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概要
Cisco Stealthwatch では、Analytics ベータ版により、高度なイベント機能と UI ワークフローに
早期にアクセスして、手動構成が少なく済む新しく効果的なアラートを利用できます。Analytics 
ベータ版は、適切なロールをデバイスに割り当て、追加の検出機能を使用して収集されたデー
タとともにこの情報を利用して、最適化されたアラートを提供します。

Analytics ベータ版を有効にすると、展開内でベータ機能がオンになります。これらの追加機能
は、既存の検出機能およびインターフェイスと並行して機能します。シスコの新しい実験的な検
出機能とインターフェイス機能を活用しながら、アラーム、セキュリティイベント、Stealthwatch 
Web アプリケーションを引き続き監視できます。

Stealthwatch Web アプリケーションで Analytics アラートを開くと、システムがアラートを生成し
た原因となっている観測内容を確認できます。これらの観測内容から、関連するエンティティに
関する追加のコンテキスト（それらが送信したトラフィック、外部脅威インテリジェンス（利用可
能な場合）など）も確認できます。

Analytics ベータ版は、より多くのシステムリソースを消費します。このオプション機能を有効に
する前に、リソースの消費状況を確認してください。Analytics ベータ版の機能セットとその一般
提供は、特定のタイプの展開に限定されており、今後のリリースごとに変更される可能性があ
ります。詳細については、「システム要件」を参照してください。

Analytics ベータ版をご使用の際には、インライン フィードバック フォームを使用してフィード
バックをお寄せください。

[アラート（Alerts）] ダッシュボードの概要を開く

システムにデータストアが導入されている場合

 1. メインメニューで [Analyticsベータ版（Analytics Beta）] をクリックします。

 2. Analytics ベータ版をまだ有効にしていない場合は、ページの右上隅にある （[トグル
（Toggle）]）アイコンをクリックして表示を [有効（Enabled）] にします。

Analytics ベータ版を有効または無効にできるのは、管理者ユーザのみです。

システムがデータストアなしで展開されている場合

 1. Web ブラウザのアドレスバーに次の URL を入力します。

https:<your SW UI>/apps/swe-detections-reporting

 2. <your SW UI> を、現在の Stealthwatch Web アプリケーションの IP アドレスまたはアプラ
イアンスの完全修飾ドメイン名に置き換えます。

Analytics ベータ版のホームページ（[アラート（Alerts）] ダッシュボード）のオンライン
ヘルプトピックを表示するには、「[アラート（Alerts）] ダッシュボードの概要」を参照し
てください。

[アラート（Alerts）] ダッシュボードが開きます。
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システム要件
Analytics ベータ版を有効にするには、展開が次の要件を満たしている必要があります。

 l 1 つのフローコレクタに限定された従来の Stealthwatch 展開、または任意の数のフロー
コレクタを使用した仮想データストア展開であること。

 l 1 つの Stealthwatch ドメインのみを使用して設定されていること。

Analytics ベータ版を有効または無効にできるのは、管理者ユーザのみです。

システムがご使用の展開タイプに設定されている仕様に準拠していることを確認します。該当
する仕様に準拠していないシステムや、高負荷のシステムでは、パフォーマンス、信頼性、保
持機能に悪影響が及ぶ可能性があります。

次の質問を考慮してください。

質問 … 回答 ...

Stealthwatch 管理コンソール
（SMC）またはフローコレクタ
のデータベースがキャパシ
ティの 75% 以上を占めていま
すか。

Central Management を使用して次の操作を実行しま
す。

 1. [Appliance Manager] タブをクリックします。

 2. 該当するアプライアンスの [アクション
（Actions）] メニューをクリックします。

 3. [アプライアンス統計情報の表示（View 
Appliance Statistics）] をクリックします。

 4. [ディスク使用量（Disk Usage）] セクションを確認
します。

SMC またはフローコレクタの 
CPU 使用率またはメモリが
最大値に達していますか。

Central Management を使用して次の操作を実行しま
す。

 1. [Appliance Manager] タブをクリックします。

 2. 該当するアプライアンスの [アクション
（Actions）] メニューをクリックします。

 3. [アプライアンス統計情報の表示（View 
Appliance Statistics）] をクリックします。

 4. [システム（System）] セクションで、[メモリ合計
（Total Memory）]、[空きメモリ（Free 
Memory）]、および [負荷平均（Load Average）] 
の値を確認します（1 分間、5 分間、15 分間の
平均値を確認します）。

仮想展開の場合、システム
の展開は必要な仕様に準拠
していますか。

『Data Store Virtual Edition Deployment and 
Configuration Guide』を参照してください。
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質問 … 回答 ...

固有のホスト数/1 秒あたり
のフローにはどのような制
限がありますか（データスト
アを使用する展開の場
合）。

小規模展開（SMC：4 CPU、32GB RAM、125GB ディス
ク。フローコレクタ：10 CPU、64GB RAM、480GB ディ
スク）：

 l FPS 50K、固有内部ホスト 100K

この表の直後にある注記を参照してくださ
い。

中規模展開（SMC：8 CPU、64GB RAM、480GB ディス
ク。フローコレクタ：10 CPU、64GB RAM、480GB ディ
スク）：

 l FPS 100K、固有内部ホスト 250K

この表の直後にある注記を参照してくださ
い。

CDS ハードウェア 

 l 固有内部ホスト 200 万

 

これらの仕様はリリース間で異なる場合があります。最新の仕様については、『Data 
Store Virtual Edition Deployment and Configuration Guide』を参照してください。

Analytics ベータ版は、データストアを使用した展開向けに最適化されていますが、必要に応じ
て、このトピックで前述したガイドラインに従って、従来の展開のトライアルバージョンを評価で
きます。Analytics ベータ版の機能セットとその一般提供は、特定のタイプの展開に限定されて
おり、今後のリリースごとに変更される可能性があります。

詳細については、『Data Store Hardware Installation and Configuration Guide』を参照してくださ
い。
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アラートと観測の概要
Stealthwatch は、ダイナミック エンティティ モデリングを使用してネットワークの状態を追跡しま
す。Stealthwatch のコンテキストにおけるエンティティとは、ネットワーク上のホストやエンドポイ
ントといった、何らかの経時的に追跡できるものです。ダイナミック エンティティ モデリングは、
ネットワークで送信されるトラフィックと実行されるアクティビティに基づいて、エンティティに関す
る情報を収集します。

この情報から、Stealthwatch は次のことを識別します。

 l エンティティのロール：これは、エンティティが通常行うことの記述子です。たとえば、エン
ティティが、一般に電子メール サーバに関連付けられるトラフィックを送信する場合、
Stealthwatch は、そのエンティティに電子メール サーバ ロールを割り当てます。エンティ
ティは複数のロールを実行する場合があるため、ロールとエンティティの関係は多対 1 で
ある可能性があります。

 l エンティティの観測内容：これは、ネットワーク上でのエンティティの動作に関する事実
（外部 IP アドレスとのハートビート接続、ウォッチリスト上のエンティティとのやり取り、別
のエンティティとの間で確立されたリモートアクセスセッションなど）です。観測内容それ自
体は、それらが表すものの事実を超えた意味を持ちません。一般的なお客様は、何千も
の観測内容と少数のアラートを持つ可能性があります。

ロール、観測内容、およびその他の脅威インテリジェンスの組み合わせに基づいて 
Stealthwatch が生成するアラートは、潜在的な悪意のある動作をシステムによって識別された
ものとして表す実用的な項目です。
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アラート前提条件チャート
[アラート前提条件（Alert Prerequisites）] には、基本的な生成の前提条件とともに、ベースライ
ン要件でソートされたアラートのテーブルが表示されます。

次の表に、生成に追加の制限または前提条件がある場合に（AWS の統合を必要とするな
ど）、プライベート ネットワーク モニタリング（PNM）またはパブリック クラウド モニタリング
（PCM）で生成できるかどうかにかかわらず、特定のアラートタイプを生成するために必要な履
歴の量の概要と、さらなる調査が必要と考えられる理由を示します。調査の理由は、このア
ラートがリストに挙げられた動作または根拠を示唆することを保証するものではないことに注
意してください。これらの理由は、アラートのさらなる調査の際に考慮する必要があります。

アラート
履歴
（History）

さらなる調査の理由

アンプ攻撃 0 日 ボットネットまたは DDoS 攻撃の可能性

異常な Mac ワーク
ステーション

14 日 侵害されたエンティティまたは悪意のある攻撃者が存在する可能性

異常な Windows 
ワークステーション

14 日 侵害されたエンティティまたは悪意のある攻撃者が存在する可能性

国のセットからの逸
脱

36 日 以前とは異なる国とのエンティティ通信、悪意のある動作の可能性

新たなプロファイル 14 日 トラフィックプロファイルと新しいロールとの一致

Empire コマンドアン
ドコントロール

1 日 コマンド アンド コントロール サーバ アクティビティ、マルウェアの可能性

例外的なドメインコ
ントローラ

7 日 データ漏洩、マルウェアの可能性

過剰アクセス試行回
数（外部）

0 日 外部エンティティからエンティティへの複数回のアクセス試行の失敗 

ネットワークプリンタ
への過剰な接続回
数

0 日
エンティティからネットワークプリンタへの接続回数が過剰、データ漏洩
またはボットネットマルウェアの可能性

地理的に異常なリ
モートアクセス

14 日 異常な地理的位置から発信されるリモートアクセス

ハートビート接続の
回数

1 日 不正なピアツーピアまたはボットネットアクティビティの可能性

広帯域幅での単方
向トラフィック

0 日
トラフィックを受信せずに外部エンティティに過剰なトラフィックを送信し
ている内部エンティティ（マルウェアまたはデータ漏洩を示唆する可能性
あり）
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アラート
履歴
（History）

さらなる調査の理由

インバウンドポート
スキャナ

1 日 ポートスキャン動作

内部接続のスパイク 0 日 スキャンアクティビティの可能性 

内部ポートスキャナ 7 日 スキャン動作

NetBIOS 接続のス
パイク

7 日 スキャン動作、NetBIOS プロトコル悪用の可能性

ネットワーク利用者
数のスパイク

36 日 スプーフィングされた IP アドレスの可能性

ネットワークプリンタ
の過剰な接続回数

0 日 プリンタの過剰な接続回数、悪意のある動作の可能性

新しい内部デバイス 21 日 制限されたサブネット上の新しい内部エンティティ

新しい IP スキャナ 7 日 スキャン動作

新しいリモートアク
セス

36 日
通常はリモートセッションを実行しないエンティティとの新しいリモート
セッションが確立されている

新しい SNMP スイー
プ

7 日 スキャン動作の可能性

新しい異常な DNS 
リゾルバ

7 日 マルウェア、悪意のあるトラフィックのリダイレクト

非サービスポートス
キャナ

9 日
デバイスが、通常のサービスに関連付けられていないポートでローカル
ネットワークのスキャンを開始したため、攻撃者がネットワーク内に存在
する可能性がある

アウトバウンド SMB 
スパイク

0 日 データ漏洩またはマルウェアの可能性

持続的なリモートコ
ントロール接続

7 日
組織のユースポリシーに対する違反、ベストプラクティス違反、許容的な
ファイアウォールルールの可能性

データ漏洩の疑い 0 日 データ漏洩の疑い

データベース漏洩の
疑い

7 日 データ漏えい

プロトコル違反（地
理的）

0 日
非標準ポート/プロトコルの組み合わせを介した、ウォッチリストに登録さ
れた地理的位置とのエンティティ通信
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アラート
履歴
（History）

さらなる調査の理由

リモートアクセス（地
理的）

0 日
ウォッチリストに登録された地理的位置からの外部エンティティの内部エ
ンティティへのリモートアクセス 

ウォッチリスト通信
の繰り返し

0 日 ネットワーク上のマルウェアまたはエンティティ侵害の可能性

ロール違反 0 日 エンティティの現在の動作が以前のロールと一致しない

SMB 接続のスパイ
ク

7 日 データ漏洩またはマルウェアの可能性

ボットネット インタラ
クションの疑い

1 日 ボットネットまたは DDoS 攻撃の可能性

疑わしい暗号通貨ア
クティビティ

0 日 暗号通貨マイニングの可能性

ポート悪用の疑い
（外部）

1 日 ポートスキャン動作

Zerologon RBC エク
スプロイト試行の疑
い

0 日 Zerologon RPC エクスプロイトと一致する署名を持つトラフィックを検出

疑わしい SMB アク
ティビティ

14 日 悪意のあるファイル転送またはマルウェアアクティビティの可能性

Talos インテリジェン
ス ウォッチリストの
ヒット

0 日 ウォッチリストに登録されたエンティティ

異常な DNS 接続 1 日 悪意のあるトラフィックのリダイレクトまたはマルウェアの可能性

異常な外部サーバ 14 日 ボットネットまたは DDoS 攻撃の可能性

© 2021 Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. - 10 -

アラート前提条件チャート



アラートの説明
Stealthwatch で生成可能なアラートタイプは次のとおりです。

アンプ攻撃
説明：このエンティティは、アンプ攻撃への参加を示唆するプロファイルでトラフィックを送信しま
した。アンプ攻撃は、要求に応じて大量のパケットでサーバを圧倒しようとします。通常、複数
のエンティティが要求に応じてトラフィックを送信できるように、スプーフィングされた IP アドレス
が使用されます。アンプ攻撃への参加は、エンティティがボットネットマルウェアに感染し、意図
せずにパケットを送信していることを示す可能性があります。

前提条件：このアラートに必要な履歴期間は 0 日間です。

関連した観測：トラフィック増幅の観測

次の手順：アラートとサポート観測でエンティティ情報を参照し、外部エンティティがマルウェア
の拡散を担っているかどうかを判断します。外部エンティティが原因の場合は、ファイアウォー
ルルールを更新して、外部エンティティからのトラフィックをブロックし、分散型サービス妨害
（DDoS）攻撃である場合は他のエンティティからのトラフィックもブロックします。

アンプ攻撃を送信するエンティティがネットワークの内部にある場合は、ネットワークからその
エンティティを隔離し、DDoS 攻撃の場合は他のエンティティも隔離します。エンティティを調べて
マルウェアを削除します。

異常な Mac ワークステーション
説明：Apple Mac ワークステーションが新しい異常な動作プロファイルを使用しました（ホストが 
BitTorrent を介して多数のエンティティに接続された場合など）。このアラートは、異常なプロ
ファイルの観測を使用しており、マルウェアまたは誤使用の兆候である可能性があります。

前提条件：このアラートには、エンティティの通常のアクティビティレベルを確定できるように、14 
日間の履歴が必要です。

関連した観測：異常なプロファイルの観測

次の手順：裏付けとなる観測結果を参照して、エンティティの役割を特定し、異常な動作に正当
なビジネス上の理由があるかどうかを判断します。たとえば、あるエンティティが他のエンティ
ティに接続するために BitTorrent を使用した場合、そのエンティティがテストエンティティだった
か、ファイアウォールルールまたは他のセキュリティテストのテストだった可能性があります。異
常な動作に正当な理由がない場合は、エンティティを調べて、エンティティが意図したとおりに
機能しているかどうか、およびマルウェアがないかどうかを判断します。

異常な Windows ワークステーション
説明：Windows ワークステーションが新しい異常な動作プロファイルを使用しました（ホストが 
BitTorrent を介して多数のエンティティに接続された場合など）。このアラートは、異常なプロ
ファイルの観測を使用しており、マルウェアまたは誤使用の兆候である可能性があります。

前提条件：このアラートには、エンティティの通常のアクティビティレベルを確定できるように、14 
日間の履歴が必要です。

関連した観測：異常なプロファイルの観測
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次の手順：裏付けとなる観測結果を参照して、エンティティの役割を特定し、異常な動作に正当
なビジネス上の理由があるかどうかを判断します。たとえば、あるエンティティが他のエンティ
ティに接続するために BitTorrent を使用した場合、そのエンティティがテストエンティティだった
か、ファイアウォールルールまたは他のセキュリティテストのテストだった可能性があります。異
常な動作に正当な理由がない場合は、エンティティを調べて、エンティティが意図したとおりに
機能しているかどうか、およびマルウェアがないかどうかを判断します。

国のセットからの逸脱
説明：このエンティティは、通常通信する国のセットから大きく逸脱しています。このアラートに
必要な履歴期間は、36 日間です。

前提条件：このアラートには、エンティティが通信する国の通常のセットを確定できるように、36 
日間の履歴が必要です。

関連した観測：国のセットからの逸脱に関する観測

次の手順：裏付けとなる観測内容を参照して、このエンティティが接続を確立したエンティティと
その地理位置情報を検索します。該当する接続が確立された理由を特定し、悪意のある動作
が原因であれば問題を修正します。必要に応じて国のウォッチリストを更新し、悪意のある動
作に関与している国を含めます。

新たなプロファイル
説明：非常に機密性の高いエンティティに、新しいプロファイルに適合するトラフィックがありま
す。たとえば、FTP 接続の受け入れを開始したエンティティが機密データを漏洩している場合が
あります。

前提条件：このアラートには、エンティティモデルを確定し、予想されるトラフィックプロファイル
を判定できるように、14 日間の履歴が必要です。

関連した観測：新しいプロファイルの観測

次の手順：裏付けとなる観測結果でエンティティの新しいトラフィックプロファイルを参照し、特
に以前のプロファイルまたはロールに照らして、それが予期されるものかどうかを確認します。
たとえば、エンティティが FTP サーバからメールサーバに用途変更された場合、この動作の変
化は予期されるものとなります。予期されるものではない場合は、エンティティのトラフィックが
変更された理由と、それが悪意のあるトラフィックかどうかを調査します。

Empire コマンドアンドコントロール
説明：Empire PowerShell コマンド アンド コントロール チャネルの一部であると思われる新しい
定期接続をエンティティが確立しました。このアラートは、ハートビートの観測結果を使用してお
り、デバイスが侵害されていることを示している可能性があります。このアラートに必要な履歴
期間は、1 日間です。

前提条件：このアラートには、エンティティモデルを確定し、予想されるトラフィックプロファイル
を判定できるように、1 日間の履歴が必要です。

関連した観測：ハートビートの観測

次の手順：裏付けとなる観測結果でエンティティのトラフィックを確認し、ハートビート接続を確
立しているエンティティを特定し、トラフィックが予期されるものか悪意のあるものかを判断しま
す。悪意のあるものである場合は、ネットワーク上の他のエンティティも同様に影響を受けるか
どうかを判断します。エンティティを検疫してマルウェアを削除します。ブロックリストとファイア
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ウォールのルールを更新して、コマンド アンド コントロール サーバのネットワークへのアクセス
を拒否します。

例外的なドメインコントローラ
説明：このエンティティは、通常の動作から逸脱したドメインコントローラとして識別されます。こ
れは悪用を示唆している可能性があります。たとえば、エンティティが多数のアウトバウンド接
続を確立している場合は、データ漏洩、ボットネットマルウェア、または悪意のある DNS 要求リ
ダイレクトの兆候である可能性があります。

前提条件：このアラートには、通常のエンティティ トラフィック プロファイルを確定できるように、
7 日間の履歴が必要です。

関連した観測：新しい外部サーバの観測、例外的なドメインコントローラの観測

次の手順：このアラートと裏付けとなる観測結果から、エンティティのトラフィックプロファイルと
他のエンティティとの接続を表示して、送信しているトラフィックのタイプを確認し、悪意のあるト
ラフィックかどうかを判断します。ネットワークからデータが漏洩したかどうかを確認し、漏洩し
た場合は、データのタイプと、状況を修復する最適な方法を見極めます。

過剰アクセス試行回数（外部）
説明：このエンティティには、外部エンティティからのアクセス試行の失敗が多数あります。たと
えば、リモートエンティティが SSH または Telnet を使用して内部サーバに繰り返しアクセスしよ
うとすると、このアラートがトリガーされます。

前提条件：このアラートに必要な履歴期間は 0 日間です。

関連した観測：多数のアクセス失敗の観測

次の手順：裏付けとなる観測結果を参照し、この外部エンティティが異常で予期されないもの
かどうかを確認します。正常で予期されるものである場合は、ユーザまたはマシンのログイン
失敗が続く理由を確認します（ログイン情報が変更されたのに、更新されたログイン情報が
ユーザまたはマシンに提供されなかった場合など）。外部エンティティが不明な場合は、ファイ
アウォールまたはセキュリティグループルールを更新して、リモート制御プロトコルのアクセスを
制限します。エンティティに悪意がある可能性がある場合は、ブロックリストとファイアウォール
のルールを更新して、このエンティティのネットワークへのアクセスを拒否します。

ネットワークプリンタへの過剰な接続回数
説明：このエンティティからネットワークプリンタへの接続回数が過剰になっています。この動作
は、サービス妨害（DoS）攻撃や、ドキュメントの印刷によるデータ漏洩の試みを示唆する可能
性があります。

前提条件：このアラートに必要な履歴期間は 0 日間です。

関連した観測：ネットワークプリンタへの過剰な接続回数の観測

次の手順：裏付けとなる観測結果を参照し、エンティティがネットワークプリンタと通信している
方法を確認します。通信が悪意のあるものである場合は、エンティティを検疫してマルウェアを
削除します。プリンタのジョブキューを調べて、実行されているアクションを確認します。プリンタ
が機密文書を印刷するように指示されている場合は、キューをクリアします。プリンタが機密情
報を外部エンティティに送信するように指示されている場合は、プリンタのインターネットアクセ
スを切断します。必要に応じて、プリンタからマルウェアを削除します。
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地理的に異常なリモートアクセス
説明：このエンティティに対して、通常はローカルネットワークにアクセスしない国のリモートホス
トからのアクセスがありました。たとえば、外部ソースからの SSH 接続を受け入れるローカル
サーバで、このアラートがトリガーされます。異常な地理位置からのリモートアクセスは、悪意
のあるアクセスの兆候の可能性があります。

前提条件：このアラートには、十分なトラフィック履歴を確保し、地理位置情報に基づいて通常
のトラフィックを判別できるように、14 日間の履歴が必要です。

関連した観測：リモートアクセスの観測

次の手順：裏付けとなる観測結果を参照し、エンティティが実行したアクションと、そのアクショ
ンを実行した理由を確認します。エンティティが予期されたものである一方で、想定外の国から
インターネットにアクセスしている場合は、ファイアウォールの設定を更新してこのトラフィックを
許可します。悪意のあるアクセスの場合は、アクションを修正し、ブロックリストとファイアウォー
ルのルールを更新して、エンティティのネットワークへのアクセスを拒否します。

ハートビート接続の回数
説明：このエンティティは、多くのリモートエンティティとの新しい定期接続を確立しています。こ
れは、不正な P2P トラフィックまたはボットネットアクティビティの兆候である可能性があります。

前提条件：このアラートには、トラフィックモデルを確定できるように、1 日間の履歴が必要で
す。

関連した観測：ハートビートの観測

次の手順：裏付けとなる観測結果を参照し、影響を受けているエンティティがハートビート接続
を確立しているエンティティを特定し、それらのエンティティが想定外のものであることを確認し
ます。定期的な接続の目的を把握し、ファイアウォールとブロックリストのルールを更新して、
今後のアクセスを防止します。

広帯域幅での単方向トラフィック
説明：このエンティティは、新しいリモートホストに対する大量のデータの送信を開始しました。
これは誤使用または不良構成の兆候である可能性があります。たとえば、マルウェアは、脆弱
なサービスに大量のデータを送信するよう特定のホストに指示することにより、感染したホスト
に Web サイトを攻撃させる場合があります。

前提条件：このアラートに必要な履歴期間は 0 日間です。

関連した観測：新しい高スループット接続の観測

次の手順：フローの詳細についての裏付けとなる観測結果を参照し、エンティティが大量のトラ
フィックを送信している理由を特定します。トラフィックが許可されていない場合は、ホスト上の
どのソフトウェアが悪意のあるトラフィックの原因であるかを調査します。

インバウンドポートスキャナ
説明：このエンティティは、外部エンティティによってポートスキャンされました。外部エンティティ
がネットワーク内部のエンティティをスキャンしている場合、パッチが適用されていない脆弱性
や、ネットワーク上のエンティティに侵入する他の方法を把握するためにスキャンしている可能
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性があります。

前提条件：このアラートには、エンティティモデルを確定し、通常の動作を判別できるように、1 
日間の履歴が必要です。

関連した観測：外部ポートスキャナの観測

次の手順：裏付けとなる観測結果を参照して、内部エンティティをポートスキャンした外部エン
ティティを特定します。計画されたペネトレーションテストなどの意図された動作の結果か、それ
とも悪意のあるものかを判断します。意図されたものだった場合は、IP スキャナを更新し、トラ
フィックを許可するリストルールを有効にします。意図しないものだった場合は、トラフィックをブ
ロックします。必要に応じて、ポートアクセスを含むファイアウォールルールを更新します。

内部接続のスパイク
説明：このエンティティで内部接続が急増しました。これはスキャンアクティビティを示唆してい
ます。

前提条件：このアラートに必要な履歴期間は 0 日間です。

関連した観測：異常測定値の観測

次の手順：裏付けとなる観測結果を参照して、エンティティが複数の接続を確立している理由
を判断します。ペネトレーションテストなどの許可された目的のためにスキャンアクティビティを
実行しているのか、それとも悪意のある動作かを判断します。必要に応じて動作を修正しま
す。

内部ポートスキャナ
説明：このエンティティは、ネットワーク内部のエンティティでポートスキャンを開始しました。内
部エンティティがネットワーク内部のエンティティをスキャンしている場合、ネットワーク セキュリ
ティ チームによるペネトレーションテストである可能性があります。あるいは、ネットワーク上の
エンティティからの悪意のある動作である可能性もあります。

前提条件：このアラートには、エンティティモデルと通常のエンティティの動作を確定できるよう
に、7 日間の履歴が必要です。

関連した観測：ポートスキャナの観測

次の手順：裏付けとなる観測結果を参照して、スキャンアクティビティのタイプを把握します。ス
キャンアクティビティは、データや感染させようとする他のホストを検索している侵害されたホス
トに関係していることがよくあります。より多くのコンテキストを取得するには、システムが同じ
時期に記録した、当該エンティティに関連した観測結果（ウォッチリスト インタラクションなど）を
検索します。この操作により、調査対象の動作についての追加情報が得られる場合がありま
す。

NetBIOS 接続のスパイク
説明：送信元が NetBIOS を使用して多数のホストに接続しようとしました。これはマルウェアま
たは悪用の兆候である可能性があります。

前提条件：このアラートには、エンティティのトラフィックモデルを確定し、通常のトラフィック動作
を判別できるように、7 日間の履歴が必要です。

関連した観測：IP スキャナの観測
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次の手順：裏付けとなる観測結果を参照してホストを特定し、トラフィックフローの詳細を分析し
ます。NetBIOS は一般的に使用されるプロトコルではないため、どの接続スパイクイベントも悪
意のあるものである可能性があります。このイベントが検出された場合は、NetBIOS を使用し
ているアプリケーションはどれか、そのトラフィックは正当なものかどうかを確認します。正当な
場合は、このアラートをホストに対してスヌーズにします。

ネットワーク利用者数のスパイク
説明：記録的な数の IP アドレスとの通信がネットワーク上で観測されました。これは送信元アド
レスのスプーフィングまたはスキャンアクティビティの発生を示している可能性があります。

前提条件：このアラートには、ネットワーク上で通信しているエンティティの総数のカウントに十
分な日数を確保できるように、36 日間の履歴が必要です。

関連した観測：利用者数スパイクの観測

次の手順：アラートに関連した裏付けとなる観測結果を参照し、IP アドレスが正当なエンティ
ティかどうかを判断します。正当なものでない場合は、スプーフィングされたアドレスの送信元
を特定し、必要に応じて修正します。

ネットワークプリンタの過剰な接続回数
説明：このプリンタが開始する接続が多すぎます。これはボットネットマルウェア感染といった悪
意のある動作の存在を示す可能性があります。

前提条件：このアラートに必要な履歴期間は 0 日間です。

関連した観測：過剰な接続が観測されたネットワークプリンタ

次の手順：確立された接続と、プリンタとの接続を確立したエンティティを確認します。裏付けと
なる観測結果を参照して、プリンタによって確立された接続のタイプを確認します。接続状況が
プリンタへの侵害を示唆する場合は、プリンタを検疫し、オペレーティングシステムの削除と再
インストールを検討してください。

新しい内部デバイス
説明：ルックバック期間には表示されていなかった新しいエンティティが、制限されたサブネット
範囲に表示されています。

前提条件：このアラートには、ネットワークで通常表示されるエンティティを把握できるように、
21 日間の履歴が必要です。このアラートの場合、[サブネット設定（Subnet Configuration）] 
ページで [新しい内部デバイス（New Internal Device）] を選択する必要もあります。

関連した観測：新しい内部デバイスの観測

次の手順：裏付けとなる観測結果を参照して、このエンティティが想定されていたエンティティか
どうか、使用中のネットワークにとって新規であるにすぎないのかどうかを判断します。エンティ
ティが予期されていたもので悪意がない場合は、アラートを閉じます。将来の新しいエンティティ
によって今後もアラートが生成されます。エンティティが疑わしい場合は、ローカルスイッチにア
クセスして MAC アドレスを確認します。
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新しい IP スキャナ
説明：このエンティティは、ローカル IP ネットワークのスキャンを開始しました。これは、たとえ
ば攻撃者による偵察を示している可能性があります。

前提条件：このアラートには、エンティティのトラフィックモデルを確定し、通常のトラフィック動作
を判別できるように、7 日間の履歴が必要です。

関連した観測：IP スキャナの観測

次の手順：裏付けとなる観測結果を参照し、外部エンティティがネットワークをスキャンしている
理由を調査します。ペネトレーションテストなどの意図された動作の結果か、それとも悪意のあ
るものかを判断します。意図された動作だった場合は、トラフィックを許可するように IP スキャ
ナとファイアウォールルールを更新します。悪意があると考えられる場合は、マシンを所有する
エンティティまたはユーザに関連した観測結果を検索して、スキャンアクティビティの原因となっ
たソフトウェアを特定します。

新しいリモートアクセス
説明：このエンティティは、最近の履歴の中で初めてリモートホストから（SSH 経由などで）アク
セスされました。このリモートアクセスは、特にエンティティが外部エンティティからの接続を受
け入れることが想定されていない場合に、悪意のある動作を示している可能性があります。

前提条件：このアラートには、十分なトラフィック履歴を確保するとともに、エンティティモデルを
確定できるように、36 日間の履歴が必要です。

関連した観測：リモートアクセスの観測

次の手順：裏付けとなる観測結果を参照して、外部のエンティティがこのエンティティにアクセス
している理由と、それが正当な形式のアクセスであるかどうかを判断します。また、この外部エ
ンティティからのアクセスか別の外部エンティティからのアクセスかを問わず、このアクセスの
前に送信元エンティティへの複数のアクセス試行があったかどうかを（観測結果に基づいて）確
認します。この情報に基づいて、ファイアウォールとブロックリストのルールを更新します。

新しい SNMP スイープ
説明：このエンティティは、SNMP を使用して多数のホストへの到達を試みました。これは、悪
意のあるソフトウェアによるネットワーク偵察が原因であることを示している可能性がありま
す。悪意のある攻撃者が SNMP スイープを実行すると、ネットワークに関する情報が収集され
たり、悪意のあるエンティティ設定が更新されたりする可能性があります。

前提条件：このアラートには、エンティティのトラフィックモデルを確定し、通常のトラフィック動作
を判別できるように、7 日間の履歴が必要です。

関連した観測：IP スキャナの観測

次の手順：裏付けとなる観測結果を参照して、エンティティが SNMP を介してネットワークエン
ティティを追跡するように意図されているかどうか、およびこの動作に悪意があるかどうかを判
断します。このアクティビティが計画されたペネトレーションテストまたは意図された動作の一部
ではない場合は、エンティティを検疫し問題を修正します。更新された設定や侵害を受けたセ
キュリティ設定など、いずれかのエンティティが影響を受けているかどうかを判断し、問題を修
正します。エンティティが SNMP スイープを実行することが予期されている場合は、エンティティ
をスキャナホワイトリストに追加します。
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新しい異常な DNS リゾルバ
説明：このエンティティは、通常は使用しない DNS リゾルバに接続しました。これは不良構成ま
たはマルウェアの存在を示している可能性があります。たとえば、攻撃者は DNS リゾルバを使
用して、人気のある Web サイトから追加のマルウェアを提供するドメインへのリダイレクトを発
生させる場合があります。

前提条件：このアラートには、エンティティロールを確定し、通常のトラフィックをモデル化できる
ように、7 日間の履歴が必要です。

関連した観測：異常な DNS リゾルバの観測

次の手順：エンティティの設定を確認し、適切な DNS 設定が行われていることを確かめます。
設定が適切な場合は、DNS ルックアップを実行しているソフトウェアを特定します。トラフィック
に悪意があると見なされる場合は、外部 IP アドレスをブロックします。

非サービスポートスキャナ
説明：このデバイスは、通常のサービスに関連付けられていないポートでローカルネットワーク
のスキャンを開始しました。このアラートは IP スキャナの観測結果を使用しており、攻撃者が
ネットワーク内に存在し、脆弱性をスキャンしていることを示す可能性があります。

前提条件：このアラートには、エンティティロールを確定し、通常のトラフィックをモデル化できる
ように、9 日間の履歴が必要です

関連した観測：IP スキャナの観測

次の手順：裏付けとなる観測結果を参照し、外部エンティティがネットワークをスキャンしている
理由を調査します。ペネトレーションテストなどの意図された動作の結果か、それとも悪意のあ
るものかを判断します。意図された動作だった場合は、トラフィックを許可するように IP スキャ
ナとファイアウォールルールを更新します。悪意があると考えられる場合は、マシンを所有する
エンティティまたはユーザに関連した観測結果を検索して、スキャンアクティビティの原因となっ
たソフトウェアを特定します。

アウトバウンド SMB スパイク
説明：このエンティティは、SMB ポートを使用して多数の外部ホストと通信しています。これは、
感染が疑われるホスト、外部で開始された悪用（スプーフィング攻撃など）、または内部で開始
されたポートスキャンを示している可能性があります。

前提条件：このアラートに必要な履歴期間は 0 日間です。

関連した観測：IP スキャナの観測

次の手順：裏付けとなる観測結果を参照し、送信元エンティティがトラフィックを送信しているエ
ンティティ、トラフィックのタイプを特定し、エンティティのロールまたは責任の更新なのか、それ
とも意図されていないものなのかを判断します。意図されていないものだった場合は、問題を
修正します。ファイアウォールとブロックリストのルールを更新して、このアクセスを防止しま
す。
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持続的なリモートコントロール接続
説明：このエンティティは、リモートデスクトップや SSH などのリモート制御プロトコルを使用し
て、新しいホストから持続的な接続を受信しています。これは、ファイアウォールルールまたは 
ACL が過度に許容的になっていることを示す可能性があります。

前提条件：このアラートには、トラフィックモデルを確定し、通常のトラフィック動作を判別できる
ように、7 日間の履歴が必要です。

関連した観測：新しい外部サーバの観測、持続的な外部サーバの観測

次の手順：ファイアウォールまたはセキュリティグループのルールを調整して、エンティティへの
悪意のあるアクセス試行が繰り返されることを防止します。リモートアクセスの観測結果やエン
ティティをチェックして、ローカルエンティティが侵害されていないことを確認します。

データ漏洩の疑い
説明：このエンティティは、定期的に通信していない内部エンティティから大量のデータをダウン
ロードしました。その後まもなく、エンティティは外部エンティティにほぼ同じ量のデータをアップ
ロードしました。これは、情報の不正な転送などの悪意のある動作を示唆する可能性がありま
す。

前提条件：このアラートに必要な履歴期間は 0 日間です。

関連した観測：データ転送の可能性の観測

次の手順：裏付けとなる観測結果を参照して、トラフィックの量とクライアントエンティティを特定
し、新たにスケジュールされたバックアップのように、この動作が通常のビジネスの過程で予期
されるものなのかどうかを判断します。悪意のある動作だった場合は、何が転送されたかを特
定します。データ漏洩に関する組織のガイドラインに従ってください。

データベース漏洩の疑い
説明：統計的に異常な量のデータがデータベースサーバからクライアントに転送されました。こ
れは、情報の不正な転送などの悪意のある動作を示唆する可能性があります。

前提条件：このアラートには、通常はデータベースとして機能するエンティティと、通常のトラ
フィックプロファイルを確定できるように、7 日間の履歴が必要です。

関連した観測：新しい高スループット接続の観測

次の手順：クライアントエンティティを調べて、新たにスケジュールされたバックアップのように、
この動作が通常のビジネスの過程で予期されるものなのかどうかを判断します。悪意のある
動作だった場合は、何が転送されたかを特定します。データ漏洩に関する組織のガイドライン
に従ってください。

プロトコル違反（地理的）
説明：このエンティティは、不正なプロトコル/ポートの組み合わせ（ポート 22 での UDP など）で
ウォッチリストに登録された国のホストとの通信を試みました。

前提条件：このアラートに必要な履歴期間は 0 日間です。少なくとも 1 つの国を含む国のウォッ
チリストを設定する必要があります。

関連した観測：不正なプロトコルの観測
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次の手順：裏付けとなる観測結果を参照し、このエンティティが異常なプロトコル/ポートの組み
合わせを使用してウォッチリストに登録された国のエンティティと通信した理由を特定します。
通信で転送されたものを特定します。悪意があると判断された場合は、ファイアウォールとブ
ロックリストのルールを更新して、このプロトコル/ポートの組み合わせ、およびこの地理位置
情報を使用した今後のアクセスを（許可すべきビジネス上の理由がない限り）防止します。

API を使用してウォッチリストを設定する方法

現在、SMC Web アプリケーションにウォッチリストまたはブロックリストを設定する機能はありま
せん。そのため、以下で説明するように、バックエンド（オンサイト）に対して API コールを実行
する必要があります。たとえば、ある国（「CN」：この例では中国）のウォッチリストを設定するに
は、SMC で次のコールを実行し、この国をウォッチリストに追加します。

次の両方のコマンドでは、最初の行に続く各行の最初の文字が、直前行の最終文
字の直後に続きます。

 1. 次のコマンドを入力します。

curl -X POST -d '{"identifier":"CN", "list_on": "watchlist"}' -
k --cert "/lancope/var/nginx/ssl/server.crt:lan1cope" --key "
/lancope/var/nginx/ssl/server.key" -v -H "Content-Type: 
application
/json" https://<SMC_IP>/swe-detections/api/v3/watchlist
/listedcountry/

 2. ウォッチリストが正常に追加されたことを確認するには、次のように GET コールを実行し
ます。

curl -X GET -k --cert "/lancope/var/nginx/ssl/server.crt:
lan1cope" --key "/lancope/var/nginx/ssl/server.key" -v -H 
"Content
-Type: application/json" https://<SMC_IP>/swe-detections/api/v3
/watchlist/listedcountry/ 

リモートアクセス（地理的）
説明：このデバイスは、ユーザが指定したウォッチリストの国のリモートホストからアクセスされ
ました。このアラートは、リモートアクセスの観測結果を使用しており、デバイスが侵害されてい
ることを示している可能性があります。

前提条件：このアラートに必要な履歴期間は 0 日間です。このアラートには、少なくとも 1 つの
国を含む国のウォッチリストを設定することが必要です。

関連した観測：リモートアクセスの観測

次の手順：裏付けとなる観測結果を参照して、外部エンティティを特定し、外部エンティティが内
部エンティティと対話した方法を確認します。動作が悪意のあるものかどうか、データが漏洩し
たかどうか、および内部エンティティでどのようなアクションが実行されたかを確認します。必要
に応じて、ファイアウォールまたはセキュリティグループルールを追加し、今後のアクセスを防
止します。

API を使用してウォッチリストを設定する方法
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現在、SMC Web アプリケーションにウォッチリストまたはブロックリストを設定する機能はありま
せん。そのため、以下で説明するように、バックエンド（オンサイト）に対して API コールを実行
する必要があります。たとえば、ある国（「CN」：この例では中国）のウォッチリストを設定するに
は、SMC で次のコールを実行し、この国をウォッチリストに追加します。

次の両方のコマンドでは、最初の行に続く各行の最初の文字が、直前行の最終文
字の直後に続きます。

 1. 次のコマンドを入力します。

curl -X POST -d '{"identifier":"CN", "list_on": "watchlist"}' -
k --cert "/lancope/var/nginx/ssl/server.crt:lan1cope" --key "
/lancope/var/nginx/ssl/server.key" -v -H "Content-Type: 
application
/json" https://<SMC_IP>/swe-detections/api/v3/watchlist
/listedcountry/

 2. ウォッチリストが正常に追加されたことを確認するには、次のように GET コールを実行し
ます。

curl -X GET -k --cert "/lancope/var/nginx/ssl/server.crt:
lan1cope" --key "/lancope/var/nginx/ssl/server.key" -v -H 
"Content
-Type: application/json" https://<SMC_IP>/swe-detections/api/v3
/watchlist/listedcountry/ 

ウォッチリスト通信の繰り返し 
説明：このエンティティは、ウォッチリストに登録された IP との定期的な接続を確立しました。こ
れは、ネットワークにマルウェアや侵害されたエンティティが存在することを示している可能性
があります。

前提条件：このアラートに必要な履歴期間は 0 日間です。

関連した観測：ウォッチリスト インタラクションの観測およびハートビートの観測

次の手順：裏付けとなる観測結果を参照して、影響を受けるエンティティとログ情報を調べま
す。エンティティが定期的な通信を確立している理由を特定し、状況を修復します。必要に応じ
て、状況を修復するためのアドバイスを得るため、またはエンティティが現在はマルウェアに感
染していないことを確認するために、特定のウォッチリストを管理している組織に連絡してくださ
い。

ロール違反
説明：このエンティティは、特定のロール（ユーザエンティティなど）で識別されますが、ロールの
通常の動作とは異なる動作をしていることが確認されました（SSH サーバなど）。エンティティが
ロールを変更した場合、マルウェアがエンティティの機能を変更するなど、悪意のある動作を
示唆している可能性があります。

前提条件：このアラートに必要な履歴期間は 0 日間です。

関連した観測：ロール違反の観測

© 2021 Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. - 21 -

アラートの説明



次の手順：裏付けとなる観測結果を参照し、新しいロールの動作が意図されたもので、通常の
ビジネスの過程に含まれるかどうかを判断します。そうでない場合は、エンティティを検疫しま
す。意図されたものである場合は、アラートをスヌーズにします。

SMB 接続のスパイク
説明：このエンティティは、非常に多くの SMB サーバへの接続を試みました。これはマルウェア
または悪用の兆候である可能性があります。SMB は主にファイル共有に使用されますが、
ネットワークプリンタへのアクセスや、ネットワーク上の他のホストを参照する目的にも使用で
きるため、この状況はデータ漏洩やネットワークリソースの不正使用の存在を示唆している可
能性があります。

前提条件：このアラートには、エンティティのトラフィックモデルを確定し、通常のトラフィック動作
を判別できるように、7 日間の履歴が必要です。

関連した観測：IP スキャナの観測

次の手順：裏付けとなる観測結果を参照して、エンティティが複数の SMB サーバとの接続を確
立している理由、エンティティが実行しているアクションのタイプを確定し、悪意のある動作かど
うかを判断します。データが漏洩した場合は、データ漏洩に対処するための組織のガイドライ
ンに従ってください。必要に応じて、エンティティを検疫しマルウェアを削除します。

ボットネット インタラクションの疑い
説明：このエンティティは、ボットネットに関連付けられた IP アドレスとトラフィックを交換したか、
ボットネットに関連付けられたドメイン名を解決しようとしました。

前提条件：このアラートには、エンティティモデルを確定できるように、1 日間の履歴が必要で
す。

関連した観測：ウォッチリスト インタラクションの観測

次の手順：エンティティを検疫して、すべてのマルウェアを削除します。ブロックリストとファイア
ウォールのルールを更新して、ボットネットエンティティがネットワークにアクセスできないように
します。裏付けとなる観測結果を参照して、ネットワーク上の他のエンティティも感染しているか
どうかを確認します。この確認はエンティティが確立した可能性のある通信に基づいて実行し、
必要に応じて修復します。

疑わしい暗号通貨アクティビティ
説明：送信元は、Talos インテリジェンスに基づいて、暗号通貨ノードを運用していることで知ら
れる複数のアドレスや他の送信元と大量のトラフィックを交換しました。この動作は、エンティ
ティが暗号通貨のマイニングに使用されていることを示している可能性があります。

前提条件：このアラートに必要な履歴期間は 0 日間です。

関連した観測：ウォッチリスト インタラクションの観測

次の手順：エンティティを検疫し、マルウェアかユーザがインストールしたものかにかかわらず、
すべての暗号通貨マイニングソフトウェアを削除します。
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ポート悪用の疑い（外部）
説明：このエンティティは、通常とは異なる範囲のポートで外部ホストと通信しています。これ
は、外部で開始された悪用（スプーフィング攻撃など）または内部で開始されたポートスキャン
を示している可能性があります。

前提条件：このアラートには、エンティティモデルを確定できるように、1 日間の履歴が必要で
す。

関連した観測：ポートスキャナの観測、外部ポートスキャナの観測

次の手順：裏付けとなる観測結果を参照して、エンティティのアクティビティを確認し、計画され
たペネトレーションテストと一致しているかどうか、あるいは悪意のある動作かを判断します。
悪意のある動作の原因を特定し、問題を修正します。必要に応じて、ファイアウォールとブロッ
クリストのルールを更新します。

Zerologon RBC エクスプロイト試行の疑い
説明：Zerologon RPC エクスプロイトと一致する署名を持つトラフィックがこのデバイスで確認さ
れました。このアラートは、疑わしいネットワークアクティビティの観測結果を使用しており、デ
バイスがエクスプロイトの対象になっていることを示している可能性があります。

前提条件：このアラートに必要な履歴期間は 0 日間です。

関連した観測：疑わしいネットワークアクティビティの観測

次の手順：このデバイスに最新のセキュリティ更新が適用されていることを確認します。CVE-
2020-1472 を参照して、軽減手順を実行します。

疑わしい SMB アクティビティ
説明：複数の新しい SMB サーバが一般的な SMB ピアと通信しました。これはマルウェアまた
は悪用の兆候である可能性があります。

前提条件：このアラートに必要な履歴期間は 14 日間です。

関連した観測：疑わしい SMB アクティビティの観測

次の手順：裏付けとなる観測結果を参照して、エンティティのトラフィックプロファイルを調べ、
ボットネットアクティビティや他の悪意のある動作のさらなる証拠があるかどうかを判断します。
同様の動作を示している可能性があるネットワーク上の他のエンティティを確認し、修正しま
す。

Talos インテリジェンス ウォッチリストのヒット
説明：このエンティティは、Cisco Talos IP ブロックリスト記載の複数のアドレスと大量のトラフィッ
クを交換しました。

前提条件：このアラートに必要な履歴期間は 0 日間です。

関連した観測：ウォッチリスト インタラクションの観測

次の手順：エンティティを検疫して、すべてのマルウェアを削除します。コンテキストメニューか
ら [Talosインテリジェンス（Talos Intelligence）] を選択して外部 IP アドレスを調査し、トラフィック
が示唆する事柄を確認して、適切な修復アクションを実行します。
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異常な DNS 接続
説明：このエンティティは、異常な DNS リゾルバに接続し、リモートエンティティとの定期的な接
続を確立しました。この動作は、トラフィックの悪意のあるリダイレクト、またはエンティティのマ
ルウェア感染を示している可能性があります。

前提条件：このアラートには、エンティティモデルを確定できるように、1 日間の履歴が必要で
す。

関連した観測：異常な DNS リゾルバの観測とハートビートの観測

次の手順：裏付けとなる観測結果を参照して、この動作が悪意のあるものかどうかを判断し、
マルウェアが存在する場合は削除します。ブロックリストとファイアウォールのルールを更新し
て、アクセスを拒否します。

異常な外部サーバ
説明：このエンティティは、疑わしいトラフィックプロファイルを持つ新しい外部サーバと繰り返し
通信しています。これは、たとえば syslog や TeamViewer などの外部エンティティに対するサー
バとして機能している新しいソフトウェアの存在を示している可能性があります。

前提条件：このアラートには、通常のトラフィックパターンを確定し、予想される外部エンティティ
トラフィックを判別できるように、14 日間の履歴が必要です。

関連した観測：新しい外部サーバの観測、持続的な外部サーバの観測、ウォッチリストルック
アップの観測、ウォッチリスト インタラクションの観測

次の手順：裏付けとなる観測結果を参照して、エンティティのトラフィックプロファイルを調べ、ト
ラフィックの性質とトラフィックが許可されているかどうかを判断します。エンティティを検疫し、
問題のあるソフトウェアを削除します。ネットワーク上の他のエンティティが同様の動作を示す
かどうかを確認し、その動作を修正します。
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観測の説明
Stealthwatch が生成可能な観測のタイプを次に示します。

異常なプロファイルの観測
説明：1 つまたは複数のエンティティが初めてプロファイルを使用しましたが、ネットワークで見
られる一般的な動作とは異なる動作でした（異常に多くのエンティティが初めてそのプロファイ
ルを使用して異常なトラフィックを送信した場合など）。

前提条件：なし。

関連したアラート：異常な AWS ワークスペースアラート、異常な Mac ワークステーション、異常
な Windows ワークステーションアラート

不正なプロトコルの観測
説明：エンティティが標準ポートで非標準プロトコルを使用しました（ポート 22 で UDP を使用す
るなど）。

前提条件：なし。

関連したアラート：プロトコル違反（地理的）アラート

国のセットからの逸脱の観測
説明：1 つのエンティティが、通常とは異なる一連の国々と通信しました。

前提条件：なし。

関連したアラート：国のセットからの逸脱アラート

例外的なドメインコントローラの観測
説明：ドメイン コントローラ エンティティが、通常とは異なる外部ポートと通信しました。

前提条件：なし。

関連したアラート：例外的なドメイン コントローラ アラート

ネットワークプリンタへの過剰な接続回数の観測
説明：1 つのエンティティがネットワークプリンタへの接続を過剰な回数開始しました。

前提条件：なし。

関連したアラート：ネットワークプリンタへの過剰な接続回数アラート

外部ポートスキャナの観測
説明：ローカルネットワーク上の 1 つのエンティティがリモート IP アドレスをスキャンしました（ま
たはリモート IP アドレスによりスキャンされました）。

前提条件：なし。
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関連したアラート：インバウンド ポート スキャナ アラート、ポート悪用の疑い（外部）アラート

ハートビートの観測
説明：1 つのエンティティがリモートホストとのハートビートを維持しました。

前提条件：なし。

関連したアラート：Empire コマンド アンド コントロール アラート、ハートビート接続の回数アラー
ト、異常な DNS 接続アラート

内部ポートスキャナの観測
説明：1 つのエンティティが多数のポートをスキャンしました。

前提条件：なし。

IP スキャナの観測
説明：1 つのエンティティが多数のエンティティをスキャンしました。

前提条件：なし。

関連したアラート：NetBIOS 接続のスパイクアラート、新しい IP スキャナアラート、新しい SNMP 
スイープアラート、アウトバウンド SMB スパイクアラート、SMB 接続のスパイクアラート

多数のアクセス失敗の観測
説明：1 つのエンティティがアプリケーション（FTP、SSH、RDP など）へのアクセス試行に何度も
失敗しました。

前提条件：なし。

関連したアラート：過剰アクセス試行回数（外部）アラート

ネットワークプリンタの過剰な接続回数の観測
説明：ネットワークプリンタが他のエンティティへの接続を過剰な回数開始しました。

前提条件：なし。

関連したアラート：ネットワークプリンタの過剰な接続回数アラート

新しい外部サーバの観測
説明：1 つのエンティティが外部サーバとの通信を開始しました。

前提条件：なし。

関連したアラート：例外的なドメイン コントローラ アラート、持続的なリモートコントロール接続ア
ラート、異常な外部サーバアラート

新しい高スループット接続の観測
説明：1 つのエンティティが新しいホストと大量のトラフィックを交換しました。
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前提条件：なし。

関連したアラート：広帯域幅での単方向トラフィックアラート、データベース漏洩の疑いアラート

新しい内部デバイスの観測
説明：ルックバック期間には表示されていなかった新しいエンティティが、ネットワーク上に表示
されています。

前提条件：なし。

関連したアラート：新しい内部デバイスアラート

新しいプロファイルの観測
説明：1 つのエンティティが、最近まで一致していなかったプロファイルタグ（FTP サーバなど）と
一致しています。

前提条件：なし。

関連したアラート：新たなプロファイルアラート

持続的な外部サーバの観測
説明：このエンティティは、同じ外部サーバ（FTP、SSH など）と定期的に通信しています。

前提条件：なし。

関連したアラート：持続的なリモートコントロール接続アラート、異常な外部サーバアラート

利用者数スパイクの観測
説明：記録的な数の IP アドレスとの通信がローカルネットワーク上で観測されました。

前提条件：なし。

関連したアラート：ネットワーク利用者数のスパイクアラート

ポートスキャナの観測
説明：1 つのエンティティが多数のポートをスキャンしました。

前提条件：なし。

関連したアラート：内部ポートスキャナアラート

データ転送の可能性の観測
説明：内部データソースからこのエンティティへの転送（「ダウンロード」）と、その後実行された
このエンティティから外部データシンクへの転送（「アップロード」）で、ほぼ同じサイズのタイミン
グの近いデータ転送が検出されました。

前提条件：なし。

関連したアラート：データ漏洩の疑いアラート
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異常測定値の観測
説明：1 つのエンティティが記録的な量のトラフィックを送信または受信しました。

前提条件：なし。

関連したアラート：内部接続のスパイクアラート、アウトバウンドトラフィックのスパイクアラート

リモートアクセスの観測
説明：1 つのエンティティがリモートソースからアクセスされました。

前提条件：なし。

関連したアラート：地理的に異常なリモートアクセスアラート、新しいリモートアクセスアラート、リ
モートアクセス（地理的）アラート

ロール違反の観測
説明：1 つのエンティティに、そのロールに適合しない新しいトラフィックがあります（ポート 80 で
通信する FTP サーバなど）。

前提条件：なし。

関連したアラート：ロール違反アラート

疑わしいネットワークアクティビティの観測
説明：既知の攻撃者の戦術、技術、および手順に関連付けられている疑わしいアクティビティ
が検出されました。

前提条件：なし。

関連したアラート：なし。

疑わしい SMB アクティビティの観測
説明：複数のエンティティが SMB プロトコルを使用して初めて異常なアクティビティを実行しまし
た。

前提条件：なし。

関連したアラート：疑わしい SMB アクティビティアラート

トラフィック増幅の観測
説明：1 つのエンティティのアウトバウンドトラフィックとインバウンドトラフィックが、使用していた
プロファイルに関連付けられている一般的な比率と一致しませんでした。これはアンプ攻撃へ
の参加を示している可能性があります。アンプ攻撃は、要求に応じて大量のパケットでサーバ
を圧倒するもので、スプーフィングされた IP アドレスや他の識別情報が関係しています。また、
アンプ攻撃への参加は、エンティティがボットネットマルウェアに感染し、意図せずにパケットを
送信していることを示す可能性もあります。

前提条件：なし。

関連したアラート：アンプ攻撃アラート
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異常な DNS リゾルバの観測
説明：1 つのエンティティが異常な DNS リゾルバと通信しました。

前提条件：なし。

関連したアラート：新しい異常な DNS リゾルバアラート、異常な DNS 接続アラート

ウォッチリスト インタラクションの観測
説明：1 つのエンティティが、ウォッチリストに記載されている IP アドレスと（明示的に、またはド
メイン名を介して暗黙的に）通信しました。

前提条件：なし。

関連したアラート：ウォッチリスト通信の繰り返しアラート、ボットネット インタラクションの疑いア
ラート、疑わしい暗号通貨アクティビティアラート、Talos インテリジェンス ウォッチリストのヒット
アラート、異常な外部サーバアラート、ユーザ ウォッチリスト ヒット アラート、ウォッチリスト ヒット 
アラート
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[アラート（Alerts）] ダッシュボードの概要
[アラート（Alerts）] ダッシュボードの左側の [アラート（Alerts）] リストには、フィルタ設定に従って
システムによって生成されたオープンアラートとクローズアラートが表示されます。システムは、
次のようなネットワークに関するさまざまな情報の分析に基づいて、潜在的な悪意のあるアク
ティビティを示すアラートを生成します。

 l モニタ対象のエンティティのロールと、それらのエンティティについてログに記録された観
測内容

 l アラートタイプの優先順位

 l IP スキャナのルール

[アラート（Alerts）] ダッシュボードの概要を開く

システムにデータストアが導入されている場合

 1. メインメニューで [Analyticsベータ版（Analytics Beta）] をクリックします。

 2. Analytics ベータ版をまだ有効にしていない場合は、ページの右上隅にある （[トグル
（Toggle）]）アイコンをクリックして表示を [有効（Enabled）] にします。

Analytics ベータ版を有効または無効にできるのは、管理者ユーザのみです。

システムがデータストアなしで展開されている場合

 1. Web ブラウザのアドレスバーに次の URL を入力します。

https:<your SW UI>/apps/swe-detections-reporting

 2. <your SW UI> を、現在の Stealthwatch Web アプリケーションの IP アドレスまたはアプラ
イアンスの完全修飾ドメイン名に置き換えます。
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アラートのワークフロー
アラートのワークフローは、そのステータスに基づいて異なります。システムによってアラートが
生成される場合、そのデフォルトステータスは [オープン（Open）] になります。アラートの詳細を
表示すると、デフォルトでは、当面注意が必要なすべてのオープンアラートが表示されます。

アラートの詳細を確認する際は、初期トリアージとして、アラートのステータスを更新できます。
フィルタ機能と検索機能を使用して、特定のアラートを検索したり、さまざまなステータスのア
ラートを表示したりすることができます。

アラートの詳細から、関連したデバイスのデバイスサマリーレポートを表示できます。同レポー
トでは、このアラートを生成させた、裏付けとなる観測内容に関する追加のコンテキストと、この
アラートに関連したエンティティについての付加的なコンテキストを確認できます。

この情報は、ネットワーク上の問題をさらに調査して悪意のある動作を潜在的に解決するため
に実際の問題を特定する上で役立ちます。Stealthwatch Web アプリケーション内やネットワー
ク上で調査しているときに、発見した内容を説明するコメントをアラートに残すことができます。
これは、将来参照できる調査の記録を作成するために役立ちます。

分析が完了したら、ステータスを [クローズ（Closed）] に更新できます。これにより、デフォルト
ではオープンアラートとして表示されなくなります。将来、状況が変わった場合は、クローズ ア
ラートのステータスを再度オープンにすることもできます。
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アラートリストの表示

[ホストグループ管理（Host Group Management）] を使用して、外部ホストまたは内部
ホストによってスキャンされたときにアラートをトリガーしないように指定したグループ
に IP スキャナを追加します。

アラートリストに次の情報が表示されます。 （[フィルタ（Filter）]）アイコンをクリックして [フィル
タ（Filters）] スライドアウトパネルを開き、リストのフィルタリング方法を指定します。優先度、ス
テータス、最も古い、最も新しい、タイプ、および/または送信元でフィルタリングできます。

フィールド 説明

[アラートタイプ
（Alert Type）]

生成されたアラートタイプ。

[ソースエンティ
ティ（Source 
Entity）]

アラートを生成したソースエンティティ。

[最終更新時間
（Last Update 
Time）]

アラートが最後に更新された時刻。

[ステータス
（Status）]

アラートがオープンかクローズかを示します。
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アラートの詳細の表示
アラートの詳細には、システムによって報告されたアラートの概要が表示されます。特定のテキ
ストを検索したり、ステータス、タグ、または担当者でフィルタリングしたりできます。また、関連
するデバイス情報だけでなく、影響を受けるエンティティに関して生成されたすべての観測結果
を表示することもできます。

アラートサマリーフィールド

フィールド 説明

[アラートID
（Alert ID）]

アラート ID 番号。

[ステータス
（Status）]

アラートのステータス：オープンまたはクローズ。

[プライオリティ
（Priority）]

アラートの優先度：低、通常、高。

[最終更新
（Last 
updated）]

アラートが最後に更新された時刻。既存のアラートが新しい観測結果を保
存すると、システムはこのフィールドを更新します。

[作成済み
（Created）]

アラートが作成された時刻。

[デバイス
（Device）]

アラートをトリガーしたデバイスの IP アドレス。複数のデバイスがアラートに
関係している場合は、「複数のデバイス（Multiple Devices）」と表示されま
す。

[エンティティグ
ループ（Entity 
Group）]

関連するデバイスを含むエンティティグループ（正式にはホストグループ）。
エンティティグループは、同様の属性を持ち同じ機能を実行するユーザ定
義のデバイスセットです。

レポートの観測
アラートの詳細には、このアラートが生成される原因となった観測結果のリストが表示されま
す。このアラートの原因となったネットワークの動作の詳細については、これらの情報を参照し
てください。アラートに応じて、次のグラフまたはテーブルが 1 つ以上表示されます。
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[スキャンされたデバイスまたはポート（Scanned Devices or Ports）] テーブ
ル
このテーブルに表示されるフィールドの説明については、次を参照してください。

フィールド 説明

[時刻（Time）] システムがアラートを生成した日時。

[デバイス（Device）] アラートが生成されたデバイスの IP アドレス。

[スキャンタイプ（Scan Type）]
外部スキャンか内部スキャンか（インバウンドかアウト
バウンドか）を示します。

[CIDR範囲（CIDR Range）] ソースエンティティがスキャンした CIDR 範囲。

[スキャンされたポートの数（Count 
of ports scanned）]

ソースエンティティがスキャンしたポートの数。

[ポート範囲（Port Ranges）] ソースエンティティがスキャンしたポートの範囲。

[時間枠（Time Window）] スキャンの期間。
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アラートの調査
ここでは、特定のアラートを調査する方法に関する一般的なガイドラインと推奨事項を示しま
す。Stealthwatch はアラートをログに記録するときに追加のコンテキストを提供するため、この
コンテキストを参照しながら調査を進めることができます。

これらの手順は、総合的または包括的であることを意図したものではありません。こ
れらは単にアラートの調査を開始するための一般的な枠組みを提供するためのも
のです。

一般に、次の手順でアラートを確認できます。

オープンアラートのトリアージ
オープンアラートのトリアージは、特に複数の調査が必要な場合に役立ちます。

アラートのトリアージを開始するには、アラートリストの （フィルタ）アイコンをクリックして、
オープンアラートでフィルタリングします。

アラートの確認
割り当てられたアラートを確認する際は、アラートの詳細情報を確認して、Stealthwatch がア
ラートを生成した理由を把握してください。

裏付けとなる観測内容を確認し、これらの観測内容がソースエンティティに対して持つ意味を
理解します。ソースエンティティの一般的な動作やパターンを理解するための観測内容をすべ
て表示し、このアクティビティがより長いトレンドの一部になっている可能性があるかどうかを確
認します。

次の作業

 l アラートのサマリー（特に説明）を確認して、基本的な状況を把握します。

 l 裏付けとなる観測内容を確認します。これらの観測内容がソース エンティティに対して持
つ意味を理解します。

 l このソース エンティティの一般的な動作やパターンを理解するための観測内容をすべて
表示し、このアクティビティがより長いトレンドの一部になっている可能性があるかどうか
を確認します。

 l 観測内容から、ソース エンティティに関連する追加コンテキスト（それが関与している可
能性がある他のアラートや観測内容、デバイス自体に関する情報、それが送信している
セッション トラフィックのタイプなど）を表示します。この動作が悪意のある動作を示して
いるかどうかを判断してください。ソース エンティティが複数の外部エンティティとの接続
を確立している場合は、それらのエンティティが何らかの関連性を持つかどうか（それら
のすべてが類似の地理位置情報を持っているか、それらの IP アドレスが同じサブネット
からのものであるかなど）を確認します。

 l 観測内容から、ソース エンティティが接続を確立したエンティティのコンテキストを確認し
ます。地理位置情報を調査し、いずれかの地理位置情報データによって悪意のあるエン
ティティが特定されるかどうかを確認します。これらのエンティティによって生成されたトラ
フィックを表示します。Talos、AbuseIPDB、または Google にこれらのエンティティに関する
情報があるかどうかを確認します。複数の日にわたる IP アドレスを見つけて、外部エン
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ティティがネットワーク上のエンティティと確立した他のタイプの接続を確認します。必要
に応じて、それらの内部エンティティを見つけ、侵害または意図しない動作の証拠がある
かどうかを判断します。

裏付けとなる観測結果とコンテキスト詳細の確認

ソースエンティティ
裏付けとなる観測内容を確認し、これらの観測内容がソースエンティティに対して持つ意味を
理解します。ソースエンティティの動作が悪意のある動作を示しているかどうかを判断してくだ
さい。ソースエンティティが複数の外部エンティティとの接続を確立している場合は、それらのエ
ンティティが何らかの関連性を持つかどうか（それらのすべてが類似の地理位置情報を持って
いるか、それらの IP アドレスが同じサブネットからのものであるかなど）を確認します。ソースエ
ンティティに関連する追加コンテキスト（それが関与している可能性がある他のアラートや観測
内容、デバイス自体に関する情報、それが送信しているセッショントラフィックのタイプなど）を
表示します。

外部エンティティ
観測内容から、他の外部エンティティに関する情報を調べます。地理位置情報を調査し、いず
れかの地理位置情報データによって悪意のあるエンティティが特定されるかどうかを確認しま
す。これらのエンティティによって生成されたトラフィックを表示します。Talos、AbuseIPDB、また
は Google にこれらのエンティティに関する情報があるかどうかを確認します。複数の日にわた
る IP アドレスを見つけて、外部エンティティがネットワーク上のエンティティと確立した他のタイ
プの接続を確認します。必要に応じて、それらの内部エンティティを見つけ、侵害または意図し
ない動作の証拠があるかどうかを判断します。ソースエンティティが接続を確立したエンティティ
のコンテキストを確認します。

エンティティと関連ユーザの調査
ソースエンティティと、このアラートに関与した可能性のあるすべてのユーザに関する追加のコ
ンテキストを収集します。

 l このエンティティのログ ファイルを見つけます。それがネットワーク上の物理エンティティ
である場合は、デバイスにアクセスしてログ情報を確認し、この動作の原因となっている
ものに関する情報があるかどうかを確認します。それが仮想エンティティである場合また
はクラウドに保存されている場合は、ログにアクセスして、このエンティティに関連するエ
ントリを検索します。不正なログイン、承認されていない設定変更などに関する詳細につ
いて、ログを調査します。

 l エンティティを調査します。マルウェアまたはエンティティ自体にある脆弱性を特定できる
かどうかを判断してください。デバイスの物理的な変更（組織によって承認されていない 
USB スティックなど）を含め、何らかの悪意のある変更があったかどうかを確認します。

 l ネットワーク上のユーザまたはネットワーク外のユーザによる関与があったかどうかを確
認します。可能であれば、何をしていたのかをユーザに尋ねてください。ユーザに尋ねる
ことができない場合は、そのユーザがアクセス権を持っていたと考えられるかどうかと、
この動作を促す状況（解雇された従業員が退社する前に外部サーバにファイルをアップ
ロードするなど）が発生したかどうかを確認します。

調査結果に関するコメントを残します。
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問題の修正
悪意のある動作によってアラートが発生した場合は、悪意のある動作を修正します。

 l 悪意のあるエンティティまたはユーザがネットワーク外からのログインを試みた場合は、
ファイアウォール ルールを更新して、それらのエンティティまたはユーザがネットワークに
アクセスできないようにします。

 l 脆弱性またはエクスプロイトを特定した場合は、影響を受けるエンティティを更新したり、
それらにパッチを適用して脆弱性を削除するか、ファイアウォール設定を更新して不正
アクセスを防止します。ネットワーク上の他のエンティティが同様に影響を受ける可能性
があるかどうかを判断し、それらのエンティティに同じ更新またはパッチを適用します。現
時点で脆弱性またはエクスプロイトを修正する手段がない場合は、該当するベンダーに
連絡し、それらを通知してください。

 l マルウェアを特定した場合は、エンティティを隔離してマルウェアを削除します。ネット
ワーク上の他のエンティティが危険にさらされているかどうかを判断し、エンティティまた
はセキュリティ ソリューションを更新して、このマルウェアが広がることを防止します。こ
のマルウェアまたはこのマルウェアの原因となったエンティティに関する情報によってセ
キュリティ情報を更新してください。必要に応じてベンダーに通知してください。

 l 悪意のある動作によってデータが漏洩した場合は、許可されていないソースに送信され
たデータの性質を確認します。不正なデータ漏洩に関する組織の規定に従ってください。

修正に関するコメントを残します。

Stealthwatch 設定の微調整
アラートと修正に基づいて、今後のこの動作の識別に役立つように Stealthwatch の設定を更
新します。

 l 特定のアラートが懸念される場合は、アラート タイプの優先順位設定を更新します。

 l 既知の正常なスキャナを、デフォルトのネットワーク スキャナ ホスト グループ（ID 48）に追
加します。
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アラートの解決（クローズ）
アラートを解決するには、次の手順を実行します。

 1. ページの右上隅にある [解決（Relolve）] をクリックします。

フィードバックを求めるダイアログが開きます。

 2. アラートが役に立った場合は [はい（Yes）] をクリックし、アラートが役に立たなかった場
合は [いいえ（No）] をクリックします。これはアラートが悪意のある動作に起因するかどう
かではなく、単にアラートが組織にとって有用であったかどうかを意味します。

 3. [送信（Submit）] をクリックします。

（アラートリスト内の）アラートエントリの右上隅にあるアイコンで、緑色の円内に白いチェックマークが表
示されます。
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デバイスサマリーレポートの概要
左側のパネルでアラートをクリックすると、そのサマリーがパネルの右側に表示されます。この 
[サマリー（Summary）] セクションで、ホストの IP アドレスをクリックして、ホストのデバイスサマ
リーレポートにアクセスします。このレポートを使用して、デバイスに関連した異常な動作をさら
に調査し、次の質問の答えを得ることができます。

 l デバイスで発生している動作。

 l アラートまたは観測が発生した理由。

 l このデバイスが関係するその他の関連動作。

デバイスサマリーレポートの概要を開く
[アラート（Alerts）] ダッシュボード下部の [スキャンされたデバイスまたはポート（Scanned 
Devices or Ports）] テーブルの [デバイス（Device）] 列で、特定のホストの IP アドレスをクリック
して、そのホストのデバイスサマリーレポートにアクセスします。
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デバイスサマリーレポートの表示
このページにはいくつかのセクションがあり、それらのセクションについてはこのトピックの残り
の部分で説明します。

Device Summary 
このセクションでは、次の情報を確認できます。

フィールド 説明

[ホストIPアドレス
（Host IP Address）]

アラートに関連したホストの IP アドレス。

[ステータス
（Status）]

現在表示しているデバイスのステータスを示します。ステータスはアク
ティブと非アクティブのいずれかです。

[最初の確認日時
（First Seen）]

デバイスがシステムで最初に確認された日時。

[エンティティグルー
プ（Entity Groups）]

デバイスを含むエンティティグループ（正式にはホストグループ）。エン
ティティグループは、同様の属性を持ち同じ機能を実行するデバイス
のセットです。

[参照先
（Location）]

アラートに関連したデバイスが存在する地理的な場所。

[最後の確認日時
（Last Seen）]

デバイスがシステムで最後に確認された日時。

[ロール（Roles）] エンティティが通常実行する機能。

[MACアドレス
（MAC Address）]

アラートに関連したデバイスの MAC アドレス。

[オープンアラート
（Open Alerts）]

デバイスに関連した、オープンステータスになっているすべてのアラー
ト。

デフォルトでは、次のチャートに過去 2 日間のデータが表示されます。期間を変更するには、
[デバイスサマリー（Device Summary）] セクションのすぐ下にある、ページ右上隅近くの [タイム
フレーム（Timeframe）] ドロップダウンリストを使用します。また、過去 1 時間、1 日間、1 週間、
2 週間、1 ヵ月間のデータを表示したり、カスタムのタイムフレームを指定したりすることもでき
ます。カスタムのタイムフレームを指定するには、次の手順を実行します。
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 1. [開始時刻（Start time）] フィールドの  （[予定表（Calendar）]）アイコンをクリックしま
す。

デフォルトで [日付（Date）] タブが選択されます。

 2. 目的の日付をクリックします。

[時刻（Time）] タブが自動的に選択されます。

 3. [時間（Hour）] および [分（Minute）] スクロールフィールドを使用して時刻を指定します（現
在の時刻を選択する場合は、[今すぐ（NOW）] をクリックします）。

 4. [設定（Set）] をクリックします。

 5. [終了時刻（End Time）] フィールドで手順 1 〜 4 を繰り返します。

アラートとデバイスのトラフィック
この棒グラフには、関連デバイスにおけるトラフィックとアラートの概要が表示されます。このグ
ラフは、ページの上部で指定されたタイムフレームのデータを集約し、ネットワークでのデバイ
スのアクティビティの傾向とスパイクに関する視覚的な情報を提供します。

グラフからデータを削除するには、凡例エントリをクリックします。削除したデータをグラフに復
元するには、凡例エントリをもう一度クリックします。ズームインするには、Shift キーを押しなが
らマウスをクリックします。ズームアウトするには、このアクションを繰り返します。このグラフか
ら、次の情報にアクセスできます。

フィールド 説明

接続
接続は紫色の線で表されます。これらは特定の時点におけるデバイス
との接続数を表します。

受信バイト数
（Bytes In）

特定の時点までにデバイスに着信したトラフィックの量（バイト単位）。

送信バイト数
（Bytes Out）

特定の時点までにデバイスから送信されたトラフィックの量（バイト単
位）。

アラート
（Alerts）

アラートは、感嘆符が中に入った小さなオレンジ色の三角形のアイコ
ンで表されます。これらのアイコンのいずれかにカーソルを合わせる
と、アラートの名前、アラートが発生した日付/タイムスタンプ、および
関連したタイムフレームにおけるアラートの数が表示されます。
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タイプ別の観測
このグラフには、過去 1 時間、1 日間、1 週間、または 1 ヵ月間に発生した観測の数が、観測タ
イプ別にグループ化されて表示されます。ページ右上隅近くにあるドロップダウンリストを使用
して、タイムフレームを指定できます。各観測のタイプはそれぞれ異なる色で表され、コンポー
ネントタイトルの下の凡例でタイプを識別できます。棒グラフの上にカーソルを置くと、カーソル
を置いている観測のタイプに関して、指定されたタイムフレームで発生した観測の数が表示さ
れます。グラフに表示されている観測データを削除するには、凡例で観測名をクリックします。
削除したデータをグラフに復元するには、観測名をもう一度クリックします。このグラフを使用し
て、特定の観測タイプの発生量と発生頻度に焦点を当てることができます。

タイプ別のアラート
このグラフには、過去 1 時間、1 日間、1 週間、または 1 ヵ月間に発生したアラートの数が、ア
ラートタイプ別にグループ化されて表示されます。ページ右上隅近くにあるドロップダウンリスト
を使用して、タイムフレームを指定できます。各アラートタイプはそれぞれ異なる色で表され、コ
ンポーネントタイトルの下の凡例でタイプを識別できます。棒グラフの上にカーソルを置くと、
カーソルを置いているアラートのタイプに関して、指定されたタイムフレームで発生したアラート
の数が表示されます。グラフに表示されているアラートデータを削除するには、凡例でアラート
名をクリックします。削除したデータをグラフに復元するには、アラート名をもう一度クリックしま
す。このグラフを使用して、特定のアラートタイプの発生量と発生頻度に焦点を当てることがで
きます。

Application Traffic
この積み上げ棒グラフには、アプリケーションと、過去 7 日間に当該ホストの各アプリケーショ
ンによって使用されたトラフィックの量が表示されます。内部または外部トラフィックについての
情報を表示するには、[内部（Internal）] または [外部（External）] タブを選択します。グラフから
データを削除するには、凡例エントリをクリックします。削除したデータをグラフに復元するに
は、凡例エントリをもう一度クリックします。

特定の日に使用されたすべてのアプリケーションと、関連したインバウンドトラフィック量および
アウトバウンドトラフィック量の概要をテーブル形式で表示するには、目的の積み上げ棒の上
にカーソルを合わせます。ポップアップウィンドウが開き、前述の情報が表示されます。積み上
げ棒の中でクリックしたアプリケーションが表示され、テーブルの最初の行で強調表示されま
す。残りの行には、インバウンドトラフィック合計とアウトバウンドトラフィック合計の最大量を含
むアプリケーションから順にアプリケーションが表示され、トラフィックの合計量が最も少ないア
プリケーションが最後に表示されます。
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アラート設定の概要
[アラート設定（Alerts Setting）] ページで、アラートの優先順位を設定し、それを有効または無
効にできます。

アラート設定の開始
ページの右上隅の [設定（Configuration）] > [アラート設定（Alert Configuration）] をクリックしま
す。

[アラート設定（Alerts Settings）] ページが開きます。
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アラートの設定

フィールド 説明

フィルタリング可能なフィールド

アラート タイプ
（[フィルタ（Filter）]）アイコンをクリックし、アラートのフィルタリング

に使用する次のオプションのいずれかを選択します。[次を含む
（Contains）]、[次で始まる（Starts with）]、[次で終わる（Ends with）]

読み取り専用フィールド

説明
アラートについて説明します。すべてのアラートタイプの説明につい
ては、「アラートの説明」を参照してください。

[ルックバック日
数（Lookback 
Days）]

アラートの生成に十分な情報がモデル化されるまでに必要な履歴、
またはフロー履歴の日数。アラートに応じて、0 〜 36 日の範囲で設定
できます。「アラート前提条件チャート」で、「前提条件」セクションを
表示して、特定のアラートに必要なフロー履歴の日数を確認します。

設定可能なフィールド

[プライオリティ
（Priority）]

アラート タイプにはデフォルトの優先順位が設定されています。これ
は、このタイプのアラートを生成するシステムの機密性に影響しま
す。アラートの優先順位は [低（low）] または [通常（normal）] にデフォ
ルト設定されます。[プライオリティ（Priority）] ドロップダウンリストか
ら、任意のアラートタイプを [低（low）]、[通常（normal）]、または [高
（high）] に設定できます。アラートの優先順位は、アラートが自動的に
閉じるかどうかを決定するために使用されます。

[有効
（Enabled）]

システムがそのアラートをトリガーするかどうかを示します。

 l アラートが有効になっている場合、[有効（Enabled）] 列に 
（[トグル（Toggle）]）アイコンが表示され、すべての要件

が満たされたときにシステムがアラートを生成します。

 l アラートが無効になっている場合は、[有効（Enabled）] 列に 
（[トグル（Toggle）]）アイコンが表示され、すべての要件

が満たされていてもシステムはアラートを生成しません。
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サポートへの問い合わせ
テクニカル サポートが必要な場合は、次のいずれかを実行します。

コール

 l 最寄りのシスコ パートナー

 l Cisco Stealthwatch サポート

 o （米国）1-800-553-2447 

 o ワールドワイドサポート番号：
https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-
contacts.html

ケースのオープン

 l Web：http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

 l 電子メール：tac@cisco.com
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