルをアクティブまたは非アクティブにすることができ
ます。もしくは、新しいバージョンのアップロード、またはバージョンの削除も可能です。

手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2

[管理] メニューの [ホストされているコンフィギュレーション ファイル] をクリックして、[ホスト
されているコンフィギュレーション ファイル] ページを表示します。

ステップ 3

[編集] アイコンをクリックします。
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次の作業
コンフィギュレーション ファイルをアクティブにするには、[アクティブ] チェック ボックスをオ
ンにし、[保存] をクリックします。 コンフィギュレーション ファイルを非アクティブにするに
は、[アクティブ] チェック ボックスをオフにし、[保存] をクリックします。
あるファイルのバージョンが複数ある場合は、有効にするバージョンに対する [デフォルト] 列の
アイコンをクリックし、[保存] をクリックします。
あるファイルの特定のバージョンを削除するには、削除するバージョンに対する [削除] 列のアイ
コンをクリックします。

注意

[削除] 列のアイコンをクリックすると、デフォルト バージョンでない場合は、即座に削除され
ます。 削除してもよいかどうかを確認するダイアログ ボックスは表示されません。

コンフィギュレーション ファイルの削除
はじめる前に
コンフィギュレーション ファイルを完全に削除できるのは、非アクティブになっている場合だけ
です。
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注意

ファイルは即座に削除されます。 削除してもよいかどうかを確認するダイアログ ボックスは
表示されません。

手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2

[管理] メニューの [ホストされているコンフィギュレーション ファイル] をクリックして、[ホスト
されているコンフィギュレーション ファイル] ページを表示します。

ステップ 3

[削除] アイコンをクリックします。
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辞書およびデータベース
辞書は、Outbound Content Control（OCC）と組み合わせて使用されます。 辞書は、単語および語
句を記述したファイルからインポートできます。ただし、このファイル内で正規表現やワイルド
カードを使用することはできません。 辞書に登録できる単語または語句は最大 1000 個です。 ま
た、ファイル情報データベースを使用することにより、特定のファイルをブロックすることがで
きます。 データベースもファイルからインポートできます。
• 辞書の管理, 53 ページ
• ファイル情報データベースの管理, 55 ページ

辞書の管理
[管理] タブをクリックして、管理メニューを表示します。
[管理] メニューの [辞書] をクリックして、[Manage Dictionaries（辞書の管理）] ページを表示しま
す。
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新しい辞書の作成
手順
ステップ 1

[Enter new Dictionary name（新しい辞書名を入力してください）] ボックスに辞書名を入力します。

ステップ 2

[辞書の追加] をクリックします。

ステップ 3

辞書を編集します。

辞書の編集
辞書名をクリックし、[辞書の編集] ページを表示します。

個別の単語または語句を追加するには、[Enter the words or phrases below that you wish to block（ブ
ロックする単語または語句入力してください）] ボックスに単語または語句を入力し、[追加] をク
リックします。
単語または語句を削除するには、一覧でその単語または語句を選択し、[削除] をクリックします。
単語と語句のリストをテキストファイルからインポートすることもできます。このリストはカン
マ区切り形式でなければなりません。 例：the,quick,brown,fox,jumps over the,lazy dog
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手順
ステップ 1

[参照] をクリックし、ファイルを探します。

ステップ 2

[インポート] をクリックします。

ステップ 3

リストの内容が正しい場合は、[確認] をクリックして単語や語句を追加し、[辞書の編集] ページ
に戻ります。 または、[ステップ 1 に戻る] をクリックすると、ファイルを修正してインポート処
理を再実行することができます。

辞書の削除
手順
ステップ 1

[Manage Dictionaries（辞書の管理）] ページで、削除する辞書に対する [削除] 列のチェックボック
スをオンにします。

ステップ 2

[辞書の削除] をクリックします。 操作を確認するダイアログ ボックスが表示されます。
削除する辞書を複数選択することもできます。

ファイル情報データベースの管理
手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2

[管理] メニューの [ファイル情報データベース] をクリックして、[ファイル情報の管理] ページを
表示します。
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新しいデータベースの作成
手順
ステップ 1

[Enter new File Info DB name（新しいファイル情報データベース名を入力してください）] ボック
スにファイル情報データベース名を入力します。

ステップ 2

[ファイル情報データベースの追加] をクリックします。

ステップ 3

データベースを編集します。

データベースの編集
はじめる前に
カンマ区切り形式のファイル情報リストをインポートすると、データベースにレコードが追加さ
れます。 リスト内の各エントリでは、ファイル名、ファイル サイズ、MD5 チェックサム、およ
び SHA-1 チェックサムがこの順序で記述されている必要があります。例：
1video.avi,37352,d97343b7ef8a00307091c6456b25c84,de9e351ebe13186770f3fc79f45733a6d595e2e1
UNIX および UNIX 系システムの場合、次の OpenSSL コマンドを使用してチェックサムを生成す
ることができます。
• openssl md5 filename
• openssl sha1 filename
Windows の場合、次の Microsoft File Checksum Integrity Verifier コマンドを使用してチェックサム
を生成することができます。
• fciv md5 filename
• fciv sha1 filename
File Checksum Integrity Verifier は、Microsoft の Web サイトからダウンロードできます。
http://search.microsoft.com/en-us/results.aspx?q=microsoft+file+checksum+integrity+verifier
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手順
ステップ 1

データベース名のハイパーリンクをクリックします。

ステップ 2

[参照] をクリックし、ファイルを探します。

ステップ 3

[インポート] をクリックします。 ファイルの形式が正しくない場合は、その旨が通知されます。

ステップ 4

リストが正しい場合は、[確認] をクリックします。 インポートされたデータ（ファイル名、ファ
イル サイズ、MD5 チェックサム、および SHA-1 チェックサム）がテーブルに表示されます。 ま
たは、[ステップ 1 に戻る] をクリックすると、ファイルを修正してインポート処理を再実行する
ことができます。

データベースの削除
手順
ステップ 1

[ファイル情報の管理] ページで、削除するデータベースに対する [削除] 列のチェックボックスを
オンにします。

ステップ 2

[ファイル情報の削除] をクリックします。 操作を確認するダイアログ ボックスが表示されます。
削除するデータベースを複数選択することもできます。
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監査
組織の Cisco ScanCenter アカウントに関するアクセス監査レポートおよびアクティビティ監査レ
ポートを生成できます。 また、Cisco ScanCenter ログイン失敗状況を通知するメール アラートも
設定できます。 これらの作業を行うには、適切な役割が割り当てられている必要があります。
役割の詳細については、役割に割り当てられている権限, （14 ページ） を参照してください。
• 電子メール アラート, 59 ページ
• アクセス監査レポート, 60 ページ
• アクティビティ監査, 62 ページ

電子メール アラート
手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2

[監査] メニューの [アクセス設定] をクリックして、[アクセス設定] ページを表示します。
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ステップ 3

何度か続けてログインに失敗してユーザ アカウントがロックされると、そのユーザは、ロック解
除を依頼するメールを管理者に送信するよう指示されます。 [ログイン失敗メッセージの連絡先
メール] ボックスに、メールに表示する連絡先メール アドレスを入力します。 メール アドレスを
入力しない場合、会社のスーパー ユーザのメール アドレスが表示されます。

ステップ 4

[メール アラートを有効にする] チェック ボックスをオンにします。これで、ログイン失敗時に
メールが送信されます。

ステップ 5

各ボックスにメール アドレスを入力します。5 個まで指定できます。

ステップ 6

[頻度の上限] ドロップダウンで、一括処理する電子メール アラートの件数（1 ～ 20）を選択しま
す。

ステップ 7

[期間] ドロップダウンで、メールの送信間隔（1 ～ 24 時間）を選択します。

ステップ 8

[保存] をクリックして変更を適用します。 または、そのまま別のページに移動すると、変更が破
棄されます。

アクセス監査レポート
アクセス監査レポートを生成することにより、ある期間（1 日～ 1 年）において Cisco ScanCenter
で実行されたすべてのログイン試行情報が確認できます。

手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2

[監査] メニューの [アクセス監査] をクリックして、[アクセス監査] ページを表示します。
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ステップ 3

[タイムゾーン] ドロップダウン リストでタイム ゾーンを選択します。 デフォルトは UTC です。

ステップ 4

[期間] ドロップダウン リストで、あらかじめ定義されている期間を選択します。
あらかじめ定義されている期間は次のとおりです。
• 直前の 1 時間
• 前日
• 前の週 - 1 週間
• 過去 n 時間（過去 12、24、48、または 72 時間）
• 過去 7 日間
• 過去 n 週間（過去 2 または 3 週間）
• 前月
• 過去 n ヵ月間（過去 2、3、4、5、6、9、または 12 ヵ月間）
[カスタム] を選択した場合は、開始日時と終了日時を指定します。
a) [開始] のボックスに開始日を直接入力するか、または、カレンダー アイコンをクリックして日
付を選択します。
b) 時刻のボックスの一覧で開始時刻を選択します。 時刻は 24 時間表示です。
c) [終了] のボックスに終了日を直接入力するか、または、カレンダー アイコンをクリックして日
付を選択します。
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d) 時刻のボックスの一覧で終了時刻を選択します。
ステップ 5

管理ユーザを個別に選択する場合は、[すべての管理者] チェック ボックスをオフにし、[管理者を
選択] ボックスの一覧で管理ユーザを選択します。 すべての管理ユーザを監査レポートに含める
場合は、[すべての管理者] チェック ボックスをオンにします。

ステップ 6

失敗したログイン試行に関する情報を監査レポートに含める場合は、[ログイン失敗] チェック ボッ
クスをオンにします。 失敗したログイン試行に関する情報を監査レポートに含めない場合は、[ロ
グイン失敗] チェック ボックスをオフにします。

ステップ 7

成功したログイン試行に関する情報を監査レポートに含める場合は、[ログイン成功] チェック ボッ
クスをオンにします。 成功したログイン試行に関する情報を監査レポートに含めない場合は、[ロ
グイン成功] チェック ボックスをオフにします。

ステップ 8

[監査の生成] をクリックして、CSV（comma-separated value; カンマ区切り値）ファイル形式の監
査レポートをダウンロードします。

アクティビティ監査
アクティビティ監査レポートを生成することにより、ある期間（1 日～ 1 年）において Cisco
ScanCenter で実行されたすべての管理アクティビティが確認できます。 監査レポートには、管理、
設定、フィルタリング、およびポリシーに関する変更内容が記録されます。 監査レポートは CSV
ファイル形式でダウンロードされます。監査レポートの内容は、ロギングされた各イベントのユー
ザ名、カテゴリ タイプ、アクション、ロギング日時、および説明です。

手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2

[監査] メニューの [アクティビティ監査] をクリックして、[アクティビティ監査] ページを表示し
ます。

ステップ 3

[タイムゾーン] ドロップダウン リストでタイム ゾーンを選択します。 デフォルトは UTC です。

ステップ 4

[期間] ドロップダウン リストで、あらかじめ定義されている期間を選択します。
あらかじめ定義されている期間は次のとおりです。
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• 直前の 1 時間
• 前日
• 前の週 - 1 週間
• 過去 n 時間（過去 12、24、48、または 72 時間）
• 過去 7 日間
• 過去 n 週間（過去 2 または 3 週間）
• 前月
• 過去 n ヵ月間（過去 2、3、4、5、6、9、または 12 ヵ月間）
[カスタム] を選択した場合は、開始日時と終了日時を指定します。
a) [開始] のボックスに開始日を直接入力するか、または、カレンダー アイコンをクリックして日
付を選択します。
b) 時刻のボックスの一覧で開始時刻を選択します。 時刻は 24 時間表示です。
c) [終了] のボックスに終了日を直接入力するか、または、カレンダー アイコンをクリックして日
付を選択します。
d) 時刻のボックスの一覧で終了時刻を選択します。
ステップ 5

管理ユーザを個別に選択する場合は、[すべての管理者] チェック ボックスをオフにし、[管理者を
選択] ボックスの一覧で管理ユーザを選択します。 すべての管理ユーザを監査レポートに含める
場合は、[すべての管理者] チェック ボックスをオンにします。

ステップ 6

カテゴリを個別に選択する場合は、[すべてのカテゴリ] チェック ボックスをオフにし、[カテゴリ
を選択] ボックスの一覧でカテゴリを選択します。 選択可能なカテゴリは次のとおりです。
• 管理
• フィルタリング ポリシー
• HTTPS トラフィック検査
• Spyware Policy（スパイウェア ポリシー）
• Web ウイルス ポリシー
すべてのカテゴリを監査レポートに含める場合は、[すべてのカテゴリ] チェック ボックスをオン
にします。

ステップ 7

アクションを個別に選択する場合は、[すべてのアクション] チェック ボックスをオフにし、[アク
ションを選択] ボックスの一覧でアクションを選択します。 選択可能なアクションは次のとおり
です。
• INSERT
• UPDATE
• DELETE
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すべてのアクションを監査レポートに含める場合は、[すべてのアクション] チェック ボックスを
オンにします。
ステップ 8

[監査の生成] をクリックして、CSV（comma-separated value; カンマ区切り値）ファイル形式の監
査レポートをダウンロードします。
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委任管理
委任管理を使用するよう選択した場合、Cisco ScanCenter では、親組織および 2 つ以上の子組織
に対するアクセス権限が付与されます。 トラフィックが親組織経由で渡されることはありませ
んが、親組織で設定されたポリシーは、すべての子組織に適用されます。 子組織レベルで設定
されたポリシーは、その子組織にのみ適用されます。
• 親組織へのログイン, 65 ページ
• 子組織によるポリシー設定の有効化, 66 ページ
• フィルタ、スケジュール、および辞書の管理, 67 ページ
• グローバル ユーザ メッセージおよびローカル ユーザ メッセージの設定, 67 ページ
• メール ドメインの設定, 67 ページ
• 監査の実行, 67 ページ
• レポート実行の委任, 68 ページ

親組織へのログイン
管理者パスワードを使用して親組織にログインすると、[Delegated Administration（委任管理）]
ページが表示されます。
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親組織と子組織が、[座席数] および [最終使用日] の情報と共に表示されます。 親組織をクリック
して、[Web フィルタリング] ページに進みます。

子組織によるポリシー設定の有効化
親組織で設定されたポリシーは自動的に子組織に適用されますが、親組織でしか表示できません。
[子会社のポリシーを実行] ルールを作成してアクティブにすると、子組織にそのポリシーが適用
されます。 子組織のルールより優先順位の高い親組織のルールは、子組織のルールの前に適用さ
れます。子組織のルールより優先順位の低い親組織のルールは、子組織のルールの後に適用され
ます。

（注）

望ましくない可能性があるプログラムの許可リストを編集できるのは、親組織だけです。

手順
ステップ 1

親組織に管理者としてログインします。

ステップ 2

[委任管理] ページで親組織をクリックします。

ステップ 3

[Web フィルタリング] ページで [Create a rule（ルールを作成）] をクリックします。

ステップ 4

[ルール アクション] ボックスの一覧で [子会社のポリシーを実行] を選択します。

ステップ 5

[ルールの作成] をクリックしてルールを作成し、[ポリシーの管理] タブを表示します。 この種類
のルールは 1 つしか作成できません。

ステップ 6

[アクティブ] 列のチェック ボックスをオンにして、[子会社のポリシーを実行] のルールを有効に
します。 このルールは、各子組織で設定されるポリシーを表します。

ステップ 7

[このルールを 1 行下へ移動] および [このルールを 1 行上へ移動] を使用して、親組織のポリシー
と子組織のポリシーの適用順序を設定します。

ステップ 8

[変更内容を適用] をクリックします。 順序が更新されます。
[アクティブ] 列のチェック ボックスをオフにした場合や [子会社のポリシーを実行] ルールを削除
した場合、子組織のポリシーは使用されなくなります。

子組織のプライバシー ポリシー
委任管理が有効になっている場合、子組織では独自のプライバシー ポリシーを設定できます。
他の子組織のポリシーと同様、プライバシー ポリシーがアクティブになるのは [アクティブ] 列の
チェックボックスをオンにした場合だけです。
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[子会社のポリシーを実行] ルールのアクションに割り当てられている優先順位にかかわらず、子
組織のプライバシーポリシーは、親組織のプライバシールールのアクションの直後に適用されま
す。

（注）

子組織が HTTPS ポリシーを独自に設定できるようにするには、親組織で [子会社のポリシーを
実行] ルールが HTTPS トラフィック検査ルールに適用されている必要があります。

フィルタ、スケジュール、および辞書の管理
親組織のフィルタ、スケジュール、および辞書を子組織で利用できます。 ただし子組織では、表
示および使用することはできますが、編集することはできません。 一方、ある子組織で作成され
たフィルタ、スケジュール、および辞書を親組織や別の子組織で利用することはできません。

グローバル ユーザ メッセージおよびローカル ユーザ メッセージの設
定
デフォルトでは、親組織で設定されたすべてのユーザ メッセージが、子組織に継承されます。

手順
ステップ 1

子組織に管理者としてログインします。

ステップ 2

[ユーザ メッセージ] ページに移動します。

ステップ 3

[マスターアラートページ設定を継承] チェックボックスをオフにします。

ステップ 4

必要に応じてボックスにメッセージを入力します。

ステップ 5

[保存] をクリックして変更を適用します。

メール ドメインの設定
親組織で設定されたメールドメインは、すべての子組織で利用できます。つまり、組織全体をカ
バーするメール ドメインを作成できます。 子組織で設定されたメール ドメインは、その子組織
でしか利用できません。

監査の実行
子組織で実行された監査のレポートには、その子組織に関する情報だけが含まれます。
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レポート実行の委任
親組織で実行されるレポートには、従属するすべての子組織に対する結果が含まれます。 標準の
レポート属性に加え、次のレポート属性を使用して検索を絞り込むことができます。
• Company Name（会社名） 子組織の名前
• Company User（会社ユーザ名） 子組織名を含んだ、認定済みの会社ユーザ名
• Company Group（会社グループ名） 子組織名を含んだ、認定済みのグループ名
子組織で実行されるレポートには、その子組織に対する結果だけが含まれます。

（注）

保存済み検索設定は、作成元の組織でのみ利用できます。 たとえば、子組織で作成された保
存済み検索設定を親組織で表示することはできません。
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トラブルシューティング
• Cloud Web Security への接続の確認, 69 ページ
• ポリシーの確認, 70 ページ

Cloud Web Security への接続の確認
Cloud Web Security への接続が正しく設定されていることを確認できるように、シスコでは、接続
に関する診断情報を返す URL を提供しています。

手順
ステップ 1

Cloud Web Security に接続するよう設定されているコンピュータ上で、Web ブラウザを開きます。

ステップ 2

URL http://whoami.scansafe.net を入力します。

次の作業
何らかの理由でサービスに正しく接続されていない場合、「User is not currently using the service
（ユーザは現在サービスを使用していません）」というメッセージが表示されます。 接続されて
いる場合は、次の情報が表示されます。
• authUserName - 認証済みユーザ名。
• authenticated - 認証に成功したかどうか。
• companyName - 組織の名前。
• connectorVersion - 接続を提供している Connector のバージョン。
• countryCode - 所在地を表す 2 文字の国番号。
• externalIp - 出力 IP アドレス。
• groupNames - 組織に関連付けられているユーザ グループの一覧。
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• hash - 組織のハッシュ。
• internalIp - 入力 IP アドレス。
• logicalTowerNumber - 現在接続しているデータセンター。
• staticGroupNames - 組織に関連付けられている静的ユーザ グループの一覧。
• userNamee - ユーザ名。

ポリシーの確認
フィルタリング設定がユーザやグループに意図したとおりに適用されていることを確認できるよ
うに、シスコでは、ポリシートレースというツールを提供しています。ポリシーの設定方法につ
いては、フィルタ, （71 ページ）を参照してください。

手順
ステップ 1

Cloud Web Security に接続するよう設定されているコンピュータ上で、Web ブラウザを開きます。

ステップ 2

URL http://policytrace.scansafe.net を入力します。
Cloud Web Security を介してインターネットに接続していれば、URL の入力を求めるページが表示
されます。

ステップ 3

[Enter URL（URL の入力）] ボックスに、ポリシー トレースを実行する URL を入力し、[実行] を
クリックします。
その Web サイトに適用されているポリシー アクションが表示されます。

次の作業
ポリシートレースを実行すると、目的のポリシーが適用されているかどうかを確認できます。ポ
リシー トレースの情報は、次の形式で表示されます。
Identified user '<user name>' from IP address <IP address> as part of company '<organization>'
User belongs to groups [<list of groups>]
Site categorized as '<category>'
Evaluating # HTTPS rules.
HTTPS rule '<rule name>' matches. Using certificate '<certificate name>' to decrypt.
Evaluating # rules after reading request headers.
Evaluating rule '<rule name>'.
Deferring evaluation of rule '<rule name>'.
Headers missing. Skipping quota evaluation.
The website reputation score is <score>.
Evaluating # rules after reading response headers.
Evaluating rule '<rule name>'.
Deferring evaluation of rule '<rule name>'.
Evaluating # rules after reading the first part of the response body.
Evaluating rule '<rule name>'.
Taking allow action because of category '<rule name>'
Found virus named '<virus name>'
Blocking connection because of a virus named '<virus name>'
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フィルタ
• 概要 , 73 ページ
• カテゴリ, 75 ページ
• フィルタ, 89 ページ
• スケジュール, 101 ページ
• ポリシー, 103 ページ
• クォータ, 107 ページ
• グローバル設定, 111 ページ
• マルウェア, 117 ページ
• 通知, 121 ページ
• トラフィック安全性検査, 125 ページ
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概要
Web フィルタリングでは、組織の内部ネットワークを出入りするコンテンツを制御できます。
Web フィルタリングを使用して管理できる項目は次のとおりです。
• ポリシー （ルールの適用順序を決定します）
• ルール （フィルタとスケジュールの組み合わせによって構成されます）
• フィルタ （ルールを適用する前に満たすべき一連の条件を含みます）
• スケジュール （ルールを適用する時間帯を制御します）
• クォータ （ユーザが閲覧できる時間を制御します）
• 通知 （ルールの適用時にユーザに表示されるメッセージと、管理者に送信される電子メー
ルを含みます）
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カテゴリ
シスコでは、特定カテゴリに属する Web サイトの妥当性を常時評価し、業界最高水準の正確さ
を確保しています。 Cisco Cloud Web Security が使用するカテゴリおよび Web サイトの分類は、
予告なく変更されることがあります。 以下の例は、テストを目的としてのみ記載されているも
のであり、シスコがこれらの Web サイトを推奨しているわけではありません。

（注）

児童虐待を含むコンテンツは、例外なくすべてのお客様に対してブロックされます。また、法
律上の理由により、これらのログは記録されません。 「Child Abuse Content（児童虐待コンテ
ンツ）」カテゴリは Cisco ScanCenter に表示されません。
• カテゴリ リスト, 75 ページ

カテゴリ リスト
シスコは Web サイトをカテゴリで分類しています。 カテゴリは Web フィルタリング ポリシーを作成するための基本
的な方法です。 次のリストに、フィルタリング ポリシーが意図したように機能していることを検証するために使用で
きるサンプルの Web サイトを示します。
Adult（アダルト）
アダルト コンテンツを指しますが、ポルノだけではありません。 アダルト向けのナイトクラブ
（ストリップクラブ、スワッピングクラブ、同伴サービス、ストリッパーなど）、セックスに関
する全般情報（ポルノとは限らない）、性器ピアス、アダルト向けの製品やグリーティング カー
ド/健康や疾病関連以外の性行為に関する情報などもこれに含まれる場合があります。
• www.adultentertainmentexpo.com
• www.adultnetline.com
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Advertisements（広告）
Web ページに表示されることの多いバナー広告やポップアップ広告、その他の広告コンテンツを
提供している広告関連 Web サイト。 広告サービスおよび広告営業は、「Business and Industry（事
業および産業）」カテゴリに分類されます。
• www.adforce.com
• www.doubleclick.com
Alcohol（アルコール類）
嗜好品としてのお酒、ビールやワインの醸造、カクテルのレシピ、リキュール販売、ワイナリー、
ブドウ園、ビール工場、アルコール類の販売元など。 アルコール依存は「Health and Nutrition（健
康および栄養）」に分類されます。バーおよびレストランは「Dining and Drinking（飲食）」に分
類されます。
• www.samueladams.com
• www.whisky.com
Arts（芸術）
画廊および展示会、芸術家および芸術作品、写真、文学および書籍、舞台芸術および劇場、ミュー
ジカル、バレエ、美術館、デザイン、建築。 映画およびテレビは「Entertainment（エンターテイ
メント）」に分類されます。
• www.moma.org
• www.nga.gov
Astrology（占星術）
占星術、ホロスコープ、占い、数秘術、霊能者による助言、タロット。
• www.astro.com
• www.astrology.com
Auctions（オークション）
オンラインまたはオフラインのオークション、オークション会社、オークション案内広告など。
• www.craigslist.com
• www.ebay.com
Business and Industry（事業および産業）
マーケティング、商業、企業、商慣行、労働力、人材、運輸、給与計算、セキュリティとベン
チャー キャピタル、オフィス用品、工業装置（加工装置）、機械と機械システム、加熱装置、冷
却装置、資材運搬機器、梱包装置、製造、固体運搬、金属製作、建設と建築、旅客輸送、商業、
工業デザイン、建築、建築資材、運送と貨物（貨物取扱業務、トラック輸送、運送会社、トラッ
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ク輸送業者、貨物ブローカと輸送ブローカ、速達サービス、運送取引マッチング、追跡とトレー
ス、鉄道輸送、海上輸送、ロード フィーダ サービス、引っ越し、保管）。
• www.freightcenter.com
• www.staples.com
Chat and Instant Messaging（チャットおよびインスタント メッセージング）
Web ベースのインスタント メッセージングおよびチャット ルーム。
• www.icq.com
• www.meebo.com
Cheating and Plagiarism（不正および盗用）
期末レポートなどの書物の盗用や販売、盗作を助長するもの。
• www.bestessays.com
• www.superiorpapers.com
Child Abuse Content（児童虐待コンテンツ）
世界中の違法な児童性的虐待コンテンツ。 児童虐待を含むコンテンツは、例外なくすべてのお客
様に対してブロックされます。また、法律上の理由により、これらのログは記録されません。 こ
のカテゴリは、Cisco ScanCenter に表示されることは絶対にありません。
Computer Security（コンピュータ セキュリティ）
企業ユーザおよび家庭ユーザ向けのセキュリティ製品およびセキュリティ サービス。
• www.computersecurity.com
• www.symantec.com
Computers and Internet（コンピュータおよびインターネット）
コンピュータおよびソフトウェアに関する情報（ハードウェア、ソフトウェア、ソフトウェア サ
ポートなど）、ソフトウェア エンジニア向けの情報、プログラミング、ネットワーク、Web サイ
ト設計、Web およびインターネット全般、コンピュータ科学、コンピュータ グラフィック、ク
リップアートなど。 フリーウェアおよびシェアウェアは、「Freeware and Shareware（フリーウェ
アおよびシェアウェア）」カテゴリに分類されます。
• www.w3.org
• www.xml.com
Dating（出会い系）
出会い系サイト、結婚紹介所など。
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• www.eharmony.com
• www.match.com
Digital Postcards（デジタルはがき）
デジタルはがきおよび電子カードの送信。
• www.all-yours.net
• www.delivr.net
Dining and Drinking（飲食）
飲食店、レストラン、バー、居酒屋、パブ、レストラン ガイド、レストラン レビューなど。
• www.hideawaybrewpub.com
• www.restaurantrow.com
Dynamic and Residential（ダイナミック IP アドレスおよびレジデンシャル IP アドレス）
ブロードバンド回線の IP アドレス。通常は、自宅のコンピュータにリモート接続するなどの目的
で家庭内ネットワークにアクセスしようとしているユーザを示します。
Education（教育）
教育関連の Web サイト。たとえば、学校、短大、大学、教材、教師用資料、技術訓練、職業訓
練、オンライン トレーニング、教育問題、教育政策、学資援助、学校助成金、規範、試験など。
• www.education.com
• www.greatschools.org
Entertainment（エンターテイメント）
映画、音楽、バンド、テレビ、芸能人、ファンサイト、エンターテイメントニュース、芸能界の
ゴシップ、エンターテイメントの会場などに関する詳細や批評など。 「Arts（芸術）」カテゴリ
との違いを確認してください。
• www.eonline.com
• www.ew.com
Extreme（過激）
性的暴力または犯罪性のあるもの、暴力および暴力的行為、悪趣味な写真や血まみれの写真（解
剖写真など）、犯行現場、犯罪被害者、事故被害者の写真、過度にわいせつな文章や写真、衝撃
的な内容の Web サイトなど。
• www.car-accidents.com
• www.crime-scene-photos.com
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Fashion（ファッション）
衣料、服飾、美容室、化粧品、アクセサリ、宝飾品、香水、身体改造に関連する図表や文章、タ
トゥー、ピアス、モデル事務所など。 皮膚科関連製品は「Health and Nutrition（健康および栄養）」
カテゴリに分類されます。
• www.fashion.net
• www.findabeautysalon.com
File Transfer Services（ファイル転送サービス）
ダウンロード サービスおよびホスティングによるファイル共有を主目的とするファイル転送サー
ビス
• www.rapidshare.com
• www.yousendit.com
Filter Avoidance（フィルタリング回避）
検出されない匿名の Web 利用を促進および支援する Web サイト。例：cgi、php、および glype を
使用した匿名プロキシ サービス。
• www.bypassschoolfilter.com
• www.filterbypass.com
Finance（財務）
会計実務、会計士、課税、税、銀行、保険、投資、国家経済、個人資産管理（各種保険、クレジッ
ト カード、個人退職金積立計画、遺産相続計画、ローン、住宅ローン）などの金融や財務関連の
もの。 株は「Online Trading（オンライン トレード）」に分類されます。
• finance.yahoo.com
• www.bankofamerica.com
Freeware and Shareware（フリーウェアおよびシェアウェア）
無料のソフトウェアやシェアウェアのダウンロード。
• www.freewarehome.com
• www.shareware.com
Gambling（ギャンブル）
カジノ、オンライン ギャンブル、ブックメーカー、オッズ、ギャンブルに関する助言、ギャンブ
ルの対象となっているレース、スポーツ ブッキング、スポーツ ギャンブル、株式スプレッド ベッ
ティングサービス。 ギャンブル依存を扱う Web サイトは「Health and Nutrition（健康および栄
養）」に分類されます。国営宝くじは「Lotteries（宝くじ）」に分類されます。
• www.888.com
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• www.gambling.com
Games（ゲーム）
さまざまなカード ゲーム、ボード ゲーム、ワード ゲーム、ビデオ ゲーム、戦闘ゲーム、スポー
ツゲーム、ダウンロード型ゲーム、ゲーム批評、攻略本、コンピュータゲーム、インターネット
ゲーム（ロール プレイング ゲームなど）。
• www.games.com
• www.shockwave.com
Government and Law（政府および法律）
政府 Web サイト、外交関係、政府および選挙に関するニュースや情報、法律家、法律事務所、法
律関連の出版物、法律関連の参考資料、裁判所、訴訟事件一覧表、法律関連の協会などの法律分
野に関する情報、立法および判例、市民権問題、移民関連、特許、著作権、法執行制度および矯
正制度に関する情報、犯罪報道、法的措置、犯罪統計、軍事（軍隊、軍事基地、軍組織）/テロ対
策など。
• www.law.com
• www.usa.gov
Hacking（ハッキング）
Web サイト、ソフトウェア、およびコンピュータのセキュリティを回避する方法に関する議論。
• www.gohacking.com
• www.hackthissite.org
Hate Speech（憎悪発言）
社会集団、肌の色、宗教、性的指向、障がい、階級、民族、国籍、年齢、性別、性同一性に基づ
いて、憎悪、不寛容、差別を助長する Web サイト。人種差別、性差別、人種差別的な神学、人種
差別的な音楽、ネオナチ組織、特定民族至上主義、ホロコースト否定論を助長する Web サイト。
• www.kkk.com
• www.nazi.org
Health and Nutrition（健康および栄養）
健康管理、疾病および障がい、医療、病院、医師、医薬品、精神衛生、精神医学、薬理学、エク
ササイズおよびフィットネス、身体障がい、ビタミン剤およびサプリメント、健康にかかわる性
行為（疾病および健康管理）、喫煙、飲酒、薬物使用、健康にかかわるギャンブル（疾病および
健康管理）、食物全般、飲食、調理およびレシピ、食物と栄養、健康維持および食事療法、レシ
ピや料理に関する Web サイトを含む料理全般、代替医療など。
• www.health.com
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• www.webmd.com
Humor（ユーモア）
ジョーク、寸劇、漫画、その他のユーモラスなコンテンツ。 不快感を与える可能性のあるアダル
ト ユーモアは「Adult（アダルト）」に分類されます。
• www.humor.com
• www.jokes.com
Illegal Activities（違法行為）
犯罪（窃盗、詐欺、電話回線への違法アクセスなど）の助長、コンピュータ ウイルス、テロ、爆
弾、無政府主義、自他殺の方法の記載など殺人および自殺に関する描写を含む Web サイトなど。
• www.ekran.no
• www.thedisease.net
Illegal Downloads（違法ダウンロード）
著作権契約に違反してソフトウェア保護を回避するための、ソフトウェア、シリアル番号、キー
生成ツールなどをダウンロードできる Web サイト。 Torrent は、「Peer File Transfer（ピア ツー ピ
ア ファイル転送）」に分類されます。
• www.keygenguru.com
• www.zcrack.com
Illegal Drugs（違法薬物）
娯楽用薬物、吸引道具、薬物の購入および製造など。
• www.cocaine.org
• www.hightimes.com
Infrastructure and Content Delivery（インフラストラクチャおよびコンテンツ配信）
コンテンツ配信インフラおよび動的に生成されるコンテンツ、セキュリティで保護されているか、
または分類が困難なために細かく分類できない Web サイトなど。
• www.akamai.net
• www.webstat.net
Internet Telephony（インターネット電話）
インターネットを利用した電話サービス。
• www.evaphone.com
• www.skype.com
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Job Search（求職）
職業に関する助言、履歴書の書き方、面接に関するスキル、就職斡旋サービス、求人データバン
ク、職業紹介所、人材派遣会社、雇用主の Web サイトなど。
• www.careerbuilder.com
• www.monster.com
Lingerie and Swimsuits（下着および水着）
下着および水着。特にモデルが着用している Web サイト。
• www.swimsuits.com
• www.victoriassecret.com
Lotteries（宝くじ）
懸賞くじ、コンテスト、および公営宝くじ。
• www.calottery.com
• www.flalottery.com
Mobile Phones（携帯電話）
Short Message Services（SMS; ショート メッセージ サービス）、着信音などの携帯電話用ダウン
ロード サービス。 携帯電話会社の Web サイトは、「Business and Industry（事業および産業）」
カテゴリに分類されます。
• www.cbfsms.com
• www.zedge.net
Nature（自然）
天然資源、生態学および自然保護、森林、原生地、植物、草花、森林保護、森林、原生林および
林業、森林管理（再生、保護、保全、伐採、森林状態、間伐、計画的火入れ）、農作業（農業、
ガーデニング、園芸、造園、種まき、除草、灌漑、剪定、収穫）、環境汚染問題（大気質、有害
廃棄物、汚染防止、リサイクル、廃棄物処理、水質、環境産業）、動物、ペット、家畜、動物学、
生物学、植物学。
• www.enature.com
• www.nature.org
News（ニュース）
ニュース、ヘッドライン、新聞、テレビ局、雑誌、天気、スキー場情報。
• news.bbc.co.uk
• www.cnn.com
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Non-Governmental Organizations（非政府組織）
クラブ、圧力団体、コミュニティ、非営利組織、労働組合など。
• www.panda.org
• www.unions.org
Non-Sexual Nudity（性的でないヌード）
ヌーディズム、ヌード、自然主義、ヌーディスト キャンプ、芸術的ヌードなど。
• www.artenuda.com
• www.naturistsociety.com
Online Communities（オンライン コミュニティ）
アフィニティ グループ、Special Interest Group（SIG; 同じ興味を持つ人々の集まり）、Web ニュー
スグループ、Web 掲示板など。 「Professional Networking（プロフェッショナル ネットワーキン
グ）」カテゴリまたは「Social Networking（ソーシャル ネットワーキング）」カテゴリに分類さ
れる Web サイトはここには含まれません。
• www.ieee.org
• www.igda.org
Online Storage and Backup（オンライン ストレージおよびバックアップ）
バックアップ、共有、およびホスティングを目的とした、オフサイト ストレージおよびピアツー
ピア型ストレージ
• www.adrive.com
• www.dropbox.com
Online Trading（オンライン トレード）
オンライン証券会社、ユーザがオンラインで株取引できる Web サイト、株式市場、株式、債券、
投資信託会社、ブローカー、株式市場の分析と解説、株式審査、株価チャート、IPO、株式分割に
関する情報。 株式スプレッド ベッティングのサービスは「Gambling（ギャンブル）」に分類され
ます。他の金融サービスは「Finance（金融）」に分類されます。
• www.scottrade.com
• www.tdameritrade.com
Organizational Email（業務用電子メール）
Outlook Web Access（OWA）などで業務用のメールを利用する際に使用する Web サイト。
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Parked Domains（パーク ドメイン）
広告ネットワークの有料リスティング サービスを利用してそのドメインのトラフィックから収益
を得ようとする Web サイト、またはドメイン名を販売して収益を得ようと考えている「不正占拠
者」が所有する Web サイト。 有料広告リンクを返す偽の検索サイトも含まれます。
• www.domainzaar.com
• www.parked.com
Peer File Transfer（ピア ファイル転送）
ピアツーピア型のファイル要求 Web サイト。 Web フィルタでこのカテゴリを使用しても、ファ
イル転送自体はトラッキングされません。
• www.bittorrent.com
• www.limewire.com
Personal Sites（個人サイト）
個人が運営している個人関連の Web サイト、個人用ホーム ページ サーバ、個人コンテンツが公
開されている Web サイト、特定のテーマのない個人ブログなど。
• www.karymullis.com
• www.stallman.org
Photo Searches and Images（写真検索および画像）
画像、写真、クリップ アートの保存と検索を促進します。
• www.flickr.com
• www.photobucket.com
Politics（政治）
政治家、政党、政治、選挙、民主主義、投票などに関連するニュースや情報の Web サイト。
• www.politics.com
• www.thisnation.com
Pornography（ポルノ）
性的表現が露骨な文章または画像。 性的表現が露骨なアニメや漫画、性的表現が露骨な描写全
般、フェチ志向の文章や画像、性的表現が露骨なチャットルーム、セックスシミュレータ、スト
リップ ポーカー、アダルト映画、わいせつな芸術、性的表現が露骨な Web メールなど。
• www.redtube.com
• www.youporn.com
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Professional Networking（プロフェッショナル ネットワーキング）
キャリア開発や専門性開発を目的としたソーシャル ネットワーキング。 「Social Networking（ソー
シャル ネットワーキング）」も参照してください。
• www.linkedin.com
• www.europeanpwn.net
Real Estate（不動産）
不動産の検索に役立つ情報、事務所および商業区画、賃貸、アパート、戸建てなどの不動産物件
一覧、住宅建築など。
• www.realtor.com
• www.zillow.com
Reference（リファレンス）
都道府県および市区町村の案内情報、地図、時刻、参照文献、辞書、図書館など。
• www.wikipedia.org
• www.yellowpages.com
Religion（宗教）
宗教に関するコンテンツ、宗教に関する情報、宗教団体。
• www.religionfacts.com
• www.religioustolerance.org
SaaS and B2B（SaaS および B2B）
オンライン ビジネス サービス用 Web ポータル、オンライン会議など。
• www.netsuite.com
• www.salesforce.com
Safe for Kids（子供向け）
幼児や児童向けに作成されているか、明示的に幼児や児童向けと認められている Web サイト。
• kids.discovery.com
• www.nickjr.com
Science and Technology（科学技術）
科学技術（航空宇宙、電子工学、工学、数学など）、宇宙探査、気象学、地理学、環境、エネル
ギー（化石燃料、原子力、再生可能エネルギー）、通信（電話、電気通信）など。
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• www.physorg.com
• www.science.gov
Search Engines and Portals（検索エンジンおよびポータル）
検索エンジンなど、インターネット上の情報にアクセスするための起点となるサイト。
• www.bing.com
• www.google.com
Sex Education（性教育）
事実に基づいて性的情報を扱う Web サイト、性的健康、避妊、妊娠など。
• www.avert.org
• www.scarleteen.com
Shopping（ショッピング）
物々交換、オンライン購入、クーポン、無料提供、事務用品、オンライン カタログ、オンライン
モールなど。
• www.amazon.com
• www.shopping.com
Social Networking（ソーシャル ネットワーキング）
ソーシャル ネットワーキング関連。 「Professional Networking（プロフェッショナル ネットワー
キング）」も参照してください。
• www.facebook.com
• www.twitter.com
Social Sciences（社会科学）
社会に関係する科学と歴史、考古学、文化人類学、カルチュラル スタディーズ、歴史学、言語
学、地理学、哲学、心理学、女性学。
• www.anthropology.net
• www.archaeology.org
Society and Culture（社会および文化）
家族および家族関係、民族性、社会組織、家系、高齢者、保育など。
• www.childcare.gov
• www.familysearch.org
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Software Updates（ソフトウェア更新プログラム）
ソフトウェア パッケージに対する更新プログラムを提供している Web サイト。
• www.softwarepatch.com
• www.versiontracker.com
Sports and Recreation（スポーツおよびレクリエーション）
すべてのプロスポーツおよびアマチュアスポーツ、レクリエーション活動、釣り、ファンタジー
スポーツ（ゲーム）、公園、遊園地、レジャープール、テーマパーク、動物園、水族館、温泉施
設など。
• www.espn.com
• www.recreation.gov
Streaming Audio（ストリーミング オーディオ）
リアルタイム ストリーミング オーディオ コンテンツ（インターネット ラジオやオーディオ フィー
ドなど）。
• www.live-radio.net
• www.shoutcast.com
Streaming Video（ストリーミング ビデオ）
リアルタイム ストリーミング ビデオ（インターネット テレビ、Web キャスト、動画共有など）。
• www.hulu.com
• www.youtube.com
Tobacco（タバコ）
愛煙家の Web サイト、タバコ製造会社、パイプ、喫煙製品（違法薬物吸引用でないもの）など。
タバコ依存は「Health and Nutrition（健康および栄養）」カテゴリに分類されます。
• www.bat.com
• www.tobacco.org
Transportation（乗り物）
個人用の乗り物、自動車およびバイクに関する情報、新車、中古車、オートバイの購入、自動車
愛好会、小型船舶、航空機、レジャー用自動車（RV）など。 自動車レースおよびバイク レース
は「Sports and Recreation（スポーツおよびレクリエーション）」に分類されます。
• www.cars.com
• www.motorcycles.com
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Travel（旅行および出張）
出張および個人旅行、旅行情報、旅行のリソース、旅行代理店、パッケージ旅行、クルージング、
宿泊、交通手段、航空便の予約、航空運賃、レンタカー、別荘など。
• www.expedia.com
• www.lonelyplanet.com
Unclassified（未分類）
シスコのデータベースに登録されていない Web サイトは、未分類として記録され、レポートにも
そのように表示されます。 URL を誤って入力した場合もこれに含まれます。
Weapons（武器）
一般的な武器の購入および使用に関する情報（銃販売店、銃オークション、銃の案内広告、銃の
付属品、銃の展示会、銃の訓練など）、銃に関する全般情報、その他の武器や狩猟関連画像のサ
イトなども含まれる場合があります。 政府の軍に関する Web サイトは、「Government and Law
（政府および法律）」カテゴリに分類されます。
• www.coldsteel.com
• www.gunbroker.com
Web Hosting（Web ホスティング）
Web サイトのホスティング、帯域幅サービスなど。
• www.bluehost.com
• www.godaddy.com
Web Page Translation（Web ページ翻訳）
Web ページの翻訳。
• babelfish.yahoo.com
• translate.google.com
Web-Based Email（Web メール）
Web メール サービス。 個人が自分の会社の電子メール サービスを利用するための Web サイト
は、「Organizational Email（業務用電子メール）」カテゴリに分類されます。
• mail.yahoo.com
• www.hotmail.com
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フィルタ
• フィルタの管理, 89 ページ
• アプリケーション制御, 90 ページ
• Outbound Content Control, 92 ページ
• 既存のフィルタの表示, 92 ページ
• 新しいフィルタの作成, 92 ページ
• 受信フィルタ, 93 ページ
• 双方向フィルタ, 95 ページ
• 送信フィルタ, 97 ページ
• フィルタの編集, 100 ページ
• フィルタの削除, 100 ページ

フィルタの管理
フィルタは、社内ネットワークに出入りするコンテンツを制御する目的で使用されます。 次の
フィルタ タイプが使用可能です。
• カテゴリ（HTTP）, （93 ページ）
• カテゴリ（HTTPS）, （93 ページ）
• ドメイン/URL, （93 ページ）
• コンテンツ タイプ, （94 ページ）
• ファイル タイプ, （94 ページ）
• アプリケーション, （95 ページ）
• 例外, （96 ページ）
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• プロトコル, （97 ページ）
• ユーザ エージェント, （97 ページ）
Outbound Content Control を有効にすると、次のフィルタも使用できるようになります。
• ファイル照合, （98 ページ）
• キーワード, （98 ページ）
• 発信ファイル タイプ, （98 ページ）
• 事前設定済み ID, （99 ページ）
• 正規表現, （99 ページ）

アプリケーション制御
アプリケーション制御では、URL やカテゴリでフィルタリングするよりもさらに詳しく Web アプ
リケーションやアクティビティを指定してフィルタリングできます。たとえば、次のような指定
が可能です。
• 回避アプリケーション（アノニマイザや暗号化トンネルなど）。
• コラボレーション アプリケーション（Cisco WebEx、インスタント メッセージなど）。
• リソースを大量消費するアプリケーション（ストリーミング メディアなど）。
アプリケーションをブロックする方法や目的の結果を得る方法にはさまざまなものがあります。
アプリケーション制御の代わりに標準の Web フィルタを使用する、あるいは併用することもでき
ます。 重要なのは、アプリケーション制御フィルタを含むルールを他のルールに対して適切な順
番に配置することです。これは委任管理を使用する場合は特に注意が必要です。 Web リソースへ
のアクセスを許可するルールの場合、その後にアクセスをブロックするルールがあっても無視さ
れます。 次のカテゴリを含むルールでは特に注意してください。
• Chat and Instant Messaging（チャットおよびインスタント メッセージング）
• File Transfer Services（ファイル転送サービス）
• Games（ゲーム）
• Internet Telephony（インターネット電話）
• Peer File Transfer（ピア ファイル転送）
• Professional Networking（プロフェッショナル ネットワーキング）
• SaaS and B2B（SaaS および B2B）
• Search Engines and Portals（検索エンジンおよびポータル）
• Social Networking（ソーシャル ネットワーキング）
• Streaming Audio（ストリーミング オーディオ）
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• Streaming Video（ストリーミング ビデオ）

要求がブロックされた場合のユーザ エクスペリエンス
アプリケーション エンジンがトランザクションをブロックすると、Cloud Web Security はエンド
ユーザにブロック ページを送信します。 ただし、すべての Web サイトがブロック ページを表示
するわけではありません。 たとえば、一部の Web 2.0 Web サイトは静的な Web ページの代わりに
JavaScript を使用して動的なコンテンツを表示し、ブロック ページを表示しない場合が多くありま
す。 この場合でも、ユーザは正しくブロックされているため悪意のあるデータをダウンロードす
ることはありませんが、ブロックされたことが Web サイトから必ずしも通知されるわけではあり
ません。

アプリケーション制御設定について
アプリケーションは、クラス（ソーシャル ネットワーキングなど）、該当するカテゴリのプラッ
トフォーム（Facebook など）、特定のアプリケーション（チャットなど）、アプリケーションの
グループ（ゲームなど）、アクションを選択して制御することができます。 制御できる主なアク
ションは次のとおりです。
• ファイルのダウンロード
• ソフトウェアのインストール
• いいね（ソーシャル ネットワーキング）
• 投稿
• 検索
• メールの送信（Web メール）
• タグ付け（ソーシャル ネットワーキング）
• ファイルのアップロード
これらのアクションの名前は、アプリケーション プロバイダーによってさまざまです。

（注）

シスコでは、Cloud Web Security のユーザ トラフックの分析に基づいて、新しいクラス、プラッ
トフォーム、アプリケーション、アクションを定期的にアプリケーション コントロール エン
ジンに追加しています。
クラス、プラットフォーム、アプリケーションはツリー上のノードと考えることができます。 シ
スコが新しい子ノードをツリーに追加すると、その子ノードには親ノードに設定されている既存
のフィルタに自動的に適用されます。 たとえば、あるフィルタにソーシャル ネットワーキング >
Facebook ノードが含まれている場合、新しいアプリケーションが Facebook ノードの子として追
加されると、そのアプリケーションにはこのフィルタが自動的に設定されます。
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Outbound Content Control
Outbound Content Control（OCC）を有効にするには、カスタマー サポートにご連絡ください。
OCC は社会保障番号、知的財産、クレジット カード情報などの機密情報がネットワークから流出
するのを防ぐほか、社内のゲートウェイやファイアウォールを通過するデータ トラフィックを制
御できます。 OCC を有効にすると、使用できるフィルタ オプションが増えます。
• ファイル照合, （98 ページ）
• キーワード, （98 ページ）
• 発信ファイル タイプ, （98 ページ）
• 事前設定済み ID, （99 ページ）
• 正規表現, （99 ページ）

既存のフィルタの表示
手順
ステップ 1

[Web フィルタリング] タブをクリックして、[Web フィルタリング] メニューを表示します。

ステップ 2

[管理] メニューの [フィルタ] をクリックして、フィルタ管理ページを表示します。

新しいフィルタの作成
手順
ステップ 1

[フィルタの作成] タブをクリックします。

ステップ 2

[フィルタ名] ボックスに一意の名前を入力します。

ステップ 3

フィルタに追加するフィルタ タイプごとに、ハイパーリンクをクリックし、詳細情報を入力しま
す。 フィルタごとに、必要な数のフィルタ タイプを使用できます。 フィルタが適用されるのは、
データがいずれかのフィルタ タイプの条件に一致した場合です。

ステップ 4

[すべての設定の保存] をクリックして変更内容を適用します。 または、そのまま別のページに移
動すると、変更が破棄されます。
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受信フィルタ
受信フィルタは、受信するコンテンツにのみ適用されます。

カテゴリ（HTTP）
必要なカテゴリのチェック ボックスをオンにします。 [すべて選択] ボタンをクリックすると、す
べてのチェック ボックスがオンになります。[すべて選択解除] ボタンをクリックすると、すべて
のチェック ボックスがオフになります。 [デフォルト値に設定] をクリックすると、デフォルト
フィルタのカテゴリがコピーされます。 使用可能なカテゴリの一覧については、カテゴリ リス
ト, （75 ページ）を参照してください。

カテゴリ（HTTPS）
必要なカテゴリのチェック ボックスをオンにします。 [すべて選択] ボタンをクリックすると、す
べてのチェック ボックスがオンになります。[すべて選択解除] ボタンをクリックすると、すべて
のチェック ボックスがオフになります。 [デフォルト値に設定] をクリックすると、デフォルト
フィルタのカテゴリがコピーされます。[HTTP 設定のカテゴリをコピー] をクリックすると、この
フィルタの HTTP 設定情報のカテゴリがコピーされます。 使用可能なカテゴリは、HTTP 設定と
同じです。

（注）

このオプションは、HTTP と HTTPS に対してそれぞれ異なるルールを使用するようプロビジョ
ニングされている場合のみ使用できます。 プロビジョニングを変更するには、カスタマー サ
ポートにお問い合わせください。

ドメイン/URL
フィルタに含めるドメインまたは URL を入力します。 ドメインまたは URL は 1 行につき 1 つず
つ入力します。 ホスト名およびサブドメインを使用することもできますが、その場合はプロトコ
ル（http://）を省略します。 [アルファベット順に並べ替え] をクリックすると、リストがアルファ
ベット順に並べ替えられます。
[ネットワーク/IP] ボックスに、フィルタに含める IP アドレス範囲を入力します。 その際、
192.0.2.0/24 のように IP アドレスとネット マスクの両方を指定する形式で入力します。
[デフォルト値に設定] をクリックすると、デフォルト フィルタの設定情報がコピーされます。

（注）

ドメイン/URL フィルタあたりのエントリ数の上限は 1,000 件です。また、フィルタの合計エ
ントリ数の上限は 10,000 件です。
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コンテンツ タイプ
ブロックするアプリケーション ファイル、オーディオ ファイル、ビデオ ファイル、および画像
ファイルのチェック ボックスをオンにします。 [すべて選択] チェック ボックスをオンにすると、
そのカテゴリのすべてのチェック ボックスがオンになります。[すべて選択] チェック ボックスを
オフにすると、そのカテゴリのすべてのチェック ボックスがオフになります。 [すべて選択] ボタ
ンをクリックすると、すべてのチェック ボックスがオンになります。[すべて選択解除] ボタンを
クリックすると、すべてのチェック ボックスがオフになります。 [デフォルト値に設定] をクリッ
クすると、デフォルト フィルタの設定情報がコピーされます。

ブロックしたい MIME タイプが他にもある場合は、[カスタム] ボックスに入力します（例：
text/html）。 MIME タイプは 1 行につき 1 つずつ入力します。 [アルファベット順に並べ替え] を
クリックすると、リストがアルファベット順に並べ替えられます。

ファイル タイプ
ブロックする受信ファイル タイプのチェック ボックスをオンにします。 [すべて選択] をクリック
すると、すべてのチェック ボックスがオンになります。[すべて選択解除] をクリックすると、す
べてのチェック ボックスがオフになります。 [デフォルトに設定] をクリックすると、デフォルト
フィルタの設定情報がコピーされます。
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ブロックしたいファイル タイプが他にもある場合は、そのファイル拡張子をボックスに入力しま
す（例：7z）。各ファイル拡張子は 8 文字以内で指定してください。 ファイル拡張子は 1 行につ
き 1 つずつ入力します。 [アルファベット順に並べ替え] をクリックすると、リストがアルファベッ
ト順に並べ替えられます。

双方向フィルタ
双方向フィルタは受信するコンテンツと送信するコンテンツの両方に適用されます。

アプリケーション
フィルタに含めるアプリケーション タイプ、アプリケーション、アクティビティのチェックボッ
クスをオンにします。 制御は、以下を含むさまざまなアクティビティに適用できます。
• いいネ!
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• 投稿
• アップロード
• ダウンロード
• タグ
• インストール
• 検索
• 電子メールの送信

あるノードを選択すると、ツリーにあるその子ノードもすべて選択されます。 ただし、その逆は
あてはまりません。 すべてのアクティビティを選択しても、そのアプリケーションを選択したこ
とにはなりません。すべてのアプリケーションを選択しても、そのアプリケーションタイプを選
択したことにはなりません。
[選択済みを表示] では選択しているすべてのノードを表示できます。また [すべてたたむ] ではす
べてを折りたたむことができます。
[フィルタ] ボックスに入力すれば、表示できるカテゴリをフィルタリングできます。

注意

[すべて選択] では、[フィルタ] ボックスを使用して非表示にされているカテゴリを含むすべて
のカテゴリが選択されます。

例外
フィルタから除外するドメインまたは URL を入力します。 ドメインまたは URL は 1 行につき 1
つずつ入力します。 ホスト名およびサブドメインを使用することもできますが、その場合は必ず
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プロトコル（http://）を省略してください。 [アルファベット順に並べ替え] をクリックすると、リ
ストがアルファベット順に並べ替えられます。
[ネットワーク/IP] ボックスに、フィルタに含める IP アドレス範囲を入力します。 その際、
192.0.2.0/24 のように IP アドレスとネット マスクの両方を指定する形式で入力します。

プロトコル
プロトコル フィルタでは、次のプロトコルで送信されるトラフィックをフィルタリングできま
す。
• HTTP
• HTTPS
• FTP over HTTP
フィルタに含めるプロトコルのチェック ボックスをオンにします。

[デフォルト値に設定] をクリックすると、デフォルト フィルタの設定情報がコピーされます

ユーザ エージェント
フィルタに含める Web ブラウザについて必要なチェックボックスを選択します。 [すべてのバー
ジョン] チェック ボックスを選択すると、そのブラウザの将来バージョンを含むすべてのバージョ
ンを追加できます。
追加したいユーザ エージェントが他にあれば、[カスタム ユーザ エージェント] ボックスに入力し
ます。 各ユーザ エージェントはそれぞれ 1 行になるように入力する必要があります。 次の文字
が使えます。
• !<text>—<text> と等しくない
• ^<text>—<text> で始まる
• *—0 字以上の文字
• <text>$—<text> で終わる文字列
[デフォルト値に設定] をクリックすると、デフォルト フィルタの設定情報がコピーされます。

送信フィルタ
送信フィルタは、送信されるコンテンツだけに適用されます。
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ファイル照合
ファイル照合によって、以前にファイル情報データベースに追加したファイルをフィルタリング
できます。 ファイル情報データベースを保守するには、[管理] タブを使用します。

手順
ステップ 1

[ファイル情報データベース] ボックスの一覧でデータベースを選択します。

ステップ 2

[追加] をクリックします。
誤って追加したデータベースを削除するには、[削除] をクリックします。 [デフォルト値に設定]
をクリックすると、デフォルト フィルタの設定情報がコピーされます。

キーワード
単語/語句の辞書を保守するには、[管理] タブを使用します。

手順
ステップ 1

[辞書] ボックスの一覧で辞書を選択します。

ステップ 2

[追加] をクリックします。
誤って追加した辞書を削除するには、[削除] をクリックします。 [デフォルト値に設定] をクリッ
クすると、デフォルト フィルタの設定情報がコピーされます。

発信ファイル タイプ
ブロックする発信ファイルのファイル タイプのチェックボックスをオンにします。
ブロックしたいファイル タイプが他にもある場合は、そのファイル拡張子をボックスに入力しま
す（例：7z）。各ファイル拡張子は 8 文字以内で指定してください。 ファイル拡張子は 1 行につ
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き 1 つずつ入力します。 [アルファベット順に並べ替え] をクリックすると、リストがアルファベッ
ト順に並べ替えられます。

事前設定済み ID
ユーザに Web フォームで入力させたくない事前設定済み ID のチェックボックスをオンにします。

正規表現
正規表現は、照合対象の（あるいは照合対象外の）入力文字列を表す記号、文字、および数字か
ら成るパターンです。指定されたパターンと文字列を照合することをパターンマッチングと呼び
ます。正規表現の作成に関して不明な点がある場合は、カスタマーサポートにお問い合わせくだ
さい。

注意

正規表現は、組織内で適用する前に検証しておく必要があります。 検証していない正規表現
を使用すると、ブロックすべきでないデータがブロックされてしまう可能性があります。

手順
ステップ 1

[追加] をクリックします。

ステップ 2

[正規表現のラベルを入力してください] ボックスに一意の名前を入力します。

ステップ 3

[照合する正規表現を入力してください] ボックスに正規表現を入力します。

ステップ 4

[OK] をクリックします。

Cisco ScanCenter アドミニストレータ ガイド バージョン 5.2
OL-22629-06

99

フィルタの編集

フィルタの編集
手順
ステップ 1

[編集] アイコンをクリックします。

ステップ 2

修正する設定情報のハイパーリンクをクリックします。

ステップ 3

変更を行います。

ステップ 4

[Save All（すべて保存）] をクリックして変更を適用します。 または、そのまま別のページに移動
すると、変更が破棄されます。

フィルタの削除
フィルタを削除するには、[削除] アイコンをクリックします。
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スケジュール
• スケジュールの管理, 101 ページ
• 新しいスケジュールの作成, 102 ページ
• スケジュールの編集, 102 ページ
• スケジュールの削除, 102 ページ

スケジュールの管理
スケジュールは、ポリシー ルールの適用タイミングを決める目的で使用されます。 1 つのルール
に 1 つまたは複数のスケジュールを追加できます。 スケジュールは、例外として追加することも
できます。 たとえば、0:00 ～ 0:00 のスケジュールをルールに追加して、特定の Web サイトを常
にブロックすることができます。 その後、12:00 ～ 14:00 のスケジュールを例外として追加する
と、ユーザは昼休みの間だけその Web サイトにアクセスできるようになります。
スケジュールは、期間が短い順に適用されます。 たとえば前述の例では、12:00 ～ 14:00 の間ユー
ザにアクセスを許可するスケジュールが、先に適用されます。

手順
ステップ 1

[Web フィルタリング] タブをクリックして、[Web フィルタリング] メニューを表示します。

ステップ 2

[管理] メニューの [スケジュール] をクリックして、スケジュール管理ページを表示します。
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新しいスケジュールの作成
手順
ステップ 1

[スケジュールを作成] タブをクリックします。

ステップ 2

[スケジュール名] ボックスに一意の名前を入力します。

ステップ 3

[開始] ドロップダウン リストで目的の開始時刻をクリックします。

ステップ 4

[終了] ドロップダウン リストで目的の終了時刻をクリックします。

ステップ 5

[タイムゾーン] の一覧でタイムゾーンを選択します。 デフォルトは UTC です。

ステップ 6

スケジュールを適用する日のチェックボックスをオンにします。

ステップ 7

[スケジュールを作成] をクリックして、変更内容を適用します。 または、そのまま別のページに
移動すると、変更が破棄されます。

スケジュールの編集
スケジュールを編集するには、[編集] 列のアイコンをクリックします。 変更を加え、[保存] をク
リックして変更内容を適用します。 または、そのまま別のページに移動すると、変更が破棄され
ます。

スケジュールの削除
スケジュールを削除するには、[削除] 列のアイコンをクリックします。
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ポリシー
• ポリシーの管理, 103 ページ
• ルールの作成, 104 ページ
• ルールの編集, 106 ページ
• ルールの削除, 106 ページ

ポリシーの管理
ポリシーを使用することにより、フィルタ適用ルールを設定できます。 各ルールには、次のアク
ションのいずれかが関連付けられています。
• Allow（許可） - アクセスが許可され、データがレポート用に保存されます。
• Anonymize（匿名化） - レポート データ内のユーザ、グループ、内部 IP 詳細、および外部
IP 詳細が「undisclosed（非公開）」に置き換えられます。
• Authenticate（認証） - ユーザは認証を受ける必要があります。 通常、これはクライアント
レス認証で使用されます。 詳細は、認証, （25 ページ）を参照してください。
• Block（ブロック） - アクセスは拒否されます。
• Warn（警告） - ユーザが警告ページをクリックした場合にのみアクセスが許可されます。

注意

認証にはデフォルト ルーツを使用しないでください。

手順
ステップ 1

[Web フィルタリング] タブをクリックして、[Web フィルタリング] メニューを表示します。

ステップ 2

[管理] メニューの [ポリシー] をクリックして、ポリシー ページを表示します。
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ルールの優先順位を設定するには、[移動] 列の上向き矢印アイコンおよび下向き矢印アイコンを
クリックし、[変更内容を適用] をクリックします。

ルールの作成
手順
ステップ 1

[ルールの作成] タブをクリックします。

ステップ 2

[名前] にルール名を入力します。

ステップ 3

（オプション）[説明] に説明を入力します。 これは、HTTP ルールについてのみ使用でき、ルー
ルの編集中にのみ表示されます。
例：
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ステップ 4

[アクティブ] チェック ボックスをオンにして、ルールをアクティブにします。 もしくは、ルール
を後でアクティブにする場合は、このチェック ボックスをオフにします。

ステップ 5

[ルール アクション] ドロップダウン リストでアクションを選択します。 選択可能なアクションは
次のとおりです。
• ブロック
• 許可
• 匿名化
• 認証
• 警告

ステップ 6

ルールに追加するグループごとに、次の手順を実行します。
a) [グループの追加] をクリックします。

b) [検索] ボックスにグループ名の一部または全体を入力し、[実行] をクリックします。
c) [選択] をクリックしてグループを選択します。
d) [選択内容を確認] をクリックします。 誤って追加したグループを削除するには、[削除] 列のア
イコンをクリックします。
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e) グループにルールを適用しないようにするには、[Set as an exception（例外として設定）] 列の
チェック ボックスをオンにします。 グループにルールを適用するには、このチェック ボック
スをオフにします。
ステップ 7

[フィルタの追加] ドロップダウン リストで、フィルタを選択し、[追加] をクリックしてフィルタ
を追加します。 フィルタをルールから除外するには、[Set as an exception（例外として設定）] 列
のチェック ボックスをオンにします。 誤って追加したフィルタを削除するには、[削除] 列のアイ
コンをクリックします。
（注）
ルールが適用されるのは、データがいずれかのフィルタ条件に一致する場合で
す。

ステップ 8

ルールに追加するスケジュールごとに、以下の手順を実行します。
a) [スケジュールの追加] ドロップダウン リストでスケジュールを選択し、[追加] をクリックして
スケジュールを追加します。
b) スケジュールをルールから除外するには、[Set as an exception（例外として設定）] 列のチェッ
クボックスをオンにします。

ステップ 9

[ルールの作成] をクリックして、変更内容を適用します。 または、そのまま別のページに移動す
ると、変更が破棄されます。

ルールの編集
ルールを編集するには、[編集] 列のアイコンをクリックします。 変更を加え、[保存] をクリック
して変更内容を適用します。 または、そのまま別のページに移動すると、変更が破棄されます。

ルールの削除
ルールを削除するには、[削除] 列のアイコンをクリックします。 デフォルトのルールは削除でき
ません。
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クォータ
• クォータの管理, 107 ページ
• クォータの作成, 108 ページ
• クォータの編集, 110 ページ
• クォータの削除, 110 ページ

クォータの管理
クォータは、Connector と組み合わせてワークグループ モードで使用されます。クォータを使用す
ると、ポリシーで指定された Web コンテンツをユーザまたはグループが閲覧できる時間を制御で
きます。 Connector の詳細については、『Connector Administrator Guide』を参照してください。

手順
ステップ 1

[Web フィルタリング] タブをクリックして、[Web フィルタリング] メニューを表示します。

ステップ 2

[管理] メニューの [クォータ] をクリックして、クォータ管理ページを表示します。
クォータの優先順位を設定するには、[移動] 列の上向き矢印アイコンおよび下向き矢印アイコン
をクリックし、[変更内容を適用] をクリックします。
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クォータの作成
手順
ステップ 1

[クォータの作成] タブをクリックします。

ステップ 2

[名前] ボックスにクォータ名を入力します。

ステップ 3

[アクティブ] チェック ボックスをオンにして、クォータをアクティブにします。 クォータを後で
アクティブにする場合は、このチェック ボックスをオフにします。

ステップ 4

クォータに追加するグループごとに、以下の手順を実行します。
a) [グループの追加] をクリックします。

b) [検索] ボックスにグループ名の一部または全体を入力し、[実行] をクリックします。
c) [選択] をクリックしてグループを選択します。
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d) [選択内容を確認] をクリックします。 誤って追加したグループを削除するには、[削除] 列のア
イコンをクリックします。
e) グループにクォータを適用しないようにするには、[例外として設定] 列のチェック ボックスを
オンにします。 グループにクォータを適用するには、このチェック ボックスをオフにします。
ステップ 5

[期間] ドロップダウン リストで、クォータに対する期間を選択します。選択項目は [毎日] および
[毎週] です。

ステップ 6

[受信バイト数] ドロップダウン リストで、ダウンロード量の上限値を選択します。 次のオプショ
ンを使用できます。
• 無制限
• 5M（5 メガバイト）
• 10M
• 20M
• 50M
• 100M
• 200M
• 500M
• 1G（1 ギガバイト）

ステップ 7

[送信バイト数] ドロップダウン リストで、アップロード量の上限値を選択します。 選択項目はダ
ウンロード量の上限値と同じです。

ステップ 8

[時間] ドロップダウン リストで、制限時間を選択します。 次のオプションを使用できます。
• 無制限
• 15 分
• 30 分
• 1 時間
• 2 時間
• 4 時間
• 8 時間

ステップ 9

[接続] ドロップダウン リストで、許可する接続の数を選択します。 次のオプションを使用できま
す。
• 無制限
• 1,000
• 2,000
• 5,000
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• 10,000
• 20,000
• 50,000
• 100,000
ステップ 10

[クォータの作成] をクリックして、変更内容を適用します。 または、そのまま別のページに移動
すると、変更が破棄されます。

クォータの編集
クォータを編集するには、[編集] 列のアイコンをクリックします。 変更を加え、[保存] をクリッ
クして変更内容を適用します。 または、そのまま別のページに移動すると、変更が破棄されま
す。

クォータの削除
クォータを削除するには、[削除] 列のアイコンをクリックします。 なお、デフォルト クォータは
削除できません。
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グローバル設定
• グローバル設定の管理, 111 ページ
• SearchAhead, 112 ページ
• グローバル設定の変更, 112 ページ

グローバル設定の管理
グローバル設定はすべてのユーザに適用されます。 グローバル設定に関して実行できることは次
のとおりです。
• SearchAhead を有効にする。
• HTTP トラフィックと HTTPS トラフィックに対する非共通フィルタリングを有効にする。
• Acceptable Use Policy（AUP; アクセプタブル ユース ポリシー）の表示を設定する。
• 未分類 Web サイトの動的分類を有効にする。
HTTP トラフィックおよび HTTPS トラフィックに対して別々のフィルタリングが有効となってい
なければ、両トラフィックに対して、同じカテゴリ制限が適用されます。
[すべてのユーザに対してAUPを有効にする] チェックボックスをオンにした場合、すべてのユー
ザに対して、インターネットへの接続時に、設定した間隔で（毎日または毎週）AUP ページが表
示されます。 デフォルトの AUP ページが用意されていますが、独自に HTML コードを記述して、
このデフォルトページを拡張したり完全に置き換えたりすることができます。この機能を利用す
るには、Connector が必要です。 詳細については、『Connector Administrator Guide』を参照してく
ださい。
Dynamic Classification Engine が有効になっている場合、未分類 Web サイトのコンテンツの識別が
試みられ、ポリシーが適用されます。
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SearchAhead
大半のユーザの Web サイト利用は、頻繁にアクセスする Web サイトが少しと、あとは、検索エ
ンジンが中心となります。 検索エンジンで検索した結果、不適切なサイトや危険なサイトがヒッ
トすることは珍しくありません。
SearchAhead は、潜在的なリスクをユーザに警告する機能です。具体的には、適用された Web フィ
ルタリングポリシーに基づいて、検索結果にアイコンが表示されます。また、マルウェアをホス
トしている可能性のある Web サイトが見つかった場合、前もって警告が表示されます。

サポートされている検索エンジンは次のとおりです。
• Bing
• Google
• Yahoo!
次のカテゴリには、ポリシーに関係なく必ずクエスチョン マークが表示されます。
• アダルト
• 過激
• フィルタリング回避
• ハッキング
• 憎悪発言
• 違法活動
• 違法ダウンロード
• 違法薬物
• ピア ファイル転送
• ポルノ
• 未分類

グローバル設定の変更
Apple iOS デバイスは Content-Range ヘッダーを使用してインターネットに接続します（詳細につ
いては、http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.html を参照してください）。 通常、Cisco
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Cloud Web Security はこれらのヘッダーをサポートしていません。 ただし、[コンテンツ範囲ヘッ
ダーを有効にする] チェック ボックスをオンにすると、HTTP Range 関連のヘッダーを使用できる
ようになるため、これらデバイスのユーザは Cloud Web Security を通じてインターネットにアクセ
スできます。

注意

この機能を有効にすると、セキュリティ上のリスクが生じます。 クライアント側からの攻撃
により、Web サイトから感染ファイルを分割してダウンロードしようとするからです。 Cisco
Cloud Web Security は分割された各部分をマルウェアと認識できないため、ブロックできない
可能性があります。 クライアントは元のファイルを復元し、デバイスにマルウェアをインス
トールする可能性があります。
現在のところ、シスコはこのように動作するマルウェアを把握していないため、この機能を有
効にすることで実質上セキュリティ リスクが増すとは考えていません。 ただし、これを有効
にしたことで生じる結果についてシスコは一切の責任を負わないため、この機能を有効にする
前にそのリスクについて理解しておいてください。

手順
ステップ 1

[Web フィルタリング] タブをクリックします。

ステップ 2

[管理] メニューの [グローバル設定] をクリックして、[グローバル設定] ページを表示します。
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ステップ 3

SearchAhead を有効にするには、[すべてのユーザに対して SearchAhead を有効にする] チェック
ボックスをオンにします。 SearchAhead を無効にするには、このチェック ボックスをオフにしま
す。

ステップ 4

[保存] をクリックします。

ステップ 5

HTTPS トラフィックに対して HTTP Web フィルタリング設定を使用する場合は、[HTTP/HTTPS
分離を有効にする] チェック ボックスをオフにします。 HTTP トラフィックと HTTPS トラフィッ
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クに対して別々の Web フィルタリング設定を使用する場合は、このチェック ボックスをオンにし
ます。
ステップ 6

[保存] をクリックします。

ステップ 7

ユーザがインターネットに接続する際に、ユーザに対して AUP ページを表示するには、[すべて
のユーザに対して AUP を有効にする] チェック ボックスをオンにします。 このページを非表示に
するには、このチェック ボックスをオフにします。

ステップ 8

標準の AUP ページ テンプレートを含める場合は、[AUP ページに標準の HTML ページ テンプレー
トを含める] チェック ボックスをオンにします。 独自に記述したテキストまたは HTML だけを表
示する場合は、このチェック ボックスをオフにします。

ステップ 9

AUP ページの表示頻度を設定するため、[毎日] または [毎週] をクリックします。

ステップ 10

ボックスに AUP のテキストまたは HTML コードを入力します。 デフォルトのテキストをそのま
ま使用することもできます。

ステップ 11

[保存] をクリックします。

ステップ 12

未分類 Web サイトをそのコンテンツに基づいて分類する場合は、[動的分類を有効にする] チェッ
ク ボックスをオンにします。 この機能を無効にするには、このチェック ボックスをオフにしま
す。

ステップ 13

Apple iOS ユーザが Cloud Web Security 経由でインターネットに接続できるようにするには、[コン
テンツ範囲ヘッダーを有効にする] チェック ボックスをオンにします。

ステップ 14

[保存] をクリックします。
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マルウェア
• 概要 , 117 ページ
• 望ましくない可能性があるとして分類されたアプリケーションの有効化, 118 ページ
• Web レピュテーション フィルタからの Web サイトの除外, 119 ページ
• ISR でのフィルタからの Web サイトの除外, 119 ページ

概要
Cisco Cloud Web Security は、スパイウェアや Web ウイルスを防ぐことができます。
Cisco ScanCenter の Spyware 領域では、電子メール アラートとユーザ メッセージを設定できます。
また、スパイウェアのフィルタリングや Web レピュテーション フィルタリングをバイパスさせる
アプリケーションや Web サイトの許可リストを作成することもできます。 デフォルトの設定で
は、受信したすべてのアドウェア、スパイウェア、および Potentially Unwanted Application（PUA;
望ましくない可能性があるアプリケーション）がブロックされます。 何らかの理由により、管理
者が特定の PUA を許可する必要がある場合は、その PUA を許可リストで選択できます。 PUA の
ダウンロード要求が受信されると、その PUA は許可リストに登録されます。
ただし、ウイルス、ワーム、トロイの木馬、バックドア、キー ロガーなどの本当に悪質なコード
は、すべて自動的にブロックされます。 同様に、すべての既知のフィッシング事例は Cloud Web
Security によって自動的にブロックされます。 Web の閲覧操作を乗っ取る、スポンサー サイトに
ユーザを誘導する、機密ではないブラウジング習慣をモニタする、迷惑なポップアップ広告を作
成するなどの「グレイウェア」とされるアプリケーションには許可リストが適用されます。
Cisco ScanCenter の [Web ウイルス] 領域では、Web ウイルスに関する電子メール アラートおよび
ユーザ メッセージを設定できます。
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望ましくない可能性があるとして分類されたアプリケーションの有効
化
スパイウェア許可リストでは、望ましくない可能性があるとシスコが分類したアプリケーション
を許可できます。

手順
ステップ 1

[スパイウェア] タブをクリックします。

ステップ 2

[ホワイトリスト] メニューで、[スパイウェア] をクリックして [スパイウェア] ページを表示しま
す。

ステップ 3

許可するスパイウェアのチェック ボックスをオンにします。 [検索] ボックスにスパイウェアのア
プリケーション名の一部または全体を入力して [実行] をクリックすると、スパイウェアを探すこ
とができます。

ステップ 4

[保存] をクリックして変更を適用します。 または、そのまま別のページに移動すると、変更が破
棄されます。
[リストをリセット] をクリックして [保存] をクリックすると、今までどおりすべてのスパイウェ
アがブロックされます。

パスワードで保護されているアーカイブ
Cloud Web Security では、zip ファイルなどのアーカイブ内のファイルに対してマルウェアのスキャ
ンを実行します。 ただし、パスワードによって保護されている（暗号化された）アーカイブをス
キャンすることはできません。 これらのアーカイブにはマルウェアが含まれている可能性がある
ため、望ましくない可能性があるアプリケーション（PUA）に分類されます。 ユーザがこれらの
ファイルにアクセスできるようにするには、[Approved List（許可リスト）] で [Protected Archive
（保護されているアーカイブ）] のチェックボックスをオンにします。
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注意

保護されているアーカイブへのアクセスを有効にすると、すべてのユーザが、PUA が含まれ
ている可能性のあるこれらのアーカイブにアクセスできるようになります。

Web レピュテーション フィルタからの Web サイトの除外
Cloud Web Security では、デフォルトで、Web レピュテーション スコアの低い Web サイトがブロッ
クされます。 特定の Web サイトをブロックされないようにするには、その Web サイトを許可リ
ストに追加する必要があります。 最大 1000 件の Web サイトをリストに追加できます。

手順
ステップ 1

[スパイウェア] タブをクリックします。

ステップ 2

[ホワイトリスト] メニューで [Web レピュテーション] をクリックして、[Web レピュテーション]
ページを表示します。

ステップ 3

[URL] フィールドに必要な URL を入力します。 URL には最大 256 文字を使用できます。

ステップ 4

[URL の追加] をクリックします。

次の作業
[レピュテーションの確認] アイコンをクリックして、Web サイトの SenderBase ページを開けま
す。
許可リストから Web サイトを削除するには、[検索] ボックスに URL の一部または全体を入力し、
[実行] をクリックします。 削除する URL のチェックボックスをオンにし、[選択項目の削除] をク
リックします。

ISR でのフィルタからの Web サイトの除外
デフォルトでは、ISR を使用してトラフィックを Cloud Web Security プロキシ サーバに送信する
場合、ScanCenter で指定するポリシーはすべての Web サイトに適用されます。 特定の Web サイ
トをブロックされないようにするには、その Web サイトを許可リストに追加する必要がありま
す。
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手順
ステップ 1

[Web フィルタリング] タブをクリックします。

ステップ 2

[ホワイトリスト] メニューで、[ISR] をクリックして ISR 許可リスト ページを表示します。

ステップ 3

[URL] フィールドに必要な URL を入力します。 URL には最大 256 文字を使用できます。

ステップ 4

[URL の追加] をクリックします。

ステップ 5

[送信] をクリックし、更新したリストを ISR に送信します。

次の作業
許可リストから Web サイトを削除するには、[検索] ボックスに URL の一部または全体を入力し、
[実行] をクリックします。 削除する URL のチェックボックスをオンにし、[選択項目の削除] をク
リックします。
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通知
• 通知の管理, 121 ページ
• ユーザ メッセージ, 121 ページ
• 電子メール アラート, 123 ページ

通知の管理
通知とは、警告またはブロックに設定されている Web ページにアクセスしようとしたときに画面
に表示されるメッセージ、および、このときに送信されるメールメッセージのことです。通知を
設定できるイベントは次のとおりです。
• Web ウイルス
• スパイウェア
• Web フィルタリング

ユーザ メッセージ
手順
ステップ 1

[Web ウイルス]、[スパイウェア]、[Web フィルタリング] から、設定したいユーザ メッセージの
タブをクリックします

ステップ 2

[通知] メニューの [ユーザ メッセージ] をクリックして、[ユーザ メッセージ] ページを表示しま
す。
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ステップ 3

デフォルトのページ コンテンツを含める場合は、[ブロック通知ページに標準のHTMLページテン
プレートを含める] チェックボックスをオンにします。 デフォルトのページ コンテンツを含めな
い場合は、このチェック ボックスをオフにします。

ステップ 4

ボックスに、プレーンテキストまたは HTML コードでメッセージを入力します。 デフォルト メッ
セージに戻すには、[リセット] をクリックします。 次の文字列を置換可能なパラメータとして使
用できます。
• #category
• #reason
• #url
• #username

ステップ 5

[保存] をクリックします。

ステップ 6

Web フィルタリング向けのユーザ メッセージを設定している場合は、次の手順を実行します。
a) [タイムアウト値] ボックスの一覧で、アクションが警告に設定されている Web サイトに関す
る繰り返し警告を表示する間隔を、0 ～ 24 時間の範囲で選択します。
b) デフォルトのページ コンテンツを含める場合は、[警告ページに標準のHTMLページテンプレー
トを含める] チェックボックスをオンにします。 デフォルトのページ コンテンツを含めない場
合は、このチェック ボックスをオフにします。
c) ボックスに、プレーンテキストまたは HTML コードでメッセージを入力します。 デフォルト
メッセージに戻すには、[リセット] をクリックします。 上記と同じ文字列を置換可能なパラ
メータとして使用できます。

ステップ 7

[保存] をクリックして変更を適用します。 または、そのまま別のページに移動すると、変更が破
棄されます。
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電子メール アラート
手順
ステップ 1

[Web ウイルス]、[スパイウェア]、[Web フィルタリング] から、構成する電子メール アラートの
タブをクリックします。

ステップ 2

[通知] メニューの [メール アラート] をクリックして、[メール アラート] ページを表示します。

ステップ 3

[ページがブロックされたときに通知しますか。] ドロップダウン リストで [はい] をクリックしま
す。

ステップ 4

各ボックスにメール アドレスを入力します。5 個まで指定できます。

ステップ 5

[メール アラートの上限数] ドロップダウン リストで、一括処理できるメール アラート件数（1 ～
20）を選択します。

ステップ 6

[件/] ドロップダウン リストで、メール アラートの送信間隔を時間（1 ～ 24）で選択します。

ステップ 7

[保存] をクリックして変更を適用します。 または、そのまま別のページに移動すると、変更が破
棄されます。
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メール アラートの無効化
手順
ステップ 1

[Web ウイルス]、[スパイウェア]、[Web フィルタリング] から、設定したい電子メール アラート
のタブをクリックします。

ステップ 2

[通知] メニューの [メール アラート] をクリックして、[メール アラート] ページを表示します。

ステップ 3

[ページがブロックされたときに通知しますか。] ドロップボックス リストで [いいえ] を選択しま
す。

ステップ 4

[保存] をクリックして変更を適用します。 または、そのまま別のページに移動すると、変更が破
棄されます。
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トラフィック安全性検査
• 概要 , 125 ページ
• 法的免責事項, 126 ページ
• SSL 証明書, 127 ページ
• フィルタ, 129 ページ
• ポリシー, 130 ページ

概要
ユーザが HTTPS を使用して Web サイトに接続する際、デジタル証明書を使用してセッションが
暗号化されます。 トラフィック安全性検査機能が有効になっている場合、Cisco Cloud Web Security
では自己署名の期限切れの証明書、無効な証明書、失効した証明書がすべてブロックされます。
トラフィック安全性検査は、Cisco Cloud Web Security を通過する HTTPS トラフィックを復号化し
てスキャンし、脅威が含まれていないかどうか検査し、ポリシー設定に基づいて処理を実行しま
す。 安全であると判定されたトラフィックは、再び暗号化され、新しい SSL 証明書と共に内部
ネットワークに送信されます。
すべてのユーザは SSL 証明書をブラウザに組み込む必要があります。 Cisco ScanCenter では、シ
スコを認証局（CA）とした証明書を生成できます。また、Certificate Signing Request（CSR; 証明
書署名要求）をダウンロードし、Microsoft 証明書サービスや OpenSSL などのツールで自分の組織
を CA とする証明書を生成してアップロードすることもできます。 この証明書をトラフィック安
全性検査ポリシーに関連付けます。
CSR を使用する場合、証明書には次のフィールドを記載する必要があります。
X509v3 Basic Constraints:
CA:TRUE

OpenSSL の場合、コマンド openssl x509 -extfile v3_ca.txt -req -days 365 -in scancenter.csr -CA ca.crt
-CAkey ca.key -set_serial 01 -out scancenter.crt がこの機能を実行します。ここで、v3_ca.txt には
以下を記載します。
subjectKeyIdentifier=hash
authorityKeyIdentifier=keyid:always,issuer:always
basicConstraints = CA:true
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クライアント側で次の 2 つの設定作業を行う必要があります。
1 クライアント ブラウザ、お客様のファイアウォール装置、またはお客様のゲートウェイ装置
で、SSL トラフィックに対するプロキシ設定を行う必要があります。
2 シスコ ルート証明書をクライアント ブラウザにインポートし、Cisco Cloud Web Security との
SSL 接続を信頼できるようにする必要があります。

（注）

ブラウザが自動的に証明書を中間認証局ストアにインポートする場合があります。 トラフィッ
ク安全性検査が正しく機能するためには、証明書は信頼されたルート証明書ストアに置く必要
があります。

法的免責事項
お客様は、お客様の法域において HTTPS トラフィック検査が合法であるかどうかを判断する責任
を負います。 この機能を有効にした場合、Cisco Cloud Web Security によって HTTPS トラフィッ
クが検査されます。 この検査は人が行うのではなく自動で実行されますが、復号処理が特定の国
のプライバシー関連法規に抵触するおそれがあります。 この機能を有効にした場合、すべての関
連法域でトラフィックを復号する法的権利を持つこと、および、復号に関して必要なすべての承
諾をユーザから得ていることに、同意したことになります。
ほとんどの法域では、セキュリティ保護されたトラフィックは検査の対象となっていることをユー
ザに通知する法的義務があります。 HTML ページをユーザに表示して、セッションが復号される
ことを言明し、続行するかどうかをユーザが選択できるようにすることができます。 なお、この
ようなページを表示する場合に、他の目的用の標準的な警告ページは使用できません。

手順
ステップ 1

[Web フィルタリング] > [通知] > [ユーザ メッセージ] を選択し、[カスタマイズされた警告アラー
ト ページ] で HTTPS 警告を表示するための編集を行います。

ステップ 2

[タイムアウト値] ドロップダウン リストで 0 をクリックします。

ステップ 3

[警告ページに標準のHTMLページテンプレートを含める] チェック ボックスをオフにします。
（注）
HTTPS 以外のページに対する警告も表示する場合は、このチェック ボックスをオンに
し、HTTPS 警告を標準の Acceptable Use Policy（AUP; アクセプタブル ユース ポリシー）
警告ページに追加することができます。
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ステップ 4

[保存] をクリックして変更を適用します。

ステップ 5

[Web フィルタリング] > [管理] > [グローバル設定] を選択し、[HTTP/HTTPS 分離を有効にする]
チェックボックスをオンにし、[保存] をクリックします。

ステップ 6

[Web フィルタリング] > [管理] > [フィルタ] を選択し、ブロックする Web サイトに対する HTTPS
フィルタを作成します。

ステップ 7

[Web フィルタリング] > [管理] > [フィルタ] を選択し、すべてのカテゴリに対する「HTTPS warn」
という名前の HTTPS フィルタを作成します。

ステップ 8

[Web フィルタリング] > [管理] > [ポリシー] を選択し、ブロック ルールを作成し、ブロックする
Web サイトに対する HTTPS フィルタを追加します。

ステップ 9

[Web フィルタリング] > [管理] > [ポリシー] を選択し、警告ルールを作成し、スケジュールを [常
時] に設定した「HTTPS warn」フィルタを追加します。

ステップ 10

HTTPS ブロック ルールよりも HTTPS 警告ルールの方が優先順位が低くなっていることを確認し
てから、両方のルールに対する [アクティブ化] チェック ボックスをオンにします。
プライバシー関連法規を順守できるように、SSL 接続が確立する前にユーザに通知が表示されま
す。
銀行の Web サイトなど、特定の Web サイトをトラフィック安全性検査の対象から除外すること
ができます。 除外した Web サイトに対するトラフィック安全性検査は実行されません。ユーザ
は、これらの Web サイトに SSL で直接接続されます。
注意

プライバシー関連法規を順守するため、ログ記録は保持されません。 ただし、コンテン
ツの復号と暗号化が閉ループ内で実行され、コンテンツがキャッシュに格納されないこと
を保証する責任があります。

SSL 証明書
Cisco ScanCenter で SSL 証明書を生成する場合、シスコが認証局（CA）になります。 自社を CA
にするには、Cisco ScanCenter で証明書署名要求（CSR）を生成し、この CSR を使用して証明書を
生成して、Cisco ScanCenter にアップロードします。

手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2

[HTTPS トラフィック検査] メニューの [証明書] をクリックして、証明書ページを表示します。
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Cisco ScanCenter での証明書の作成
手順
ステップ 1

[証明書の作成] タブをクリックします。

ステップ 2

[証明書の作成] をクリックします。

ステップ 3

[期間] ドロップダウンで、証明書の有効年数を選択します。 選択できるオプションは、1 年、3
年、5 年、または 7 年です。

ステップ 4

[識別子] ボックスに識別子を入力します。

ステップ 5

[説明] に説明を入力します。

ステップ 6

[保存] をクリックして変更を適用します。 または、そのまま別のページに移動すると、変更が破
棄されます。

ScanCenter 以外で生成された証明書の使用
はじめる前に
自社を認証局（CA）とする独自の SSL 証明書を生成するには、Microsoft Certificate Services
（Windows Server オペレーティング システムのコンポーネント）や OpenSSL（ほとんどの UNIX
および UNIX 系オペレーティング システムに含まれているツールキット）などの SSL ソフトウェ
アが必要です。 SSL ソフトウェアに詳しくない方は、Cisco ScanCenter を使用して SSL 証明書を
作成してください。

手順
ステップ 1

[証明書の作成] タブをクリックします。

ステップ 2

[CSRの作成] をクリックします。

ステップ 3

[識別子] ボックスに証明書署名要求（CSR）の一意の名前を入力します。

ステップ 4

[説明] ボックスに CSR の説明を入力します。

ステップ 5

[Generate（生成）] をクリックして CSR を生成します。
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ステップ 6

[CSR をダウンロード] をクリックして CSR をダウンロードします。

ステップ 7

SSL ソフトウェアで、ダウンロードした CSR を使用して SSL 証明書を生成します。 詳細につい
ては、ご使用の SSL ソフトウェアのベンダー ドキュメントを参照してください。 証明書を生成
してアップロードするのに 30 分かかります。

ステップ 8

[参照] をクリックし、CSR に関連付ける SSL 証明書を指定します。

ステップ 9

[アップロード] をクリックします。

証明書の説明の編集
手順
ステップ 1

[編集] アイコンをクリックします。

ステップ 2

[説明] ボックスに新しい説明を入力します。

ステップ 3

[保存] をクリックして変更を適用します。 または、そのまま別のページに移動すると、変更が破
棄されます。

証明書の削除
SSL 証明書を削除するには、[削除] アイコンをクリックします。 操作を確認するダイアログ ボッ
クスが表示されます。

フィルタ
フィルタを使用することにより、HTTPS トラフィック検査の対象にする Web サイトおよびカテゴ
リを設定できます。 フィルタ管理の詳細については、フィルタの管理, （89 ページ）を参照して
ください。 次の HTTPS フィルタを使用できます。
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• カテゴリ
• ドメイン/URL
• 例外
• アプリケーション

手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2

[HTTPS トラフィック検査] メニューの [フィルタ] をクリックして、フィルタ ページを表示しま
す。
HTTPS トラフィック検査をすべてのトラフィックに対して有効にするか、アプリケーションの復
号化を有効にしないと、HTTPS プロトコルを使用するアプリケーションがアプリケーション フィ
ルタと照合されません。 HTTPS トラフィック検査をすべてのトラフィックに対して有効にしてお
らず、アプリケーションの復号化を有効にしたい場合は、[アプリケーション復号の有効化] チェッ
クボックスをオンにします。

ポリシー
ポリシーを使用することにより、HTTPS フィルタ適用ルールを設定できます。 ポリシーの管理に
関する詳細については、ポリシーの管理, （103 ページ）を参照してください。

手順
ステップ 1

[管理] タブをクリックして、管理メニューを表示します。

ステップ 2

[HTTPS 検査] メニューの [ポリシー] をクリックして、ポリシー ページを表示します。
ルールの優先順位を設定するには、[移動] 列の上向き矢印アイコンおよび下向き矢印アイコンを
クリックし、[変更内容を適用] をクリックします。
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概要
• レポートを使用する前に, 133 ページ
• Web ページ閲覧時間の計算, 135 ページ
• ダッシュボード, 136 ページ
• 大きいレポートの縮小, 137 ページ

レポートを使用する前に
ScanCenter のレポート機能を利用するには、[レポート] タブを使用します。 レポートを生成する
ことにより、以下を分析できます。
• アプリケーション
• 帯域幅
• ブロック件数
• 閲覧時間
• ブラウザ
• カテゴリ
• Facebook
• グループ
• ホスト
• 法的責任
• マルウェア
• セキュリティ
• ユーザ
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次の 3 種類の一般的なレポートがあります。
• 標準レポート：条件および最大 2 つの属性に基づいて、指定期間における詳細情報が表示さ
れます。
• 期間分析レポート：標準レポートに似ていますが、指定期間における 1 つの属性に関する情
報だけが表示されます。
• 詳細レポート：条件および複数の属性に基づいて、指定期間における詳細情報が表示されま
す。標準レポートよりも詳しい情報が表示されます。
また、次の 2 種類の特別なレポートがあります。
• 許可トラフィック
• ユーザ監査レポート
上記のレポート以外に、[管理] タブからアクセスできるレポートもあります。 詳細は、監査, （
59 ページ）を参照してください。
レポートを生成するには、検索を実行します。多様な定義済み検索設定が用意されています。定
義済み検索設定, （147 ページ）を参照してください。 これらの検索設定を基にしてお客様独自の
検索設定を作成することもできます。また、検索設定をまったく新規に作成することもできます。
どの種類のレポートでも基本的な作成手順は同じです。

手順
ステップ 1

検索期間を、過去 1 時間から過去 1 年間の間で指定します。

ステップ 2

定義済み検索設定または保存済み検索設定を指定するか、あるいは、新しい検索設定を作成しま
す。

ステップ 3

レポート属性またはメトリックに基づいてフィルタを追加します。

ステップ 4

表示する検索結果の件数を 10 ～ 1,000 の範囲で指定します。

ステップ 5

検索結果をグループ化する際の基準となるレポート属性を指定します。

ステップ 6

検索結果の並べ替え基準（名前、帯域幅、閲覧時間、送信バイト数、受信バイト数、またはヒッ
ト件数）を指定します。

ステップ 7

先頭の検索結果と末尾の検索結果のどちらを表示するかを指定します。

ステップ 8

（オプション）検索結果をグループ化する際の基準となる 2 つ目のレポート属性を指定します。

ステップ 9

レポートの表示形式（表、横棒グラフ、縦棒グラフ、円グラフ、または折れ線グラフ）を指定し
ます。

ステップ 10

[検索を開始] をクリックします。

ステップ 11

検索設定を保存します。これは、後で再使用できるようにするためです。
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次の作業
選択可能な属性は60個以上あるので、最初は定義済み検索設定を使用し、必要に応じてカスタマ
イズすることをお勧めします。
[レポート] パネルでは、検索設定を作成および修正する作業の他に、次の作業を行うことができ
ます。
• 一連のフィルタを作成および管理する。
• 複数の検索を組み合わせて複合レポートを生成する。
• レポートをオンライン表示、印刷、およびエクスポートする。
• オフラインで表示したり、表計算ソフトウェアや文書作成ソフトウェアにインポートしたり
できるように、レポートをダウンロードする。
• レポートが複数の受信者にメールで送信されるようにスケジュールを設定する。

（注）

レポート機能を利用するには、Adobe Flash 10 以降が必要です。

Web ページ閲覧時間の計算
ユーザがコンピュータから離れているかどうかや、表示が完了した Web ページを実際に閲覧して
いるかどうかは把握できないため、閲覧時間は、ある 1 分間のうちに Web 要求が送信されたかど
うかを基に計算されます。
ある 1 分間に Web 要求が 1 件以上送信された場合、その 1 分は閲覧時間 1 分とカウントされま
す。 たとえば、複雑な Web ページを 1 つ表示するために 1 分間で Web 要求が 100 件送信された
場合でも、その 1 分間によってカウントされる閲覧時間は 1 分です。
Web ページの表示に要した実際の時間は計測されません。 たとえば、ある Web ページの表示に
1 分 30 秒かかる場合、Web 要求は 1 分間の枠 2 つ分にまたがって送信されるので、閲覧時間は 2
分と計算されます。 これに対して、1 つのWeb ページを読むのに実際は 1 時間かかっていても、
Web ページの表示に要した時間が 1 分以内であり、かつ、その Web ページの表示が自動更新され
ない場合、閲覧時間は 1 分と計算されます。
閲覧時間を含むレポートを作成する場合は、生成されるレポートの精度を最大限に高めるために、
必ず URL ではなくホストを使用してください。

（注）

2 階層のレポートにおいて、閲覧時間をメトリックとして使用すべきではありません。なぜな
ら、Web 要求が二重にカウントされる可能性があるからです。 たとえば、ある Web サイトが
複数のカテゴリに属している場合や、同じ 1 分間の枠の中で異なる Web 要求が送信された場
合、二重にカウントされます。 また、Web ページの表示が自動更新されたかどうかを判断す
ることはできません。
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ダッシュボード
ダッシュボードは、過去 24 時間のお客様の組織における Web 使用の概要を示します。 ScanCenter
のホーム ページには、5 つのダッシュボードへのリンクがあります。

[ダッシュボード] をクリックすると、メイン ダッシュボードが表示されます。このダッシュボー
ドでは次の項目に関するデータを表示できます。
• すべてのブロック件数
• Facebook の利用
• スパイウェア ブロック件数
• Web フィルタリング ブロック件数
• Web ウイルス ブロック件数
次のデータが表示されます。
• すべてのブロック件数
• ブロック件数上位 10 位のユーザ
結果をフィルタリングするには、次のいずれかのオプションを選択します。
• スパイウェア ブロック件数
• Web フィルタリング ブロック件数
• Web ウイルス ブロック件数
Facebook ダッシュボードを表示するには、[Facebook の利用] を選択します。ここでは次の項目に
関するデータを表示できます。
• 経時的 Facebook ヒット件数
• 経時的 Facebook 使用帯域幅
• 最もヒット件数の多いユーザ
• ヒット件数上位アプリケーション
• ヒット件数別アクティビティ
• 帯域幅を最も使用しているユーザ
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大きいレポートの縮小
入力した検索条件によっては、生成されるレポートのサイズが大きすぎて、処理できない場合が
あります。 このようなとき、Cisco Cloud Web Security では、レポートを実行できるように、返さ
れる結果に変更を加えます。 このレポートがスケジュール設定されたレポートの一部である場合
は、付随する電子メールでこのことが説明されます。 レポートをオンラインで表示しようとする
と、これに関するエラー メッセージが表示されます。

（注）

元の検索設定には変更は加えられません。 期間を短くすると、検索を実行できる場合があり
ます。
階層が 1 か 2 のレポート、または時系列分析レポートで、URL 属性が長すぎて実行できない場
合、レポートに次のような変更が加えられます。
• 属性の 1 つが URL の場合、[ホスト] に置き換えられます。
• 属性が [URL] と [ホスト] の場合、返される結果は、属性が [ホスト] である 1 階層のレポー
トになります。
• 上記の変更でも実行できないほどレポートが大きい場合、レポートは実行されません。
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レポートの表示
• レポートのオンライン表示, 139 ページ
• レポートのダウンロード, 146 ページ

レポートのオンライン表示
レポートを生成するには、定義済み検索設定または保存済み検索設定を使用します。 レポート
は、オンラインで表示することも、PDF ファイルとしてダウンロードすることもできます。 レ
ポートの生成後に、フィルタを追加したり検索条件を修正したりして、検索条件を絞り込むこと
ができます。 修正後の検索設定を新しい検索設定として保存することも、保存済み検索設定を新
しい検索設定に置き換えることもできます。

手順
ステップ 1

[レポート] タブをクリックして、[レポート] ページを表示します。 または、[レポート] メニュー
の [レポート] をクリックします。
使用可能な検索設定が次の 2 つのテーブルに表示されます。
• カスタム レポート
• 定義済みレポート
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ステップ 2

期間情報は検索設定に含まれないので、レポートを生成するたびに指定する必要があります。 [タ
イムゾーン] ドロップダウン リストでタイム ゾーンを選択します。 デフォルトは UTC です。

ステップ 3

[期間] ドロップダウン リストで、定義済み期間のいずれかを選択します。 定義済みの期間は次の
とおりです。
• 直前の 1 時間
• 前日（昨日）
• 前の 1 週間（前の丸 1 週間）
• 過去 n 時間（過去 12、24、48、または 72 時間）
• 先週（過去 7 日間）
• 過去 n 週間（過去 2 または 3 週間）
• 前月
• 過去 n ヵ月間（過去 2、3、4、5、6、9、または 12 ヵ月間）
[カスタム] を選択した場合は、開始日時と終了日時を指定します。
a) [開始] のボックスに開始日を直接入力するか、または、カレンダー アイコンをクリックして日
付を選択します。
b) 時間と分のドロップダウン リストを使用して開始時刻を選択します。 時刻は 24 時間表示で
す。
c) [終了] のボックスに終了日を直接入力するか、または、カレンダー アイコンをクリックして日
付を選択します。
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d) 時間と分のドロップダウン リストを使用して終了時刻を選択します。
ステップ 4

レポートを開いた後すぐに検索を実行するには、[レポートの自動実行] チェックボックスをオン
にします。 検索が自動実行されないようにするには、このチェック ボックスをオフにします。

ステップ 5

フォルダをクリックすると、そのフォルダに対する検索設定の表示/非表示が切り替わります。

ステップ 6

[表示形式] ドロップダウン リストで、表示形式を選択します。 選択項目は次のとおりですが、レ
ポートの種類によっては選択できない表示形式もあります。
• 横棒グラフ
• 縦棒グラフ
•表
• 折れ線グラフ
• 円グラフ

ステップ 7

レポートを生成して表示するには、[検索を開始] をクリックします。 PDF 形式のレポートをダウ
ンロードする場合は、[ダウンロード] 列のアイコンをクリックします。

次の作業
レポート生成後、選択可能なレポート タイプのアイコンをクリックすることにより、レポートの
表示形式を変更できます。 選択可能なアイコンは、表示されているレポートの種類によって異な
ります。

表
表はデフォルトのレポート表示形式です。 ここから、表示されているデータを他の表示形式に切
り替えることができます。
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（注）

レポートに含まれているデータはもちろん表示されますが、表の先頭行にすべてのデータの合
計値も表示されます。

表のデータの表示
[表示] リストで、1 ページに表示する検索結果の件数を選択します。 選択項目は次のとおりです。
• 10
• 25
• 50
• 100
ページ間を移動するには、[先頭]、[前へ]、[次へ]、[最後] の各ボタンを使用します。
検索設定を修正するには、属性列のエントリをクリックします。 特定のエントリだけをレポート
に含めるには、そのエントリをクリックし、[以下に等しい] をクリックします。 特定のエントリ
をレポートから除外するには、そのエントリをクリックし、[以下に等しくない] をクリックしま
す。 修正が完了したら、[検索を開始] をクリックして、修正されたレポートを表示します。

メトリックの追加および削除
手順
ステップ 1

[+|-] ボタンをクリックして、[表示する列を選択してください] ダイアログ ボックスを開きます。

ステップ 2

各エントリについて、必要に応じて [非表示] または [表示] をクリックします。 使用できるメト
リックは、次のとおりです。
• ホスト
• Bandwidth（帯域幅、送信バイト数と受信バイト数の合計）
• Bandwidth（% Tot）（帯域幅（全体に対する割合））
• Browse Time（閲覧時間、推定閲覧時間（単位：分））
• Browse Time（% Tot）（閲覧時間（全体に対する割合））
• 受信バイト数
• Bytes Received（% Tot）（受信バイト数（全体に対する割合））
• 送信バイト数
• Bytes Sent（% Tot）（送信バイト数（全体に対する割合））
• Hits（ヒット件数）
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• Hits（% Tot）（ヒット件数（全体に対する割合））
ステップ 3

[閉じる] ボタンをクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。

属性値を基準にした表データの並べ替え
先頭列にプライマリ属性名およびセカンダリ属性名が表示されます。 プライマリ属性値を基準に
して並べ替えるには、プライマリ属性名をクリックします。 プライマリ属性値が同じ行どうし
を、セカンダリ属性値を基準にしてさらに並べ替えるには、セカンダリ属性名をクリックします。

ソート メトリックの変更
ソート メトリックを変更するには、別の列をクリックし、レポートを生成し直します。 属性が 2
つのレポートの場合、主要メトリックではないソート メトリックだけが変更されます。

グラフ
次の 4 種類のグラフが用意されています。
• 横棒グラフ
• 縦棒グラフ
• 折れ線グラフ
• 円グラフ
並べ替えメトリックを変更するには、グラフの上部にあるリンクをクリックします。 選択可能な
メトリックは次のとおりです。
• 帯域幅（バイト）
• 閲覧時間（分）
• 受信バイト数
• 送信バイト数
• ヒット件数
グラフを印刷またはダウンロードするには、グラフを右クリックします。
グラフを印刷するには、[Print Chart（グラフを印刷）] をクリックします。
グラフを JPEG 画像としてエクスポートするには、[Save as JPEG Image（JPEG 画像として保存）]
を選択します。
グラフを PNG 画像としてエクスポートするには、[Save as PNG Image（PNG 画像として保存）] を
クリックします。
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グラフを Adobe PDF 文書としてエクスポートするには、[Save as PDF（PDF 文書として保存）] を
クリックします。

横棒グラフ
横棒グラフでは、データが横棒で表示されます。

縦棒グラフ
縦棒グラフでは、データが縦棒で表示されます。

折れ線グラフ
折れ線グラフでは、時系列分析データが表示されます。
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円グラフ
円グラフでは、データが 2D または 3D で表示されます。

円グラフを右クリックすると、追加コマンドが表示されます。
[回転を有効化] をクリックすると、円グラフを回転させることができます。回転させるには、円
グラフをクリックしてドラッグします。 円グラフを回転させている間は、円グラフの分類項目を
切り離すことはできません。
[分類項目の切り離しを有効化] をクリックすると、分類項目をクリックして切り離すことができ
ます。 分類項目を切り離している間は、円グラフを回転させることはできません。
[2D 表示] をクリックすると、円グラフが 2D で表示されます。
[3D 表示] をクリックすると、円グラフが 3D で表示されます。
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レポートのダウンロード
レポートは、JPEG、PNG、PDF の各形式でエクスポートできます。また、直接ダウンロードする
こともできます。

PDF レポートのダウンロード
レポートを PDF 形式でダウンロードするには、レポートを通常どおりに表示し、PDF アイコンを
クリックします。 レポートを表示せずに PDF 形式でダウンロードすることもできます。この場合
は次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

[レポート] タブをクリックして、[レポート] パネルを表示します。 または、[レポート] メニュー
の [レポート] をクリックします。

ステップ 2

フォルダをクリックすると、そのフォルダに対するレポートの表示/非表示が切り替わります。

ステップ 3

[表示形式] ドロップダウン リストで、表示形式を選択します。 選択項目は次のとおりですが、レ
ポートの種類によっては選択できない表示形式もあります。
• 横棒グラフ
• 縦棒グラフ
•表
• 折れ線グラフ
• 円グラフ

CSV レポートのダウンロード
レポートを CSV 形式でダウンロードすると、そのレポートを表計算ソフトウェアで開くことがで
きます。

手順
ステップ 1

レポートを画面に表示します（表形式など）。

ステップ 2

CSV アイコンをクリックして、レポートをダウンロードします。
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定義済み検索設定
• 種類別の検索, 147 ページ

種類別の検索
アプリケーション分析
• 閲覧時間が上位 10 位のアプリケーション
• 帯域幅使用量上位 10 位のアプリケーション
• ブロックされた上位 10 位のアプリケーションおよびアクティビティ
• ブロックされた上位 10 位のユーザとそのアプリケーション
• ブロックされた上位 10 位のユーザとそのアクティビティ
• アクティビティ別上位 10 位のユーザ
• メディア サイトでの帯域幅使用量上位 10 位のユーザ
• ソーシャル ネットワーキング サイトでの帯域幅使用量上位 10 位のユーザ
帯域幅分析
• 主要コンテンツ タイプ別帯域幅使用量
• カテゴリ別帯域幅使用量
• 帯域幅使用量上位 10 位のカテゴリ
• 帯域幅上位 10 位のソーシャル ネットワーキング サイト
• ヒット件数上位 10 位のマルチメディア サイト
• ストリーミング メディアで帯域幅使用量の最も多いグループ
• 帯域幅使用量の最も多いグループ

Cisco ScanCenter アドミニストレータ ガイド バージョン 5.2
OL-22629-06

147

種類別の検索

• 上位 10 位のユーザが最も帯域幅を使用しているホスト
• 内部サブネット別の帯域幅使用量が最も多い組織のオフィス
• 帯域幅使用量が最も多い組織のオフィス
• 帯域幅使用量が最も多いユーザ
• ヒット件数上位 10 位のユーザ
• ストリーミング メディア使用量上位 10 位のユーザ
ブロック分析
• ブロックされたアドウェア
• ブロックされたマルウェア
• ブロックされたスパイウェア
• ブロックされたウイルス
• ヒット件数上位 10 位のブロック サイト
• 上位 10 位のブロック カテゴリ
• 上位 10 位のユーザでブロック件数の最も多いホスト
• ルール別のブロック件数の最も多いユーザ
• ブロック件数の最も多いユーザ
• ブロック件数の最も多い Web フィルタリング ルールおよびそれらでブロックされた件数の
最も多いユーザ
• ブロック件数の最も多い Web フィルタリング ルール
閲覧時間分析
• 最も人気のあるホストの閲覧時間
• 業務用と思われるサイトの閲覧時間が最も長いユーザ
• 生産性を低下させると思われるサイトの閲覧時間が最も長いユーザ
• オンライン接続時間の最も長いユーザ
ブラウザ分析
• 上位 10 位のユーザ エージェント
• 上位 10 位のブラウザ
• 外部 IP アドレス別ヒット件数上位 10 位のユーザ エージェント文字列
• グループ別ヒット件数上位 10 位のユーザ エージェント文字列
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カテゴリ分析
• 全カテゴリの合計ヒット件数
• 内部サブネット別アクセス数上位 10 位のカテゴリ
Facebook 分析
• 内部サブネット別アクセス数上位 10 位のカテゴリ
• 帯域幅使用量上位 10 位の Facebook アプリケーション
• ブロックされた上位 10 位の Facebook アプリケーションおよびアクティビティ
• Facebook アプリケーション別ブロックされた上位 10 位のユーザ
• Facebook アクティビティ別ブロックされた上位 10 位のユーザ
• Facebook で帯域幅使用量上位 10 位のユーザ
グループ分析
• ヒット件数別上位 10 位のグループ
• 帯域幅使用量上位 10 位のグループ
• 上位 10 位のグループにおける閲覧時間の長い上位 10 位のユーザ
ホスト分析
• 人気ホスト別のヒット件数
• ヒット件数上位 10 位のホスト
• 各カテゴリのアクセス数上位 10 位のホスト
法的責任分析
• カテゴリ別法的責任リスク
• 違法ダウンロードの目的で閲覧した上位 10 位のユーザ
• アダルト関連カテゴリを閲覧した上位 10 位のユーザ
マルウェア分析
• 経時的なフィッシング ブロック件数
• 経時的な脅威のブロック件数
• スパイウェア ブロック件数上位 10 位のグループ
• ブロック件数上位 10 位のアドウェア ホスト
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• ブロック件数上位 10 位のフィッシング ホスト
• ブロック件数上位 10 位のスパイウェア ホスト
• HTTPS におけるブロック件数上位 10 位の脅威
• プロトコル別ブロック件数上位 10 位の脅威
• スパイウェア ホストを閲覧した上位 10 位のユーザ
• スパイウェア要求を送信した上位 10 位のユーザ
• ウイルス ブロック件数上位 10 位のユーザ
• Web レピュテーションが原因でユーザがブロックされた上位 10 位のカテゴリ
• Web レピュテーションが原因でブロックされた脅威の種類
• Web レピュテーション ブロック件数上位 10 位のユーザ
• 経時的な Web レピュテーション ブロック件数
セキュリティ分析
• マルウェアの上位 10 位のブロック カテゴリ
• スパイウェアが原因でユーザがブロックされた上位 10 位のカテゴリ
• Outbound Content Control によってブロックされた上位 10 位のユーザ
• リスク カテゴリごとの上位 10 位のユーザ
ユーザ分析
• レジャー カテゴリを閲覧した上位 10 位のユーザ
• ヒット件数上位 10 位のユーザ
• ネット閲覧時間上位 10 位のユーザ
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レポートのフィルタリング
フィルタを使用すると、レポート属性、メトリック、またはその両方の組み合わせを基準にし
て、検索を絞り込むことができます。 フィルタは、定義済み検索設定または保存済み検索設定
による検索結果の絞り込みに使用できます。また、検索設定の作成時に適用することもできま
す。
さまざまなフィルタをアクティブ、もしくは非アクティブにすることで、必要な情報を抽出する
ための最適なフィルタ セットを見つけ出すことができます。なお、保存されるのはアクティブ
なフィルタのみです。 フィルタは、検索設定とは別にフィルタ セットとして保存することもで
きます。
• 検索設定へのフィルタの追加, 151 ページ
• フィルタ セットの管理, 153 ページ

検索設定へのフィルタの追加
検索では、すべてのフィルタ条件を満たす結果のみが返されます。 ただし、in list 演算子で指定
された値のリストでは、1 つでも完全に一致するものがあれば結果が返されます。

フィルタの追加
手順
ステップ 1

[フィルタの追加] をクリックします。

ステップ 2

[フィルタ タイプの選択] ドロップダウン リストでタイプを選択します。 次のオプションを使用で
きます。
• 属性フィルタ
• メトリック フィルタ
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• フィルタ セット
ステップ 3

属性フィルタを追加する場合は、次の手順を実行します。
a) [属性の選択] ボックスの一覧で属性を選択します。
b) [演算子の選択] ボックスの一覧で演算子を選択します。 次の演算子が使用できます。
• 含む
• 含まない
• 以下に等しい
• 以下に等しくない
• リストにある（=）
• リストにない（等しくない）
• リストにある（含む）
• リストにない（含まない）
• null である
• null でない
• で始まる
• で始まらない
「等しい」は完全一致、「含む」は部分一致を指しています。

ステップ 4

メトリック フィルタを追加する場合は、次の手順を実行します。
a) [メトリックの選択] ドロップダウン リストで必要なメトリックを選択します。 選択項目は次
のとおりです。
• 帯域幅（バイト）
• 閲覧時間（分）
• 受信バイト数
• 送信バイト数
• ヒット件数
b) [演算子の選択] ドロップダウン リストで必要な演算子を選択します。 選択項目は次のとおり
です。
• =（等しい）
• >（より大きい）
• >=（以上）
• <>（等しくない）
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• <=（以下）
• <（より小さい）
ステップ 5

属性フィルタまたはメトリック フィルタを追加する場合は、ボックスに値を入力します。

ステップ 6

フィルタを追加してアクティブにするには、[追加] をクリックします

フィルタのアクティブおよび非アクティブの設定
アクティブなフィルタには、緑の三角形が表示されます。 非アクティブなフィルタには、赤の警
告記号が表示されます。
フィルタをアクティブにするには、フィルタをクリックし、[アクティブ化] をクリックします。
フィルタを非アクティブにするには、フィルタをクリックし、[非アクティブ化] をクリックしま
す。
[すべて選択] をクリックすると、すべてのフィルタが選択されます。[すべて未選択] をクリック
すると、すべてのフィルタの選択が解除されます。

フィルタの編集
フィルタを編集するには、編集するフィルタをクリックします。 編集が完了したら、[変更内容を
保存] をクリックします。

フィルタの削除
フィルタを削除するには、[削除] をクリックします。 削除してもよいかどうかを確認するメッセー
ジは表示されません。

ヒント

そのフィルタを再使用しないことがはっきりしている場合を除き、フィルタを削除するのでは
なく非アクティブにすることをお勧めします。

フィルタ セットの管理
フィルタ セットを使用すると、使用頻度の高い複数のフィルタを再使用可能なセットとしてまと
めることができます。 フィルタ セットでは、フィルタ セットを 4 つまでネストすることができ、
個別のフィルタを最大 20 個まで含めることができます。 アクティブ トラフィックのみという定
義済みフィルタ セットを使用すると、ユーザが直接生成したのではないトラフィックを除外する
ことができます。 アクティブ トラフィックに含まれるものとしては、ブラウザへの URL 入力や
ハイパーリンクのクリックで生成されるリクエストなどがあります。アクティブ トラフィックに
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含まれないものとしては、Web ページ上のバナー、Adobe Flash コンテンツ、別の HTML コード
などを読み込むための外部リクエストなどがあります。

手順
ステップ 1

[レポート] タブをクリックして、[レポート] メニューを表示します。

ステップ 2

[レポート] メニューの [フィルタ セット] をクリックします。

フィルタ セットの追加
手順
ステップ 1

[追加] をクリックします。

ステップ 2

ボックスに、フィルタ セットの一意の名前を入力します。

ステップ 3

フィルタ セットに追加するフィルタごとに、次の手順を実行します。
a) [フィルタの追加] をクリックします。
b) [フィルタ タイプの選択] ドロップダウン リストで、フィルタ タイプを選択します。 属性フィ
ルタ、メトリック フィルタ、および既存のフィルタ セットを追加できます。 フィルタ セット
は最大 3 階層までネストできます。
c) [追加] をクリックします。
（注）

フィルタ セット内の個別のフィルタを編集および削除する方法は、レポート内のフィ
ルタを編集および削除する方法と同じです。

フィルタ セットのコピー
手順
ステップ 1

フィルタ セットをクリックします。

ステップ 2

ボックスに、コピー先フィルタ セットの一意の名前を入力し、Enter キーを押します。
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フィルタ セットの名前の変更
手順
ステップ 1

フィルタ セットをクリックします。

ステップ 2

ボックスに一意の名前を入力し、Enter キーを押します。

フィルタ セットの編集
フィルタ セットをクリックし、変更を加え、[変更内容を保存] をクリックします。

フィルタ セットの削除
手順
ステップ 1

フィルタ セットをクリックします。

ステップ 2

[削除] をクリックすると、フィルタ セットが完全に削除されます。
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レポート属性
レポート属性は、レポートを生成するための検索時に主に使われるフィルタ条件です。
• 属性リスト, 157 ページ

属性リスト
大半の属性値は小文字表記で統一されています。 ただし、一部の属性値については、ユーザが入
力したとおりの文字列で表示することができます。 かっこで「Original」と記載されている属性
は、標準の小文字表記でも入力どおりの表記でも使用できます。
Adware（アドウェア）
アドウェア ブロックの名前。
Application Activity（アプリケーション アクティビティ）
アクティビティ、または Web アプリケーション。
Application Name（アプリケーション名）
Web アプリケーションの名前。
Application Name With Unclassified（アプリケーション名と未分類結果）
Web アプリケーションの名前、または未分類の結果。
Block Type（ブロック タイプ）
ブロックを生成した、フィルタ内で指定されたパターン。 この属性の種類は次のとおりです。
• アドウェア
• カテゴリ（HTTP）
• カテゴリ（HTTPS）
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• コンテンツ タイプ
• ドメイン/URL
• ファイル タイプ
• フィッシング
• Possibly Unwanted Application（PUA; 望ましくない可能性があるアプリケーション）
• スパイウェア
• ウイルス

（注）

複数のパターンに一致する場合、ブロック パターンの値は「multiple patterns（複数のパター
ン）」になります。

Block Value（ブロック値）
ブロック パターンに一致した文字列。 この属性の種類は次のとおりです。
• アドウェア名
• カテゴリ名
• URL の全文字列
• MIME タイプ
• コンテンツ タイプ名
• ファイル タイプ名
• フィッシング名
• Potentially Unwanted Application（PUA; 望ましくない可能性があるアプリケーション）の名前
• スパイウェア名
• ウイルス名

（注）

例外または複数のパターンによってブロックが生成された場合、ブロック文字列の値は「multiple
strings（複数の文字列）」になります。

Category（カテゴリ）
Web フィルタリング カテゴリ。
カテゴリに変更を加えた場合、既存の顧客データは移行されません。 そのため、修正前のカテゴ
リと修正後のカテゴリの両方がレポートに反映されるようにするには、レポート生成時に、
「Category in list（カテゴリに含まれる）」フィルタに修正前と修正後の両方のカテゴリ名を含め
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る必要があります。 複合レポートは、それを構成する各レポートの設定情報が継承されるため、
更新の必要はありません。
定義済みレポートが使いやすいよう更新されます。たとえば、「ユーザ分析」レポートの「ショッ
ピング、音楽、映画/テレビ、スポーツの各カテゴリを閲覧している上位 10 位のユーザ」にはも
ともと、「音楽、映画/テレビ、オンライン ショッピング、スポーツのリストのカテゴリ」フィル
タが使われていましたが、現在は、「音楽、映画/テレビ、オンライン ショッピング、スポーツ、
エンターテインメント、ショッピング、スポーツ、娯楽のリストの各カテゴリ」フィルタが使わ
れています。
Connector Mode（Connector モード）
Connector から通知されたモード。
Connector OS Name（Connector OS の名前）（Original）
Connector から通知されたオペレーティング システムの名前。
Connector OS Version（Connector OS のバージョン）（Original）
Connector から通知されたオペレーティング システムのバージョン。
Connector Version（Connector のバージョン）
ディレクトリ情報の埋め込みに使用された Connector のバージョンが記録されます。 この属性を
使用することにより、社内環境に配備されている Connector のバージョンを簡単に調べることがで
きます。
Country Dst Code（送信先国コード）
Web サーバがある国を表す 2 文字の ISO コード。Web サーバの IP アドレスから生成されます。
Country Src Code（送信元国コード）
クライアント Web ブラウザがある国を表す 2 文字の ISO コード。クライアントの IP アドレスか
ら生成されます。
Day of Month（日）
時系列プロットに使用されます（1 ～ 31）。
Day of Week（曜日）
時系列プロットに使用されます（月曜日～日曜日）。
Destination IP（送信先 IP アドレス）
リモート Web サーバの IP アドレス。
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Domain Username（ドメイン ユーザ名）（Original）
ユーザがドメインへのログインに使用しているユーザ名。
External IP（外部 IP アドレス）
Cisco Cloud Web Security が顧客から取得する IP アドレスで、出力 IP アドレスとも呼ばれます。
例：192.0.2.0 または、Cisco Cloud Web Security が顧客から取得する IP アドレスのサブネット。
出力 IP アドレスのサブネットとも呼ばれます。例：192.0.2.0/24
Group（グループ）（Original）
記録されたディレクトリ グループの名前。例：WinNT://US\SALES

（注）

各ユーザに対して複数のディレクトリ グループを記録することもできます。

Group Domain（グループ ドメイン）
ユーザに対して記録されたドメインの名前。
Group Name Part（グループ名部分）（Original）
ディレクトリ グループの名前。LDAP://<domain> や WinNT://<domain> は含みません。たとえば、
WinNT://US\SALES の場合、グループ名部分は SALES になります。
Host（ホスト）（Original）
URL 文字列のホスト部分。たとえば、news.example.com/sport の場合、ホスト部分は
news.example.com です。

（注）

ホストでは大文字/小文字は区別されません。

Hour（時）
時系列プロットに使用されます。
Inbound File Extension（受信ファイル拡張子）
HTTP/HTTPS プロトコルを使用している受信 URL のファイル拡張子部分。たとえば、index.html
の場合、ファイル拡張子は html です。
Inbound File Name（受信ファイル名）
HTTP/HTTPS プロトコルを使用している受信 URL のファイル名部分。例：index.html
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Internal IP（内部 IP アドレス）
Connector によって内部ユーザから取得される IP アドレス。例：192.168.2.10 または、Connector
によって内部ユーザから取得される IP アドレスのサブネット。例：192.0.2.0/24

（注）

ある内部ユーザが NAT デバイスを介して内部プロキシにルーティングされる場合、Connector
に届く IP アドレス、またはサブネットが記録されます。

Malware（マルウェア）
マルウェア ブロックの名前。
Minute（分）
時系列プロットに使用されます（00 ～ 59）。
Month（月）
時系列プロットに使用されます（1 月～ 12 月）。
Outbound File Extension（送信ファイル拡張子）
HTTP/HTTPS プロトコルを使用している送信 POST のファイル拡張子の部分。たとえば、
resume.doc の場合、ファイル拡張子は doc です。
Outbound File Name（送信ファイル名）
HTTP/HTTPS プロトコルを使用している送信 POST のファイル名の部分。例：resume.doc
Path（パス）
URL 文字列のパス部分。たとえば、news.example.com/sport の場合、パスは /sport です。
Phishing（フィッシング）
フィッシング ブロックの名前。
Policy Violation（ポリシー違反）
Web フィルタリング ルールに基づいてブロックされた際のブロック値。
Port（ポート）
Web 要求のポート番号。例：80、443
Protocol（プロトコル）
• FTP
• HTTP
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• HTTPS
PUA
Potentially Unwanted Application（PUA; 望ましくない可能性があるアプリケーション）の名前。
Query（クエリ）
URL 文字列のクエリー部分。たとえば、
http://www.example.com/search?hl=en&q=free+screensavers&btnG=Example+Search&meta=&aq=f&oq=
の場合、クエリーは hl=en&q=free+screensavers&btnG=Example+Search&meta=&aq=f&oq=
です。

（注）

この属性を使用した場合、レポートの生成にかかる時間がかなり長くなります。

Referrer Host（リファラ ホスト）（Original）
リファラの URL 文字列のホスト部分。たとえば、news.example.com/sport の場合、ホスト
部分は news.example.com です。
Referrer Path（リファラ パス）
リファラの URL 文字列のパス部分。たとえば、news.exampe.com/sport の場合、パスは
/sport です。
Referrer Port（リファラ ポート）
リファラのポート番号。例：80、443
Referrer Protocol（リファラ プロトコル）
• FTP
• HTTP
• HTTPS
Referrer Query（リファラ クエリー）
リファラの URL 文字列のクエリー部分。たとえば、
http://www.example.com/search?hl=en&q=free+screensavers&btnG=Example+Search&meta=&aq=f&oq=
の場合、クエリーは hl=en&q=free+screensavers&btnG=Example+Search&meta=&aq=f&oq=
です。
Referrer Second Level Domain（リファラ セカンド レベル ドメイン）
通常はリファラの組織名。たとえば、www.example.com の場合、セカンド レベル ドメインは
example です。
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Referrer Top Level Domain（リファラ トップ レベル ドメイン）
通常はリファラのドメインの末尾部。例：com、net、org、gov、co.uk
Referrer URL（リファラ URL）（Original）
リファラの URL 文字列全体。
Request Content Type（要求コンテンツ タイプ）（Original）
要求の MIME タイプ。例：image/gif、application/pdf、text/html、
application/EDI-X12
Request Major Content Type（要求メジャー コンテンツ タイプ）
要求コンテンツのタイプ。たとえば、要求コンテンツ タイプが application/pdf である場合、
対応するメジャー コンテンツ タイプは application です。 次に例を示します。
• application
• audio
• image
• text
• video
Request Method（要求メソッド）（Original）
• CONNECT
• GET
• POST
Request Version（要求バージョン）（Original）
要求のバージョン。例：HTTP/1.0、HTTP/1.1
Response Content Type（応答コンテンツ タイプ）（Original）
応答の MIME タイプ。例：image/gif、application/pdf、text/html、
application/EDI-X12
Response Major Content Type（応答メジャー コンテンツ タイプ）
応答コンテンツのタイプ。たとえば、応答コンテンツ タイプが application/pdf である場合、
対応するメジャー コンテンツ タイプは application です。 次に例を示します。
• application
• audio
• image

Cisco ScanCenter アドミニストレータ ガイド バージョン 5.2
OL-22629-06

163

属性リスト

• text
• video
Response Status Code（応答ステータス コード）
応答ステータス コードを基準にしたフィルタリングを可能にします。たとえば、存在していな
かったページに対する Web 要求をすべて探すには、404 でフィルタリングします。 ステータス
コードの詳細については、http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html を参照してくださ
い。
Response Version（応答バージョン）（Original）
応答のバージョン。例：HTTP/1.0、HTTP/1.1
Risk Class（リスク クラス）
リスクをグループ化する際に使用するスーパークラス。種類は次のとおりです。
• possible business usage（業務使用）
• possible productivity reduction（生産性低下）
• heavy bandwidth usage（帯域幅大量使用）
• potential legal liability（法的責任）
• potential security risk（セキュリティ リスク）
Rule Action（ルール アクション）
選択可能なルール アクションは次の 4 つです。
• allow（許可）
• authenticate（認証）
• block（ブロック）
• warn（警告）

（注）

Web サイトが要求に応答しなかった場合、ルール アクションは割り当てられませんが、その
要求は記録されます。

Rule Engine（ルール エンジン）
ルール アクションを生成したルール エンジン。種類は次のとおりです。
• policy evaluator
• scanlet
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Rule Name（ルール名）
Cisco ScanCenter ポリシーのルール名。
Second Level Domain（セカンド レベル ドメイン）
通常は組織名。たとえば、www.example.com の場合、セカンド レベル ドメインは example で
す。
Spyware（スパイウェア）
スパイウェア ブロックの名前。
Threat Type（脅威タイプ）
各レコードには、次の脅威タイプが複数含まれている場合があります。
• adware（アドウェア）
• category（カテゴリ）
• content type（コンテンツ タイプ）
• extension（ファイル拡張子）
• file match（ファイル照合）
• filter protocol（フィルタ プロトコル）
• phishing（フィッシング）
• Possibly Unwanted Application（PUA）
• クォータ
• regular expression（正規表現）
• spyware（スパイウェア）
• virus（ウイルス）
Time Stamp（タイムスタンプ）
ルールアクションが適用された時間（単位：分および秒）。詳細検索設定でのみ使用できます。
Top Level Domain（トップ レベル ドメイン）
通常はドメインの末尾部。例：com、net、org、gov、co.uk
URL（Original）
URL 文字列全体。
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User（ユーザ）（Original）
記録されたユーザ名（存在する場合）。 形式は、WinNT://<username> またはカスタム テキスト名
です。
User Agent（ユーザ エージェント）（Original）
完全なユーザ エージェント文字列。例：Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows
NT 5.1) ユーザ エージェント文字列の詳細については、http://www.useragentstring.com/pages/
useragentstring.php を参照してください。
User Agent Application Name（ユーザ エージェント アプリケーション名）
ユーザ エージェントのアプリケーションの名前。例：Mozilla。 詳細については、「User Agent
（ユーザ エージェント）」を参照してください。
User Agent Application Version（ユーザ エージェント アプリケーション バージョン）
ユーザ エージェントのアプリケーションのバージョン。例：4.0 詳細については、「User Agent
（ユーザ エージェント）」を参照してください。
User Agent Comp Platform（ユーザ エージェント コンピュータ プラットフォーム）
ユーザ エージェントのプラットフォームのトークン。例：Windows NT 5.1 詳細については、
「User Agent（ユーザ エージェント）」を参照してください。
User Agent Comp Version（ユーザ エージェント コンピュータ バージョン）
ユーザ エージェントのバージョン トークン。例：MSIE 7.0 詳細については、「User Agent（ユー
ザ エージェント）」を参照してください。
User Agent Compatibility（ユーザ エージェント互換性）
ユーザ エージェント互換性フラグ。例：compatible（互換）。 詳細については、「User Agent（ユー
ザ エージェント）」を参照してください。
Virus（ウイルス）
ウイルス ブロックの名前。例：Trojan.Downloader.abg
Year（年）
時系列プロットに使用されます。
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検索設定の作成
• 概要 , 167 ページ
• 標準検索設定の作成, 168 ページ
• 時系列分析検索設定の作成, 169 ページ
• 詳細検索設定の作成, 169 ページ
• ユーザ監査レポート, 171 ページ
• 定義済み検索設定を基にした検索設定の作成, 172 ページ
• 検索設定の保存, 172 ページ
• 検索設定の編集, 173 ページ
• 検索設定の名前の変更, 173 ページ
• 検索設定の削除, 174 ページ
• 空のフォルダの削除, 174 ページ

概要
レポートを生成するには、3 種類の検索設定のいずれかを実行します。 検索設定を絞り込むには、
期間およびフィルタを指定します。

手順
ステップ 1

[レポート] タブをクリックして、[レポート] メニューを表示します。

ステップ 2

[レポート] メニューの [検索] をクリックします。

ステップ 3

作成する検索設定のタイプに対応するタブをクリックします。 タブの種類は次のとおりです。
• 検索
• 時系列分析
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• 詳細検索

標準検索設定の作成
手順
ステップ 1

期間を選択します。

ステップ 2

必要に応じてフィルタを追加します。

ステップ 3

[プライマリ属性の先頭表示件数] ボックスに、表示するプライマリ属性の数を 1 ～ 20,000 の範囲
で入力します。

ステップ 4

プライマリ属性の一覧で、プライマリ属性を選択します。

ステップ 5

プライマリ並べ替えメトリックの一覧で、プライマリ並べ替えメトリックを選択します。 選択可
能なメトリックは次のとおりです。
• 名前
• 帯域幅
• 閲覧時間
• 受信バイト数
• 送信バイト数
• ヒット件数

ステップ 6

プライマリ並べ替え順序を変更するには、そのリンクをクリックします。 このリンクの表示内容
は、現在設定されている順序を意味します。 [降順] と表示されている場合は、先頭の n 個の検索
結果が表示されます。 [昇順] と表示されている場合は、末尾の n 個の検索結果が表示されます。

ステップ 7

セカンダリ属性条件を無効にするには、チェックボックスをオフにします。セカンダリ属性条件
を有効にするには、チェック ボックスをオンにし、以下を実行します。
a) [最初の] ボックスに、表示するセカンダリ属性の数を 1 ～ 20,000 の範囲で入力します。
b) セカンダリ属性の一覧で、セカンダリ属性を選択します。
c) セカンダリ並べ替えメトリックの一覧で、セカンダリ並べ替えメトリックを選択します。
d) セカンダリ並べ替え順序を変更するには、そのリンクをクリックします。
[プライマリ属性の先頭表示件数] ボックスおよび [最初の] ボックスに入力した値の積
は、20,000 以下でなければなりません。
[検索を開始] をクリックします。 生成されたレポートが、このボタンの下に表示されます。
（注）

ステップ 8
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時系列分析検索設定の作成
手順
ステップ 1

期間を選択します。

ステップ 2

必要に応じてフィルタを追加します。

ステップ 3

[表示] リストで、表示する属性の数を選択します（1 ～ 12）。

ステップ 4

属性の一覧で属性を選択します。

ステップ 5

並べ替えメトリックの一覧で、並べ替えメトリックを選択します。 選択可能なメトリックは次の
とおりです。
• 名前
• 帯域幅
• 閲覧時間
• 受信バイト数
• 送信バイト数
• ヒット件数

ステップ 6

並べ替え順序を変更するには、そのリンクをクリックします。

ステップ 7

[検索を開始] をクリックします。 生成されたレポートが、このボタンの下に表示されます。

詳細検索設定の作成
手順
ステップ 1

期間を選択します。

ステップ 2

必要に応じてフィルタを追加します。

ステップ 3

レポートに含める属性を 1 ～ 15 個の範囲で選択します。 デフォルトの属性は、[タイムスタン
プ]、[カテゴリ]、[グループ]、[ホスト]、[内部 IP]、[パス]、[クエリ]、[ルールアクション]、およ
び [ユーザ] です。 属性を 1 つ以上追加するには、次の手順を実行します。
a) [列の追加/削除] リンクをクリックします。
b) 属性の一覧で属性を 1 つ以上選択します。

Cisco ScanCenter アドミニストレータ ガイド バージョン 5.2
OL-22629-06

169

詳細検索設定の作成

属性を削除するには、その属性の上にマウス ポインタを置き、削除アイコンをクリックしま
す。 または、[列の追加/削除] リンクをクリックし、削除する属性を 1 つ以上選択します。 な
お、[タイムスタンプ] 属性は削除できません。
ステップ 4

並べ替えの基準にする属性をクリックします。 選択されている属性をクリックすると、昇順/降順
が切り替わります。昇順/降順は三角形マークで示されます。

ステップ 5

レポート内での列の順序を変更するには、属性をドラッグ アンド ドロップします。 デフォルト
の順序のままにすると、[タイムスタンプ] が並べ替えの基準として使用されます。

ステップ 6

[検索を開始] をクリックします。 生成されたレポートが、このボタンの下に表示されます。

許可トラフィック
許可トラフィックレポートを基にして詳細レポートを作成することもできます。許可トラフィッ
ク レポートでは、ある 1 日間に発生したすべての許可トラフィックがカテゴリ別に表示されま
す。 各種のフィルタ カテゴリに対する時間列に、セキュリティ リスクが色別のアイコンで表示
されます。アイコンの色分けの意味は次のとおりです。
• 赤 — セキュリティ リスク高
• 黄 — セキュリティ リスク中
• 緑 — セキュリティ リスク低

手順
ステップ 1

[レポート] タブをクリックして、[レポート] メニューを表示します。

ステップ 2

[レポート] メニューの [許可トラフィック] をクリックします。

ステップ 3

[タイプ] ドロップダウン リストで、フィルタ タイプを選択します。
• ユーザ
• グループ
• 内部 IP

ステップ 4

[Date（日付）] のボックスに日付を直接入力するか、または、カレンダー アイコンをクリックし
て日付を選択します。

ステップ 5

[User/Group/IP（ユーザ/グループ/IP アドレス）] ボックスに、ユーザ名、グループ名、または内部
IP アドレスを入力します（例：default）。

ステップ 6

[検索] をクリックして、レポートを表示します。

ステップ 7

アイコンをクリックすると、セキュリティ リスクに関する詳細レポートが表示されます。

Cisco ScanCenter アドミニストレータ ガイド バージョン 5.2
170

OL-22629-06

ユーザ監査レポート

CSV 形式の詳細レポートのダウンロード
詳細レポートを CSV 形式でダウンロードすると、そのレポートを表計算ソフトウェアで開くこと
ができます。

手順
ステップ 1

レポートを表形式で表示します。

ステップ 2

CSV アイコンをクリックして、レポートをダウンロードします。

ユーザ監査レポート
ユーザ監査レポートは、特定のユーザに関する詳細な情報を提供します。 このレポートにスケ
ジュールを設定したり、複合レポートに追加したりすることはできません。 ただし、他のレポー
トと同様、PDF 形式または CSV 形式でエクスポートできます。

手順
ステップ 1

[レポート] タブをクリックして、[レポート] ページを表示します。

ステップ 2

[レポート] メニューで、[ユーザ監査] をクリックします。

ステップ 3

[ユーザ] にユーザの IP アドレスまたはユーザ名全体を入力します。

ステップ 4

[検索を開始] をクリックします。
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定義済み検索設定を基にした検索設定の作成
手順
ステップ 1

[レポート] タブをクリックして、[レポート] ページを表示します。

ステップ 2

レポートを表示します。

ステップ 3

レポート条件を編集します。

ステップ 4

[検索を開始] をクリックします。

検索設定の保存
検索を実行してレポートを生成したときに、その検索条件を後で使用できるように保存しておく
ことができます。

手順
ステップ 1

[保存] をクリックします。 検索設定のコピーを保存する場合は、[名前を付けて保存] をクリック
します。 [現在の設定を使用して新しいレポートを作成します] ダイアログ ボックスが表示されま
す。

ステップ 2

デフォルト名を使用しない場合は、[レポートのタイトルを選択] ボックスに、検索設定の名前を
256 文字以内で入力します。 デフォルト名を使用する場合は、[デフォルト名を使用] チェックボッ
クスをオンにします。この場合、チェック ボックスの横に表示されている名前が使用されます。

ステップ 3

既存のフォルダに保存する場合は、[Choose an existing folder from the list（一覧で既存のフォルダ
を選択）] ドロップダウン リストでフォルダを選択します。 新しいフォルダを作成する場合は、
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[新規フォルダの作成] チェックボックスをオンにして、フォルダ名を 256 文字以内で入力します。
デフォルト値（フォルダーなし）を選択した場合、検索設定は最上位フォルダに保存されます。
ステップ 4

[送信] をクリックして、検索設定を保存します。 検索設定の保存を中止する場合は、[ウィンドウ
を閉じる] をクリックします。

検索設定の編集
手順
ステップ 1

検索を実行します。

ステップ 2

検索条件を編集します。

ステップ 3

[保存] をクリックして変更を適用します。 または、[名前を付けて保存] をクリックし、修正した
検索を新しい名前で保存します。
（注）
定義済み検索設定や複合レポートの構成要素となっている検索設定を置き換えることは
できません。 これらの検索設定を編集した場合は、新しい名前で保存する必要があり
ます。

検索設定の名前の変更
手順
ステップ 1

[レポート] タブをクリックして、[レポート] ページを表示します。 または、[レポート] メニュー
の [レポート] をクリックします。

ステップ 2

名前を変更する検索設定がフォルダ内にある場合は、そのフォルダをクリックして検索設定を表
示します。

ステップ 3

名前の変更アイコンをクリックします。

ステップ 4

[新しい名前の入力] ボックスに新しい名前を入力し、Enter キーを押します。 検索設定の名前の変
更を中止する場合は、X アイコンをクリックします。
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検索設定の削除
手順
ステップ 1

[レポート] タブをクリックして、[レポート] ページを表示します。 または、[レポート] メニュー
の [レポート] をクリックします。

ステップ 2

削除する検索設定がフォルダ内にある場合は、そのフォルダをクリックして検索設定を表示しま
す。

ステップ 3

[削除] アイコンをクリックします。 操作を確認するダイアログ ボックスが表示されます。

ステップ 4

このダイアログ ボックスで [OK] をクリックし、検索設定を削除します。 検索設定の削除を中止
する場合は、[キャンセル] をクリックします。
（注）
複合レポートの構成要素となっている検索設定は、削除できません。 このような場合
は、まず複合レポートからその検索設定を削除する必要があります。 定義済み検索設
定は、削除できません。

空のフォルダの削除
手順
ステップ 1

[レポート] タブをクリックして、[レポート] ページを表示します。 または、[レポート] メニュー
の [レポート] をクリックします。

ステップ 2

[削除] アイコンをクリックします。 操作を確認するダイアログ ボックスが表示されます。

ステップ 3

このダイアログ ボックスで [OK] をクリックし、フォルダを削除します。 フォルダの削除を中止
する場合は、[キャンセル] をクリックします。
（注）
空でないフォルダは削除できません。 この場合は、まず保存されている検索設定をフォ
ルダから削除する必要があります。
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複合レポート
• 複合レポートの作成, 175 ページ
• 複合レポートのダウンロード, 176 ページ
• 複合レポートの編集, 177 ページ
• 複合レポートの削除, 177 ページ

複合レポートの作成
複合レポートを使用すると、複数の検索設定の内容を結合して 1 つのレポートを生成することが
できます。 また、定義済み検索設定と独自に作成した検索設定を組み合わせることもできます。
複合レポートでは、最大 20 個の検索設定を結合できます。

手順
ステップ 1

[レポート] タブをクリックして、[レポート] メニューを表示します。

ステップ 2

[レポート] メニューの [複合レポート] をクリックします。

ステップ 3

[複合レポートの作成] タブをクリックします。
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ステップ 4

[複合レポート名] フィールドに複合レポートの名前を入力します。

ステップ 5

複合レポートに含める検索設定ごとに、次の手順を実行します。
a) [含めるレポート] ドロップダウン リストで、検索設定を選択します。
b) [追加] をクリックします。
検索設定の表示順序を変更するには、次の手順を実行します。
a) [レポート] テーブルで検索設定をクリックします。
b) 上に移動および下へ移動アイコンを使用して、検索設定の位置を変更します。
複合レポートから検索設定を削除するには、削除アイコンをクリックします。

ステップ 6

必要に応じてフィルタまたはフィルタ セットを追加します。

ステップ 7

[複合レポートの作成] をクリックし、複合レポートを保存します。

複合レポートのダウンロード
手順
ステップ 1

[レポート] タブをクリックして、[レポート] メニューを表示します。

ステップ 2

[レポート] メニューの [複合レポート] をクリックします。

ステップ 3

[複合レポートの管理] タブをクリックします。

ステップ 4

期間を選択します。

ステップ 5

[ダウンロード] 列のアイコンをクリックして、PDF 形式の複合レポートをダウンロードします。
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複合レポートの編集
手順
ステップ 1

[レポート] タブをクリックして、[レポート] メニューを表示します。

ステップ 2

[レポート] メニューの [複合レポート] をクリックします。

ステップ 3

[複合レポートの管理] タブをクリックします。

ステップ 4

編集する複合レポートの編集アイコンをクリックします。

ステップ 5

編集が完了したら、[変更内容を保存] をクリックして変更内容を保存します。

複合レポートの削除
手順
ステップ 1

[レポート] タブをクリックして、[レポート] メニューを表示します。

ステップ 2

[レポート] メニューの [複合レポート] をクリックします。

ステップ 3

[複合レポートの管理] タブをクリックします。

ステップ 4

削除する複合レポートの削除アイコンをクリックします。操作を確認するダイアログボックスが
表示されます。
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スケジュール設定済みレポート
レポートのスケジュールを設定することにより、特定の受信者にレポートをメールで送信するこ
とができます。 レポートのスケジュールを設定するには、あらかじめ、少なくとも 1 人の受信
者を含むメール グループを作成しておく必要があります。 スケジュールを設定できるレポート
の数には上限があり、通常は 75 個です。 スケジュール設定済みレポートが上限数に達している
かどうかを判定する際には、複合レポート内の各レポートは個別のレポートとしてカウントされ
ます。

注
意

検索結果にフィルタを適用しているユーザ、および、非表示属性を設定しているユーザは、レ
ポートをスケジュールできません。 ただし、スケジュール設定されたレポートにはユーザレ
ベルの制限が適用されないため、このようなレポートを受け取ったユーザはレポートの全文を
読むことができます。
• メール グループ, 179 ページ
• メール受信者, 180 ページ
• スケジュール設定されたレポートの作成, 181 ページ
• スケジュール設定されたレポートの編集, 183 ページ
• スケジュール設定されたレポートの削除, 184 ページ

メール グループ
メール グループを作成することにより、スケジュール設定されたレポートを受信者のグループに
送信できます。
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メール グループの作成
手順
ステップ 1

[レポート] タブをクリックして、[レポート] メニューを表示します。

ステップ 2

[レポート] メニューの [受信者] をクリックします。

ステップ 3

[グループ] ボックスにグループ名を入力します。

ステップ 4

[新規グループの作成] をクリックします。

メール グループの削除
手順
ステップ 1

[レポート] タブをクリックして、[レポート] メニューを表示します。

ステップ 2

[レポート] メニューの [受信者] をクリックします。

ステップ 3

削除するグループの [グループの削除] アイコンをクリックします。
注意
削除してもよいかどうかを確認するダイアログ ボックスは表示されません。 削除したグ
ループを元に戻すことはできません。

メール受信者
スケジュール設定されたレポートは、メール受信者のグループに送信されます。 1 人の受信者に
だけレポートを送信するには、その受信者しか含んでいないグループを作成する必要があります。
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メール受信者の作成
手順
ステップ 1

[レポート] タブをクリックして、[レポート] メニューを表示します。

ステップ 2

[レポート] メニューの [受信者] をクリックします。

ステップ 3

受信者を追加するグループをクリックします。

ステップ 4

[Recipients for（受信者）] の先頭のボックスに、メール アドレスの前半部を入力します。

ステップ 5

@ の後ろのボックスの一覧で、電子メール アドレスの後半部分を選択します。 この一覧には、貴
社で有効な電子メール ドメインだけが表示されます。

ステップ 6

[受信者の追加] をクリックします。

メール受信者の削除
手順
ステップ 1

[レポート] タブをクリックして、[レポート] メニューを表示します。

ステップ 2

[レポート] メニューの [受信者] をクリックします。

ステップ 3

削除する受信者が含まれているグループをクリックします。

ステップ 4

削除する受信者の [受信者の削除] アイコンをクリックします。
注意
削除してもよいかどうかを確認するダイアログ ボックスは表示されません。 削除した受
信者を元に戻すことはできません。

スケジュール設定されたレポートの作成
手順
ステップ 1

[レポート] タブをクリックして、[レポート] メニューを表示します。

ステップ 2

[レポート] メニューの [スケジュール設定されたレポート] をクリックします。

ステップ 3

[スケジュール設定されたレポートの作成] タブをクリックします。
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ステップ 4

[Create Report Schedule（レポート スケジュールを作成）] 領域の [スケジュールされたレポート名]
フィールドに、スケジュール設定するレポートの名前を入力します。 [配信スケジュール] 領域で、
次のいずれかをクリックして、レポートの実行タイミングを設定します。
• [毎日]—1 日に 1 回配信
• [毎週]—1 週間に 1 回、指定曜日に配信
• [Monthly]—1 ヵ月に 1 回、1 日に配信
• [Four weekly（4 週間ごと）]—4 週間に 1 回、指定曜日に配信
レポートには、レポート実行の直前の日の深夜 0 時までのデータが含まれ、データの期間は次の
ようになります。
• [毎日] の場合は、前日の 24 時間のデータが含まれます。
• [毎週] の場合は、過去 7 日間のデータが含まれます。
• [Monthly] の場合は、前月のデータが含まれます。
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• [Four weekly（4 週間ごと）] の場合は、過去 28 日間のデータが含まれます。
ステップ 5

配信スケジュールとして [毎週] または [Four weekly（4 週間ごと）] を選択した場合は、レポート
を実行する曜日を選択する必要があります。 [スケジュール曜日] ドロップダウン リストで、曜日
を選択します。

ステップ 6

[タイムゾーン] でタイムゾーンを選択します。 選択したタイムゾーンによって、レポートにおけ
る 1 日の開始時刻が決まります。

ステップ 7

[宛先（受信者グループ）] ドロップダウン リストで、グループを選択します。

ステップ 8

[E メールの内容] 領域の [件名] ボックスに、生成される電子メールの件名を入力します（例：
Monthly bandwidth report（月次帯域幅レポート））。

ステップ 9

[メッセージ] ボックスにメッセージを入力します（例：Report attached（添付のレポートをご参照
ください。））。

ステップ 10

[レポート] ドロップダウン リストで、定義済みレポート、保存済みレポート、または複合レポー
トを選択します。

ステップ 11

[パスワードの入力] および [パスワードの確認] フィールドにパスワードを入力し、生成される
PDF 用のパスワードを設定します。

ステップ 12

[変更内容を保存] をクリックして、スケジュール設定されたレポートを保存します。

スケジュール設定されたレポートの編集
手順
ステップ 1

[レポート] タブをクリックして、[レポート] メニューを表示します。

ステップ 2

[レポート] メニューの [スケジュール設定されたレポート] をクリックします。

ステップ 3

[スケジュール設定されたレポートの管理] タブをクリックします。

ステップ 4

編集する複合レポートの編集アイコンをクリックします。

ステップ 5

編集が完了したら、[変更内容を保存] をクリックして変更内容を保存します。
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スケジュール設定されたレポートの削除
手順
ステップ 1

[レポート] タブをクリックして、[レポート] メニューを表示します。

ステップ 2

[レポート] メニューの [スケジュール設定されたレポート] をクリックします。

ステップ 3

[スケジュール設定されたレポートの管理] タブをクリックします。

ステップ 4

削除するスケジュール設定されたレポートの削除アイコンをクリックします。 スケジュール設定
されたレポートを削除するかどうかを確認するメッセージが表示されます。
（注）
スケジュール設定されたレポートを削除しても、元のレポートおよびメール グループ
は削除されません。
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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, 188 ページ
• 脅威の症状, 192 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, 193 ページ
• Web Flows（Web フロー）, 196 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。

• 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）。
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◦ 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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付録

A

シスコのセキュリティ アプライアンスとの
統合
• 概要 , 199 ページ
• Web セキュリティ アプライアンス, 199 ページ

概要
Cisco Cloud Web Security は、リリース 9.0 以降が稼働する Cisco ASA 5500 シリーズ適応型セキュ
リティ アプライアンスおよび Cisco ISR G2 シリーズのサービス統合型ルータで直接サポートされ
ています。 さらに、Cisco Web セキュリティ アプライアンスは Cloud Web Security と併用するよ
うに構成できます。 Cloud Web Security と ASA および ISR アプライアンスを構成する方法の詳細
については、アプライアンスのマニュアルを参照してください。

ヒント

サービスが正常に動作しているかどうかをテストするには、http://www.eicar.org にアクセスし、
Anti-Malware Testfile（マルウェア対策用テストファイル）をダウンロードしてください。 正
常に動作していれば、ブロック メッセージが表示されます。

Web セキュリティ アプライアンス
Cisco Web セキュリティ アプライアンス（WSA）の設定を編集することにより、ユーザ名、内部
IP アドレス、およびドメイン グループを PIM 経由で Cisco Cloud Web Security に送信することが
できます。その際、エンドユーザ側での変更作業は不要です。このように設定する方法はいくつ
かありますが、明示的プロキシ、PAC ファイル、または WPAD を使用することを推奨します。
Cisco Web セキュリティ アプライアンスはネットワーク レベルのプロキシであり、ネットワーク
ベースのクライアントに対して透過的なリダイレクトを可能にします。その際、Cisco Cloud Web
Security Connector などのエージェントが別途必要になることはありません。
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（注）

スキャン機能および WSA の追加機能を無効にする必要があります。 ただし、キャッシュ機能
は有効にすることができます。 WSA をトランスペアレント モードで使用する場合、ユーザ
グラニュラリティは HTTP トラフィックについてのみ利用できます。 HTTPS トラフィックを
Cisco Cloud Web Security に渡すには、HTTPS トラフィック検査機能を有効にする必要があり
ます。ただし、この検査がお客様の法域で合法である場合に限ります。

アップストリーム プロキシの設定
手順
ステップ 1

WSA で、[Network（ネットワーク）] > [Upstream Proxies（上位プロキシ）] とクリックします。

ステップ 2

[グループの追加] をクリックします。

ステップ 3

[名前] フィールドに「WebSecurity」と入力します。

ステップ 4

[Proxy Servers（プロキシ サーバ）] 領域の [Proxy Address（プロキシ アドレス）]、[ポート]、
[Reconnection Attempts（再接続試行可能回数）] 列のボックスに、各 Cisco Cloud Web Security のプ
ロキシ サーバのアドレス、ポート、再接続試行回数をそれぞれ入力します（これらの情報はプロ
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ビジョニング メールに記載されています）。 通常、ポートには 8080、再接続試行可能回数には
2 と入力します。
ステップ 5

[Load Balancing（ロード バランシング）] ドロップダウン リストで、方法を選択します。 通常は
[None（Failover）（なし（フェールオーバー））] を選択します。

ステップ 6

[Failure Handling（失敗のハンドリング）] をクリックし、Cisco Cloud Web Security のプライマリ
プロキシとセカンダリ プロキシが両方とも使用不能になった場合の要求処理方法を選択します。
[Drop requests（要求を破棄する）] をクリックします。

ステップ 7

[送信] をクリックして変更を適用します。 または、[キャンセル] をクリックして変更を破棄しま
す。

ステップ 8

[Commit Changes（変更内容を確定）] をクリックします。

ルーティング ポリシーの設定
手順
ステップ 1

WSA で、[Web Security Manager（Web セキュリティ マネージャ）] > [Routing Policies（ルーティ
ング ポリシー）] をクリックします。

ステップ 2

デフォルトのルーティング ポリシーを編集し、[Upstream Proxy Group（アップストリーム プロキ
シ グループ）] ボックスの一覧で [WebSecurity] を選択します。

ステップ 3

[送信] をクリックして変更を適用します。 または、[キャンセル] をクリックして変更を破棄しま
す。
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CLI での設定
手順
ステップ 1

CLI にログインし、advancedproxyconfig と入力します。

ステップ 2

パラメータ グループ選択プロンプトで caching と入力します。

ステップ 3

キャッシュ オプション プロンプトで 4 と入力し、[Customized Mode（カスタマイズされたモー
ド）] を選択します。

ステップ 4

Time in seconds after which an explicit IMS Refresh request must be issued（明示的な IMS 更新要求を
発行するまでの時間（単位：秒））を入力するためのプロンプトが表示されるまで、デフォルト
値をそのまま受け入れます。

ステップ 5

0 と入力します。

ステップ 6

commit と入力して変更内容を確定し、変更内容の説明を入力します。
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A
Active Directory
Microsoft Windows ネットワーク オペレーティング システム用のディレクトリ サービス。
adware（アドウェア）
「スパイウェア」を参照。
antivirus（ウイルス対策ソフトウェア）
マルウェアをブロックすることを目的としたクライアント ソフトウェア。
API
アプリケーション プログラミング インターフェイス（Application Programming Interface）。
ソフトウェア アプリケーションと他のプログラムが連携できるようにするインターフェイ
ス。
ASCII
American Standard Code for Information Interchange（米国規格協会情報交換標準コード）の略。
95 種類の印刷可能文字（10 進数値で 32 ～ 126）を含む 7 ビット コード。
AUP
Acceptable Use Policy（アクセプタブル ユース ポリシー）の略。 ユーザにインターネットへ
の接続を許可する際の条件。
authentication key（認証キー）
ユーザの認証に使用するキー。通常はグループで、または組織全体で使用されます。 Cisco
ScanCenter では「会社（組織）」、「グループ」、および「ユーザ」キーを作成できます。
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B
bandwidth（帯域幅）
送受信されるバイト数の合計。
block record（ブロック レコード）
ユーザがブロックされている Web サイトに接続しようとするとデータベースに作成される
レコード。
botnet（ボットネット）
感染したコンピュータのグループ。通常はスパムの送信に使用される。 「DDoS」、「スパ
ム」も参照。

C
cross site scripting（クロス サイト スクリプティング）
コンピュータ セキュリティの脆弱性の一種で、動的に生成された Web ページが悪用される
もの。 Cross Site Scripting（XSS; クロス サイト スクリプティング）攻撃では、攻撃者が Web
アプリケーションにスクリプトを送信し、疑いを持たないユーザがそのアプリケーションを
参照したときに攻撃が行われます。 XSS 攻撃の主な標的は、検索エンジンの入力ボックス、
オンライン フォーラム、ソーシャル ネットワーキング サイト、および公開ブログです。
XSS 攻撃が開始されると、攻撃者はユーザ設定情報の変更、アカウントの乗っ取り、Cookie
への悪質なコード挿入、SSL 接続の暴露、制限されているサイトへのアクセス、偽広告の表
示などを実行できます。
CSV
Comma Separated Values（カンマ区切り値）の略で、ファイル形式の一種。 主に、表計算ソ
フトウェアで利用するデータをエクスポートする際に使用されます。

D
DDoS
Distributed Denial of Service（分散型サービス拒否）の略。 分散型の DoS 攻撃。 「DoS」も
参照。
Denial of Service（サービス拒否）
「DoS」を参照。
desktop security agent（デスクトップ セキュリティ エージェント）
クライアント コンピュータ上でマルウェアが実行されるのを阻止するソフトウェア。
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DHCP
ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル（Dynamic host configuration
protocol）。 IP アドレスを動的に割り当てるソリューション。
DLP
Data Loss Prevention（情報漏えい対策）の略。 データが社内ネットワークから流出するのを
防止するソフトウェア。
DNS
ドメイン ネーム システム コンピュータやネットワーク サービスに名前を付けるシステム
で、ドメイン階層に整理されている。
domain name（ドメイン名）
IP アドレスに対応付けられている、人間が読める形式の名前。
DoS
Denial of Service（サービス拒否）の略。 攻撃の一種で、本来の利用者がコンピュータ リソー
スを利用できないようにするもの。 主な標的は、注目度の高い Web サーバです。DoS 攻撃
の狙いは、ホストされている Web ページをインターネット上で利用できないようにするこ
とです。 Internet Architecture Board（IAB; インターネット アーキテクチャ委員会）が指摘し
ているように、DoS 攻撃は、インターネットの適正利用指針に違反するコンピュータ犯罪で
す。 DoS 攻撃は 2 種類に大別されます。1 つ目は、標的コンピュータのリソースを強制的に
リセットまたは消費し、本来のサービスを提供できないようにするものです。 2 つ目は、対
象ユーザと標的コンピュータの間で通信をしにくくするものです。

E
egress IP address（出力 IP アドレス）
出力フィルタリングを使用している場合に、インターネット接続を許可されている IP アド
レス。
exception（例外）
ポリシーの適用対象外である Web サイト。
exploit（エクスプロイト）
バグ、欠陥、または脆弱性を悪用する、ソフトウェア、データ チャンク、または一連のコ
マンド。エクスプロイトの目的は、コンピュータ システムを制御すること、権限を昇格さ
せること、DoS 攻撃を可能にすることなどです。 「DoS」も参照。
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F
firewall（ファイアウォール）
インターネット トラフィックが通過できるポートを制限するもの。 これらには、Windows
ファイアウォールなどのパーソナル ファイアウォールのほか、Cisco ASA などのエンタープ
ライズ ファイアウォールがあります。

G
GPO
Group Policy Object（グループ ポリシー オブジェクト）の略。 GPO により、Windows シス
テム管理者はユーザのコンピュータにポリシーを送り込めます。
group（グループ）
ユーザ アカウントの集まり。 LDAP グループや Active Directory グループ、カスタム グルー
プを指すこともあります。 「LDAP」も参照。

H
HTTPS
Hypertext Transfer Protocol Secure の略。 HTTP と暗号化プロトコルを組み合わせたものです。

I
identity theft（個人情報盗用）
ある個人の個人情報を、本人以外の誰かが主に金銭目的で、不正な方法によって取得または
使用すること。 また、犯罪者が被害者の身元を乗っ取らずに本人のふりをする場合は「な
りすまし」とも言います。
ingress IP address（入力 IP アドレス）
トラフィックがネットワークに入る際に通過する IP アドレス。
ISA Server
Forefront Threat Management Gateway を含む Microsoft Internet Security and Acceleration Server
ファミリー製品の一般名。

J
JavaScript
ECMA Script スクリプト言語の実装で、Web ブラウザで広く使われている。 Microsoft Internet
Explorer では JScript という独自の実装が使用されています。
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K
keyword（キーワード）
検索対象を絞り込む目的で使用する単語。

L
LAN
ローカル エリア ネットワーク。 一般的には、ファイアウォールやゲートウェイ デバイスを
通してインターネットに接続されている企業イントラネットを指します。
LDAP
Lightweight Directory Access Protocol の略。 ディレクトリにある情報にアクセスできるよう
にする標準。

M
malware（マルウェア）
所有者の同意なしにコンピュータ システムに侵入、または損害を与えることを目的とした
ソフトウェア。 コンピュータ ウイルス、ワーム、トロイの木馬、スパイウェア、アドウェ
アなど、悪意のあるソフトウェアや迷惑なソフトウェアの総称です。 「スパイウェア」、
「トロイの木馬」、「ウイルス」、「ワーム」も参照。

N
normalized（正規化データ）
標準化されたデータ。正規化の例としては、すべての大文字を小文字に変換する、などがあ
ります。
NTLM
NT LAN Manager の略。 Microsoft セキュリティ プロトコルのスイート。

O
OCC
Outbound Content Control（発信側コンテンツ制御）の略。 社会保障番号、知的財産、クレ
ジット カード情報などの機密情報がネットワークから流出するのを防ぐ Cisco Cloud Web
Security の機能。
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P
PAC
Proxy Auto-Config（プロキシ自動設定）の略。 PAC ファイルは Web ブラウザがプロキシ設
定を判断するために使用する JavaScript ファイルです。 ローカルに、またはリモートに（ホ
ステッド PAC）保存できます。
password（パスワード）
最もよく使われているユーザ認証方法。 優れたパスワードとは、覚えやすく、推測されに
くいパスワードです。 多数のパスワードを覚えなければならないユーザにとって、またパ
スワード推測アルゴリズムが進歩している中、優れたパスワードの選択はますます難しく
なっています。 アプリケーションによっては、パスワードに大文字と小文字を必ず使用す
る、数字を 1 つ以上入れる、英数字以外の文字を入れるなどの条件や最低文字数を規定して
いるものもあります。 しかし、ユーザは Passw0rd$ などのように、最初の文字を大文字に
し、文字の代わりに数字を使い、英数字以外の文字はパスワードの末尾に付けることが多
く、文字数も最低文字数として指定されている文字数にする傾向があります。このため、8
文字の英単語に対して、よくありがちな置き換えを行い、英数字以外の文字を前後に付けて
試していけばパスワードはアルゴリズムで簡単に推測できます。 最低でも、辞書にある単
語はパスワードに使わないようにユーザに指示してください。
PDF
Portable Document Format（ポータブル ドキュメント フォーマット）の略。 アドビ システム
ズ社が開発した PostScript ベースの電子ファイル形式。
phishing（フィッシング）
フィッシング攻撃者は電子通信において、信頼のある個人や企業を装うことにより、パス
ワードやクレジット カードの詳細などの機密情報を不正な方法で取得しようとします。
フィッシングでは通常、電子メールやインスタント メッセージを使用して偽の Web ページ
に誘導し、機密情報を取得します。 「ソーシャル エンジニアリング」も参照。
public-private key pair（公開キー/秘密キー ペア）
公開キー暗号方式では、キーのペアが使用されます。そのうち秘密キーだけを非公開にする
必要があります。 公開キーで暗号化されたデータは、秘密キーでのみ復号できます。
proxy（プロキシ）
ネットワーク トラフィックをリダイレクトするサーバ。

Q
クォータ
Cisco Cloud Web Security Connector を使用して Cisco Cloud Web Security に接続するユーザの
Web アクセスの時間を制限する方法。
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R
regular expression（正規表現）
文字列の集合を 1 つの文字列で表現する方法の一種。
rootkit（ルートキット）
コンピュータまたはコンピュータ ネットワークに管理者レベルでアクセスできるようにす
るためのツール群。 一般にルートキットは、最初に既知の脆弱性を悪用したりパスワード
を解読したりしてユーザ レベルのアクセス権限を取得した後に、コンピュータにインストー
ルされます。 ルートキットがインストールされると、攻撃者は、侵入を隠蔽し、そのコン
ピュータに「root」または特権ユーザとしてアクセスできるようになります。ネットワーク
上の他のコンピュータにアクセスできる場合もあります。 ルートキットには、スパイウェ
ア、トラフィックやキー入力を監視するプログラム、ハッカー用の「裏口（バックドア）」
をシステム内に作成するプログラム、ログ ファイルの内容を改ざんするプログラム、ネッ
トワーク上の他のコンピュータを攻撃するプログラム、既存のシステム ツールを改ざんし
て検出を免れるプログラムなどが含まれる場合があります。
RSA
公開キー暗号方式用のアルゴリズムの一種。

S
SAML
Security Assertion Markup Language の略。 SAML は異なるセキュアなネットワーク（セキュ
リティ ドメインとも呼ばれます）間で認証および許可データを交換するための XML ベース
の標準です。
security（セキュリティ）
情報セキュリティとは、データの機密性、完全性、可用性を保証することを意味します。
機密性は不正なアクセスにより損なわれます。 完全性は不正な改ざんにより損なわれます。
可用性はデータにアクセスすることが認められている人がアクセスできなくなった場合に損
なわれたと言えます。 セキュリティに対する脅威にはソフトウェア障害や自然災害も含ま
れます。関連するすべてのリスクを考慮したセキュリティ ポリシーを用意しておくことが
重要です。
session hijacking（セッション ハイジャック）
有効なセッション キーを悪用して、コンピュータ システム上の情報やサービスに不正アク
セスすること。 セッション ハイジャックを防止するため、セッション キーは通常、ランダ
ム化および暗号化されています。 攻撃が成功するためには、標的が telnet、rlogin、FTP など
の非暗号化 TCP/IP ユーティリティを使用している必要があります。 攻撃者は、ユーザが認
証されるまで待ってからセッション ハイジャックができるので、DES カードやその他のトー
クン ベースのセカンダリ認証を使用しても、防御には役立ちません。
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social engineering（ソーシャル エンジニアリング）
正規ユーザを巧みに操って機密情報を取得すること。 ソーシャル エンジニアリング使用者
は、主に電話やインターネットを使用して人をだまして、機密情報を聞き出します。 そう
することで、コンピュータのセキュリティ ホールを悪用するのではなく、人の言葉を信用
するという人間本来の性向を悪用します。 ユーザがセキュリティ上の弱点になりうること
は周知の事実です。これにより、ソーシャル エンジニアリングが可能になります。 「フィッ
シング」も参照。
spam（スパム）
迷惑な商用メール。
spoofing（スプーフィング）
ユーザの身元情報、メール アカウント、IP アドレスなどを隠蔽して何らかの処理を行うた
めのさまざまな方法。
spyware（スパイウェア）
アドウェアやスパイウェアは通常、ユーザの知らないうちにインストールされ、また、削除
が困難です。 スパイウェアの主な動作は、ユーザの行動情報の伝達、ポップアップ広告の
表示、Web 要求の乗っ取りなどです。
Squid
オープン ソースのプロキシ サーバおよび Web キャッシュ デーモン。
subnet（サブネット）
分割された IPv4 ネットワークの一部分。

T
TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol（伝送制御プロトコル/インターネット プロトコ
ル）の略。 LAN および WAN 環境をつなぐ大規模なインターネットワーク向けに設計され
た業界標準のプロトコル スイート。
transparent proxy（透過型プロキシ）
ネットワークインフラの一要素として実装されるプロキシ。ポート80を通過するトラフィッ
クは自動的にプロキシに渡されます。Web ブラウザ側の設定作業は不要です。
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Trojan horse（トロイの木馬）
合法的なソフトウェアになりすました、または、合法的なソフトウェアに埋め込まれてい
る、悪意のあるプログラム。 この用語は、「トロイの木馬」というギリシャ神話に由来し
ています。 トロイの木馬は、疑いを持たないユーザには、便利に見えたりおもしろそうに
見えたりします（少なくとも無害に見えます）。しかし実際には、実行されると害を及ぼし
ます。

U
URL
Uniform Resource Locator（ユニフォーム リソース ロケータ）の略。
scheme://domain:port/path?query_string#fragment_id の形式でインターネット リソースの場所を
示す文字列。
user agent（ユーザ エージェント）
HTTP プロトコルを使用して通信を行う Web ブラウザなどのアプリケーション。 アプリケー
ションはユーザ エージェント文字列で自分自身を識別します。

V
virus（ウイルス）
生物界のウイルスのように自己増殖する悪意のあるプログラム。 ウイルスは破壊コードを
正常なコードに挿入し、ユーザ、ネットワーク、組織にさまざまな深刻な問題を引き起こし
ます。
VPN
Virtual Private Network（仮想プライベート ネットワーク）の略。 プライベート ネットワー
クやインターネットなどのパブリック ネットワークをつなぐポイントツーポイント接続。
vulnerability（脆弱性）
攻撃者が悪用することでシステムやシステムがホストしているデータやアプリケーションの
完全性、機密性、可用性を侵害できるようになる弱点。 脆弱性の原因としては、システム
内のバグや設計ミスなどがあります。 「セキュリティ」も参照。

W
web filtering（Web フィルタリング）
Web ページの内容を調査し、許可されている内容のみをユーザに表示するソフトウェアま
たはサービス。

Cisco ScanCenter アドミニストレータ ガイド バージョン 5.2
OL-22629-06

211

用語集

Windows service（Windows サービス）
Microsoft Windows 上でバックグラウンド サービスとして実行されるソフトウェア。
worm（ワーム）
コンピュータ ネットワークやセキュリティ ホールを悪用して自身のコピーを作成するソフ
トウェア。 ワームのコピーはネットワークをスキャンし、セキュリティ ホールがある他の
コンピュータを探します。 ワームは、セキュリティ ホールを悪用して別のコンピュータ上
に自身を複製し、そのコンピュータ上で再度スキャンと複製を開始します。
WPAD
Web Proxy Auto-Discovery（Web プロキシ自動発見）プロトコルの略。 プロキシ自動設定
（PAC）ファイルを自動的に見つけるために Web ブラウザが使用する方法。

X
XSS
「クロス サイト スクリプティング」を参照。

Y
you（あなた）
システム管理者。

Z
zero day exploit（ゼロデイ エクスプロイト）
セキュリティ更新プログラムがまだ公開されていない脆弱性を悪用するエクスプロイト。
zombie computer（ゾンビ コンピュータ）
マルウェアに感染しており、ユーザに通知せずに処理を実行するコンピュータ。 このよう
な乗っ取られたコンピュータは、ユーザが知らないうちに、スパムやポルノ コンテンツの
配信、DoS 攻撃に使用されます。 「DoS」、「マルウェア」も参照。
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