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はじめに
Cisco SecureXは、複数の製品やソースから集約されたデータを使用して、脅威を検出、調
査、分析、対応するために役立つCisco Cloudのプラットフォームです。

この統合により、Stealthwatchで以下を行うことができます。

l SecureXダッシュボードのStealthwatch タイルを使用して、主要な業務メトリクスをモニ
タする。

l SecureXのコンテキストメニューを使用して、他のシスコセキュリティおよびサードパー
ティの統合にピボットする。

l SecureXセキュリティリボンへのアクセスを提供する。

l StealthwatchアラームをSecureXに送信する。

l Threat Responseワークフローの調査コンテキストを強化するために、SecureXで
Stealthwatchからのセキュリティイベントを要求できるようにする。

SecureXの詳細については、次のリンクを参照してください。

l SecureXのWebサイト

l SecureXのマニュアル

新機能
バージョン 7.2には、統合に対するいくつかの拡張機能が含まれています。

l Cisco Threat Response（CTR）はSecureXの一部となり、構成とドキュメントに反映されて
います。

l ケースブックウィジェットは、SMC UIで使用可能なSecureXセキュリティリボンに置き換
えられ、ケースブックはセキュリティリボンに含まれます。

l Stealthwatchは、SecureXダッシュボードと統合され、モニタリングと運用上の認識を行
いやすいようにSecureXに統合された他の製品のタイルと組み合わせて使用できるタイ
ルを提供します。詳細については、「SecureXダッシュボードのStealthwatch タイルにつ
いて」のセクションを参照してください。

7.1から 7.2.1へのアップグレード
v7.2.1では、Stealthwatch v7.1.xで使用可能なケースブックウィジェットに取って代わる
SecureXセキュリティリボンと呼ばれる新しいウィジェットが提供されています。セキュリティリボ
ンを正しく動作させるには、追加の範囲を持つ新しいAPI クライアントが必要です。API クライア
ントを再作成し、新しいAPI クライアント IDとパスワードを使用して、SMCでSecureX設定を更
新します。詳細については、「Stealthwatch とSecureXの設定」のセクションを参照してくださ
い。
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SecureXの地域クラウド

地域 リンク
サポートされている
Stealthwatch統合

北米

l Threat Response Webコンソール：
https://visibility.amp.cisco.com

l SecureXポータル：
https://securex.us.security.cisco.com

l SecureX ピボットメニュー

l SecureXセキュリティリボ
ン

l SecureXへの
Stealthwatchアラームの
送信

l Stealthwatchセキュリ
ティイベントで強化

欧州

l Threat Response Webコンソール：
https://visibility.eu.amp.cisco.com

l SecureXポータル：
https://securex.eu.security.cisco.com

l SecureX ピボットメニュー

l SecureXセキュリティリボ
ン

l SecureXへの
Stealthwatchアラームの
送信

l Stealthwatchセキュリ
ティイベントで強化

アジア
（APJC）

l Threat Response Webコンソール：
https://visibility.apjc.amp.cisco.com

l SecureXポータル：
https://securex.apjc.security.cisco.com

l SecureX ピボットメニュー

l SecureXセキュリティリボ
ン

l SecureXへの
Stealthwatchアラームの
送信

地域クラウドの選択に関する注意事項と制約事項
l 可能な場合は、Stealthwatchの導入環境に最も近い地域クラウドを使用してください。

l 異なるクラウド内のデータを集約またはマージすることはできません。

l 複数の地域からデータを集約する必要がある場合は、すべての地域のデバイスが同じ
地域のクラウドにデータを送信する必要があります。

l 各地域のクラウド上にアカウントを作成できます。各クラウドのデータは区分されます。
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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てください。

l 最寄りのシスコパートナーにご連絡ください。

l Cisco Stealthwatchサポートのお問い合わせ先：

l Webでケースを開く場合：http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

l 電子メールでケースを開く場合：tac@cisco.com

l 電話でサポートを受ける場合：800-553-2447（米国）

l ワールドワイドサポート番号：
www.cisco.com/en/US/partner/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html
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Stealthwatch データとSecureX

SecureXダッシュボードのStealthwatch タイルについて
次のStealthwatch タイルは、SecureXダッシュボードで使用できます。

タイル名 説明 使用可能時間帯 ピボット先

上位のアラームホスト

最後のリセット時以降
ネットワーク上でアク
ティブになっていて、ア
ラーム重大度別にソー
トされた上位7位まで
の内部ホストを提供す
る。

直近の24時間 Host Report

カテゴリ別のホストの
アラーム

最後のリセット時以降
ネットワーク上でアク
ティブになっていて、ア
ラーム重大度別にソー
トされた上位7位まで
の内部ホスト。

直近の24時間
ネットワークセキュリ
ティダッシュボード

カウント別の上位のア
ラーム

カウント別の上位10位
のアラームを表す。

直近の24時間

過去7日

ネットワークセキュリ
ティダッシュボード

可視性アセスメント

内部ネットワークスキャ
ナ、Remote Access侵
害、感染の可能性があ
るマルウェア、脆弱なプ
ロトコルサーバ、DNSリ
スクなど、可視性アセ
スメントカテゴリ内のホ
スト数。

直近の24時間

過去7日

可視性アセスメントダッ
シュボード

ネットワークの可視性
ホスト数とトラフィック量
の統計情報を提供す
る。

直近の24時間

過去7日

可視性アセスメントダッ
シュボード

トラフィック別の上位
の内部ホストグループ

相互に通信されたトラ
フィック別の上位10位
の内部ホストグルー
プ。

直近の24時間
内部ホストグループの
ホストグループレポート

トラフィック別の上位
のホストグループ

内部ホストグループと
通信したトラフィック別
の上位10位の外部ホ
ストグループ。

直近の24時間
内部ホストグループの
ホストグループレポート
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Stealthwatch タイルを使用してSecureXダッシュボードを設定する方法については、
「Stealthwatch タイルを使用したSecureXダッシュボードの設定」のセクションを参照してくださ
い。

SecureXへのStealthwatch アラームの送信について
SecureX統合が設定されると、Stealthwatchは、アラームメタデータから作成された該当する
Sighting、Observable、およびIndicator オブジェクトを使用して、クリティカルおよび高度の重大
度を表示するとともに、アクティブなセキュリティアラームをThreat Responseプライベートイン
テリジェンスストアに、インシデントとして送信します。

この情報は、対応するSightingと Indicator がインシデントから派生するため、インシデントマ
ネージャから、調査プロセス実行時に利用できます。

[SecureX設定（SecureX Configuration）]フォームで、アラームの送信を無効にするか、
SecureXに送信される最小の重大度を指定できます。

l 関係ポリシーから派生したアラーム用に作成されたインシデントには、この情
報はアラームで利用できないため、Observable としての IPアドレスは含まれ
ません。

l インシデントには、「StealthwatchアラームのCTIMオブジェクトへの変換につ
いて」セクションで指定された特定の条件のターゲットオブジェクトが含まれま
す。

l Stealthwatchアラームから作成されたインシデントは、地域クラウドとともに配
置されたCTR コンソールから表示できます。詳細については、「SecureXの地
域クラウド」のセクションを参照してください。

SecureXの Stealthwatch エンリッチメントデータについて
SMCがCisco Security Services Exchangeに登録され、StealthwatchモジュールがSecureX
で設定されると、Threat ResponseワークフローでStealthwatchからのエンリッチメントデータを
確認できるようになります。

調査で要求されたすべての有効なIPアドレスについて、Stealthwatchは、この IPに関連付け
られているセキュリティイベントを、該当するSightingおよびIndicator オブジェクトの形式で返し
ます。

[SecureX設定（SecureX Configuration）]フォームで返されるセキュリティイベントに、次のパラ
メータを設定できます。

l SecureXからの調査リクエストを許可するかどうか。

l セキュリティイベントを返すStealthwatch ドメイン。

l 送信される上位イベントの数。

l セキュリティイベントを返す期間。

Cisco Threat Intel モデルについて
SecureXに送信する前に、StealthwatchアラームとセキュリティイベントがCisco Threat Intel
Model（CTIM）オブジェクトに変換されます。

CTIMの詳細については、『Threat Intel Model documentation』を参照してください。

この変換で使用される主要なエンティティを次に示します。
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l Incident：組織に影響する指標の個別のインスタンスと、インシデント対応に関連する情
報。

l Sighting：特定の日時にサイバー上で観測されたデータにおける記録

l Observable：一貫性のある IDを持ち、意図または特性（ドメイン名、IPアドレス、ファイル
ハッシュ、特定のデバイスまたはユーザ）ごとに分類されるのに十分な安定性がある、単
純で原始的な値。Stealthwatchでは、IPアドレスタイプにおけるObservableのみを共有
します。

l Target：脅威の標的となったデバイス、ID、またはリソース。ターゲットは1つ以上の
Observableによって識別されます。

l Indicator：悪意のある動作を示す動作パターンまたは一連の条件についての記述。

CTIMオブジェクトへのStealthwatchアラームの変換について
すべてのクリティカルおよび高度アラームは、インシデント、Sighting、Indicator オブジェクト、お
よびそれらのリレーションシップに変換されます。次の図は、CTIMモデルでのStealthwatchア
ラームの表示を示しています（簡易版）。

インシデントのSightingオブジェクトを作成する場合、Stealthwatchには、以下の制約を持つ
Observableが含まれます。

l リレーションシップポリシーイベントから派生したアラームには、Sightingオブジェクトに
Observableオブジェクトがありません。

l 送信元が「複数の送信元」またはターゲットが「複数の送信先」であるアラームには、該
当するObservableは、Sightingのオブジェクトに含まれません。

Sightingのターゲットオブジェクトを作成すると、次の制約が適用されます。

l ターゲットオブジェクトは、次のタイプのコアイベントから生成されたアラームにのみ含ま
れます。

o addr-scan-talking-detect o attack-index o beaconing-host
o bot-infected-host o bot-infected-host-controlled o brute-force-login
o fake-app-detect o half-open-attack o high-target-index
o high-ddos-target-index o high-recon-index o host-lock-violation
o icmp-received o max-flows-served o new-flows-served
o packet-flood o ping o port-scan
o slow-connection-flood o ssh-rev-shell o suspect-long-flow
o suspect-quiet-long-flow o suspect-udp-activity o syns-received
o target-data-hoarding o touched o udp-received
o watch-host-active

© 2020 Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. - 8 -

Stealthwatch データと SecureX



o

Stealthwatchセキュリティイベントの詳細については、『Stealthwatch Security
Events and Alarm Categories』を参照してください。

l アラームターゲットが「複数の送信先」の場合、ターゲットオブジェクトは含まれません。

l アラームターゲットが外部 IPアドレスの場合、ターゲットオブジェクトは含まれません。

StealthwatchセキュリティイベントのCTIMオブジェクトへの変換について
SecureXからの調査リクエストに応じて、Stealthwatchは IPアドレスに関連付けられたセキュ
リティイベントを返します。

すべてのセキュリティイベントは、次の図に示すように、リレーションシップを使用してCTIMモ
デルのSightingおよびIndicator オブジェクトに変換されます。

StealthwatchセキュリティイベントをCTIMオブジェクトに変換する場合、次の制約事項とルー
ルが適用されます。

l ターゲットオブジェクトは、セキュリティイベントのSightingオブジェクトに含まれていませ
ん。
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Cisco Cloud アカウント

SecureXアクセスに必要なアカウント
SecureXおよび関連ツールを使用するには、使用予定の地域クラウドで次のいずれかのアカ
ウントを持っている必要があります。

l シスコセキュリティアカウント

l AMP for Endpointsアカウント

l Cisco Threat Gridアカウント

お客様またはお客様の組織ですでに、使用予定の地域クラウドで上記のいずれか
のアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントを使用してください。新しいアカウ
ントを作成しないでください。

SecureXにアクセスするためのアカウントの作成
アカウントの作成の詳細については、『SecureX Sign-On Guide』を参照してください。

組織のシスコセキュリティアカウントへのアクセスの管理
お客様がシスコセキュリティアカウントの所有者または管理者の場合は、別のユーザに組織
のシスコセキュリティアカウントへのアクセス権を付与でき、既存のユーザを管理できます（ア
カウントのアクティベーションの電子メールを再送信するなど）。

ユーザを管理するには、次の手順を実行します。

1. ブラウザウィンドウで、自身の地域のシスコセキュリティアカウントに移動します。

l 北米：https://castle.amp.cisco.com

l ヨーロッパ：https://castle.eu.amp.cisco.com

l アジア（APJC）：https://castle.apjc.cisco.com

2. [ユーザ（Users）]をクリックします。

3. ユーザアクセス権を追加または編集します。
[アカウント管理者（Account Administrator）]を選択した場合は、ユーザにはユーザアク
セス権を付与して管理する権限が与えられます。
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Stealthwatch と SecureXの設定

SecureX統合の設定
StealthwatchでSecureX統合を設定すると、次のことが可能になります。

l Stealthwatch UIのSecureX ピボットメニュー。

l Stealthwatch UIのSecureXセキュリティリボン。

l Threat ResponseプライベートインテリジェンスへのStealthwatchアラームの送信。

前提条件

l SMC v7.2.1以降

l SecureXにアクセスするためのアカウントがある（「SecureXアクセスに必要なアカウン
ト」を参照）。

l SMCは、アウトバウンドでCisco Cloudに接続できる必要があります。
o 北米クラウド：

n api-sse.cisco.com、ポート443

n visibility.amp.cisco.com、ポート443
o EUクラウド：

n api.eu.sse.itd.cisco.com、クラウド443

n visibility.eu.amp.cisco.com、ポート443
o アジア（APJC）クラウド：

n api.eu.sse.itd.cisco.com、クラウド443

n visibility.apjc.amp.cisco.com、ポート443

l Stealthwatchの導入により、セキュリティイベントとアラームが予期したとおりに生成され
ています。

手順
SecureX 統合を設定するには、次の手順を実行します。

1. 地域のSecureX クラウドに移動します。

l 北米のクラウド：https://visibility.amp.cisco.com

l ヨーロッパのクラウド：https://visibility.eu.amp.cisco.com

l アジア（APJC）クラウド：https://visibility.apjc.amp.cisco.com

2. エンドポイント向けAMP、Cisco Threat Grid、またはシスコのセキュリティアカウントのク
レデンシャルを使用してサインインします。

3. [統合（Integrations）]タブに移動し、[設定（Settings）]メニューの[API クライアント（API
Clients）]をクリックします。

4. [API クライアントの生成（Generate API Client）]をクリックします。
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5. 開いているダイアログで、API クライアントの名前と説明を入力し、次の範囲を選択しま
す。

l casebook l enrich:read l global-intel:read

l inspect:read l integration:read l notification

l orbital l private-intel l profile

l registry/user/ribbon l response l telemetry:write

l users:read

API クライアントが生成された後は範囲を変更できません。

6. [新しいクライアントの追加（Add NewClient）]をクリックします。

7. システムは、クライアント IDとクライアントパスワードを作成します。
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このウィンドウを閉じると、クライアントパスワードを回復できません。

8. SMCにマスター管理者または設定管理者としてログインします。

9. [ナビゲーション（Navigation）]メニューから、[グローバル設定（Global Settings）]アイコン
をクリックし、[SecureX設定（SecureX Configuration）]を選択します。

10. [SecureX設定（SecureX Configuration）]セクションで、[新しい設定を追加（Add New
Configuration）]をクリックします。
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11. 開いているフォームで、API クライアントの作成に使用した地域クラウドを選択し、ステッ
プ6のクライアント IDとクライアントパスワードを貼り付けます。

12. 有効にする統合オプションを選択し、[保存（Save）]をクリックします。

13. システムはAPIクレデンシャルを検証して保存します。

14. SMCでSecureX ピボットメニューとセキュリティリボンが使用可能であることを確認しま
す。

l SecureX ピボットメニューの場合：
o 該当する IPアドレスを含んでいるSMCの任意のページを開きます。

o 該当する IPアドレスの横にある [省略記号（Ellipsis）] アイコンをクリックし
ます。

o 表示されるポップアップメニューで、[SecureX]の横にある矢印をクリックしま
す。第2のポップアップメニューがメニューコンテンツと共に表示されます。
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l SecureXセキュリティリボンの場合：
o SMCの任意のページに移動します。ページの下部にある [SecureXセキュリ

ティリボン（SecureX security ribbon）] アイコンに注目してくだ
さい。

o アイコンをクリックして、ウィジェットを展開します。

15. SecureXでStealthwatchアラームを確認します。

a. Stealthwatchがクリティカルまたは重大なセキュリティアラームを検出するか、テス
トセキュリティアラームが生成されるまで待ちます。

b. 地域のSecureX クラウドにログインします。

c. SecureX リボンのインシデントアプリ、またはThreat Responseのインシデントマ
ネージャに移動します。

d. アラームはリストに記載されている必要があります。

その他の情報
統合の詳細については、次のリンクを参照してください。

l SecureX ピボットメニューについて

l SecureXセキュリティリボンについて

ピボットメニューとセキュリティリボンのヘルプを表示するには、SecureXにログイン
する必要があります。

l SecureXへのStealthwatchアラームの送信について

Cisco Cloud でのSMCの登録
Cisco Security ExchangeクラウドでSMCを登録すると、SecureXにより、SMCからのセキュリ
ティイベントなどのエンリッチメントデータを調査ワークフローに含めたり、SecureXダッシュ
ボードのStealthwatch タイルを取得したりすることができます。

詳細については、「SecureXのStealthwatchエンリッチメントデータについて」および「SecureX
ダッシュボードのStealthwatch タイルについて」のセクションを参照してください。

手順
Ciscoセキュリティで保護されたExchangeクラウドにSMCを登録するには、次の手順を実行し
ます。
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1. SecureX地域クラウドに移動し、エンドポイント向けAMP、Cisco Threat Grid、またはシス
コセキュリティアカウントのログイン情報を使用してログインします。

2. [統合（Integrations）]タブに移動し、[設定（Settings）]メニューの[デバイス（Devices）]を
クリックします。

3. [デバイスの管理（Manage Devices）]をクリックします。Cisco Security Services Exchange
ポータルが開きます。

4. Cisco Security Services Exchangeポータルで、[クラウドサービス（Cloud Services）]メ
ニューのCisco Threat Responseを有効にします。

5. ページの右側にある [デバイスの追加とトークンプラスアイコンの生成（Add Devices and
Generate token plus）]をクリックします。

6. 開いているダイアログで、[続行（Continue）]をクリックし、デバイスのトークンをシステム
に生成させます。

7. 生成されたトークンをメモリバッファにコピーするか、生成されたトークンをファイルに保
存します。
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8. SMCにマスター管理者または設定管理者としてログインします。

9. [ナビゲーション（Navigation）]メニューから、[グローバル設定（Global Settings）]アイコン
をクリックし、[SecureX設定（SecureX Configuration）]を選択します。

10. [デバイス登録（Device Registration）]セクションで、[新しいデバイスの登録（NewDevice
Registration）]をクリックします。

11. 開いているダイアログで、SecureX地域クラウドと一致するクラウド地域を選択し、ステッ
プ5で生成して保存したセキュリティサービスExchange トークンを挿入します。[登録
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（Register）]をクリックします。

12. デバイスはCisco Security Services Exchangeに登録され、ステータスは[登録済み
（Enrolled）]として表示されます。

13. Cisco Security Services Exchangeポータルでデバイスのステータスを確認します。デバイ
スのステータスは、[登録済み（Enrolled）]として表示される必要があります。

SecureXでのStealthwatch統合モジュールの設定
SecureXがStealthwatchからエンリッチメントデータとダッシュボードタイルを取得するには、
統合モジュールを設定する必要があります。

前提条件

l SMCがCisco Security Services Exchangeクラウドに登録されています。

l Cisco Threat Responseは、Cisco Security Services Exchange portalクラウドサービスで
有効になっています。

詳細については、「Cisco CloudのSMCの登録」のセクションを参照してください。

手順
SecureXでStealthwatchモジュールを設定するには、次の手順を実行します。

1. SecureX地域クラウドに移動し、エンドポイント向けAMP、Cisco Threat Grid、またはシス
コセキュリティアカウントのログイン情報を使用してログインします。

2. [統合（Integrations）]タブに移動し、[設定（Settings）]メニューの[統合（Integrations）]を
クリックします。

3. [新しいモジュールを追加（Add NewModule）]をクリックします。[使用可能な統合
（Available Integrations）]ページが開きます。
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4. Stealthwatch Enterpriseモジュールを見つけて、[新しいモジュールを追加（Add New
Module）]をクリックします。

5. 開いているダイアログで、次のようにします。

a. モジュールに名前を付けます。

b. [登録済みデバイス（Registered Device）]ドロップダウンから、SMCを見つけます。

c. [保存（Save）]をクリックします。
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6. Threat ResponseがSMCからエンリッチメントデータを取得できることを確認します。手
順は次のとおりです。

a. SMCセキュリティダッシュボードを確認し、セキュリティイベントを生成する IPに注
目してください。

b. Threat Responseの調査検索パネルにこの IPを入力します。

c. グラフには、要求されたホストとのセキュリティイベントに関連する他のホストが表
示されます。

d. Sightingsは要求されたホストに関連付けられているセキュリティイベントを表しま
す。

Stealthwatch タイルを使用したSecureXダッシュボードの設定

Stealthwatch タイルをSecureXダッシュボードに追加する前に、Stealthwatch
Enterprise統合モジュールを設定する必要があります。

Stealthwatch タイルをダッシュボードに追加するには、次の手順を実行します。

1. ブラウザウィンドウで、自身の地域のSecureXポータルに移動します。

l 北米：https://securex.us.security.cisco.com

l ヨーロッパ：https://securex.eu.security.cisco.com

l アジア（APJC）：https://securex.apjc.security.cisco.com

2. シスコセキュリティまたはCisco Threat Gridアカウントを使用してログインします。

3. ダッシュボードのメニューバーで、[新規ダッシュボード（NewDashboard）]をクリックして、
[ダッシュボードの作成（Create Dashboard）]フォームを開きます。
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4. 開いたダイアログで、[ダッシュボード名（Dashboard Name）]に入力し、使用可能なタイル
の下にあるStealthwatch Enterpriseモジュールを見つけます。

5. Stealthwatch Enterpriseを展開し、ダッシュボードに追加するタイルを選択します。

6. [保存（Save）]をクリックします。

7. 選択したタイルが、関連するデータとともにダッシュボードレイアウトに表示されます。
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既知の問題と制限事項
l フェールオーバーは、v7.2.xのSecureX統合ではサポートされていません。統合を機能
させるには、セカンダリSMCで設定を繰り返す必要があります。

l Backup and Restoreは、Cisco Security Services Exchange Cloudポータルのデバイス登
録ではサポートされていません。SMCのSecureX設定の[デバイス登録（Device
Registration）]パネルには、クラウドでのデバイス登録の実際のステータスが表示されま
す。したがって、デバイス登録のバックアップから設定を復元することはできません。バッ
クアップ後に削除した場合は、復元後に登録を再実行する必要があります。
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