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Stealthwatch Cloudプライベート ネットワークモ

ニタセンサーについて

Cisco StealthWatch Cloud ™ は、オンプレミスおよびクラウド ネットワークの可視性と拡張脅威検出を

実現します。オンプレミスネットワークの場合、ネットワークフローデータを収集してクラウドに送信するために

PNM(プライベート ネットワークモニタ)仮想アプライアンスが必要です。 仮想アプライアンス( VA)は、

Ubuntu Linux イメージの一部として必要な Stealthwatch Cloudパッケージを含むISO として使用で

きます。 VA ソフトウェアはStealthwatch Cloudサービスに含まれており、ユーザは顧客ポータルから直接

センサー ISO をダウンロードできます。このStealthwatch Cloud リファレンスガイドでは、VA のインストー

ルおよび設定に関する追加オプションについて説明します。

センサーはNetFlowなどのローカルネットワークデータのテレメトリを収集し、クラウドに安全に送信します。

さまざまなネットワークトポロジが展開されているため、VA の導入を成功させるには追加設定が必要な場

合があります。このガイドでは、インストールガイドで扱われていない詳細設定とトラブルシューティングについ

て説明します。
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Linuxオペレーティングシステム用パッケージの手

動インストール

指定のISO に加えて、次のオペレーティングシステムでVA を導入することができます。

l Ubuntu Linuxバージョン14.04( 32ビットおよび64ビット)

l Ubuntu Linuxバージョン16.04以降( 32ビットおよび64ビット)

l Red Hat Enterprise Linux( RHEL)バージョン6、および互換性のあるCentOSバージョン6*や
Amazon Linux for EC2( 32ビットおよび64ビット)

l Red Hat Enterprise Linux( RHEL)バージョン7、および互換性のあるCentOSバージョン7
( 64ビット)

l Raspbian 搭載のRaspberry Pi 2 Model B( 32ビット armhf)

l CoreOSでテスト済みのDocker( 64ビット)

RHEL 7へのインストール

はじめる前に

l 管理者としてRHEL 7システムにログインします。

手順の概要

1. curl -L -O https://s3.amazonaws.com/onstatic/ona-
service/master/ona-service_RHEL_7_x86_64.rpm

2. sudo yum install -y net-tools tcpdump

3. sudo yum updateinfo && yum install -y libpcap libtool-ltdl
lzo

4. curl -L -O https://github.com/bbayles/netsa-
pkg/releases/download/v0.1.15/netsa-pkg.rpm

5. sudo rpm -i netsa-pkg.rpm

6. sudo rpm -i ona-service_RHEL_7_x86_64.rpm

手順

1. コマンド プロンプトでcurl -L -O
https://s3.amazonaws.com/onstatic/ona-service/master/ona-
service_RHEL_7_x86_64.rpm と入力してEnterを押し、Stealthwatch Cloudパッケージを

ダウンロードします。
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2. sudo yum install -y net-tools tcpdump と入力してEnterを押し、依存関係を

インストールします。

3. sudo yum updateinfo && yum install -y libpcap libtool-ltdl
lzo と入力してEnterを押し、アップデートおよび追加パッケージをインストールします。

4. curl -L -O https://github.com/bbayles/netsa-
pkg/releases/download/v0.1.15/netsa-pkg.rpm と入力してEnterを押し、

netsa-pkg.rpm パッケージマネージャファイルをダウンロードします。

5. sudo rpm -i netsa-pkg.rpm と入力してEnterを押し、netsa-pkg.rpm パッケージ

マネージャファイルをインストールします。

6. sudo rpm -i ona-service_RHEL_7_x86_64.rpm と入力してEnterを押し、

Stealthwatch Cloudサービスをインストールします。

RHEL 6へのインストール

RHEL 6にはPython 2.7が含まれていません。リポジトリを追加してPython をインストールす

る必要があります。

はじめる前に

l 管理者としてRHEL 6システムにログインします。

手順の概要

1. curl -L -O https://s3.amazonaws.com/onstatic/ona-
service/master/ona-service_RHEL_6_x86_64.rpm

2. curl -L -O https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-
release-latest-6.noarch.rpm

3. 次の選択肢があります。

l curl -L -O https://rhel6.iuscommunity.org/ius-
release.rpm( RHEL)

l curl -L -O https://centos6.iuscommunity.org/ius-
release.rpm( CentOS)

4. 次の選択肢があります。

l sudo rpm -i epel-release-latest-6.noarch.rpm( RHEL)
l sudo rpm -i ius-release.rpm( CentOS)

5. sudo yum install python27 tcpdump
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6. sudo yum updateinfo && yum install -y libpcap libtool-ltdl
lzo

7. curl -L -O https://github.com/bbayles/netsa-
pkg/releases/download/v0.1.15/netsa-pkg.rpm

8. sudo rpm -i netsa-pkg.rpm

9. sudo rpm -i ona-service_RHEL_6_x86_64.rpm

手順

1. コマンド プロンプトでcurl -L -O
https://s3.amazonaws.com/onstatic/ona-service/master/ona-
service_RHEL_6_x86_64.rpm と入力してEnterを押し、Stealthwatch Cloudパッ

ケージをダウンロードします。

2. curl -L -O https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-
release-latest-6.noarch.rpm と入力してEnterを押し、EPEL リポジトリパッケー

ジをダウンロードします。

3. 次の選択肢があります。

l curl -L -O https://rhel6.iuscommunity.org/ius-
release.rpm と入力してEnterを押し、RHEL用のIUS リポジトリパッケージをダウン

ロードします。

l curl -L -O https://centos6.iuscommunity.org/ius-
release.rpm と入力してEnterを押し、CentOS用のIUS リポジトリパッケージをダウ

ンロードします。

4. 次の選択肢があります。

l sudo rpm -i epel-release-latest-6.noarch.rpm と入力して

RHEL用のIUS リポジトリパッケージをインストールします。

l sudo rpm -i ius-release.rpm と入力してCentOS用のIUS リポジトリパッ

ケージをインストールします。

5. sudo yum install python27 tcpdump と入力してEnterを押し、Python 2.7を

インストールします。

6. sudo yum updateinfo && yum install -y libpcap libtool-ltdl
lzo と入力してEnterを押し、アップデートおよび追加パッケージをインストールします。

7. curl -L -O https://github.com/bbayles/netsa-
pkg/releases/download/v0.1.15/netsa-pkg.rpm と入力してEnterを押
し、netsa-pkg.rpm パッケージマネージャファイルをダウンロードします。

8. sudo rpm -i netsa-pkg.rpm と入力してEnterを押し、netsa-pkg.rpm パッ

ケージマネージャファイルをインストールします。
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9. sudo rpm -i ona-service_RHEL_6_x86_64.rpm と入力してEnterを押し、

Stealthwatch Cloudサービスをインストールします。

NetFlow収集を実行するUbuntuへのインストール

はじめる前に

l 管理者としてUbuntu システムにログインします。

手順の概要

1. curl -L -O https://s3.amazonaws.com/onstatic/ona-
service/master/ona-service_UbuntuXenial_amd64.deb

2. sudo apt-get install -y net-tools tcpdump

3. sudo apt-get update && sudo apt-get install -y
libglib2.0-0 liblzo2-2 libltdl7

4. curl -L -O https://github.com/bbayles/netsa-
pkg/releases/download/v0.1.15/netsa-pkg.deb

5. sudo dpkg -i netsa-pkg.deb

6. sudo apt-get -f install

7. sudo dpkg -i ona-service_UbuntuXenial_amd64.deb

8. sudo reboot

9. サービスが実行されていることを確認します。Stealthwatch Cloudサービスについては「付録

C」を参照してください。

手順

1. コマンド プロンプトでcurl -L -O
https://s3.amazonaws.com/onstatic/ona-service/master/ona-
service_UbuntuXenial_amd64.deb と入力してEnterを押し、Stealthwatch
Cloudパッケージをダウンロードします。

2. sudo apt-get install -y net-tools tcpdump と入力してEnterを押し、依

存関係をインストールします。

3. sudo apt-get update && sudo apt-get install -y libglib2.0-
0 liblzo2-2 libltdl7 と入力してEnterを押し、アップデートおよび追加パッケージをイン

ストールします。
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4. curl -L -O https://github.com/bbayles/netsa-
pkg/releases/download/v0.1.15/netsa-pkg.deb と入力してEnterを押
し、netsa-pkg.rpm パッケージマネージャファイルをダウンロードします。

5. sudo dpkg -i netsa-pkg.deb と入力してEnterを押し、netsa-pkg.rpm パッ

ケージマネージャファイルをインストールします。

6. sudo apt-get -f install と入力して依存関係が正しくインストールされていることを確

認します。

7. sudo dpkg -i ona-service_UbuntuXenial_amd64.deb と入力してEnter
を押し、Stealthwatch Cloudサービスをインストールします。

8. sudo reboot と入力してEnterを押し、マシンを再起動します。

9. サービスが実行されていることを確認します。Stealthwatch Cloudサービスについては、「付録 C
- Stealthwatch Cloudサービス」を参照してください。

NetFlow収集を実行しないUbuntuへのインストール

はじめる前に

l 管理者としてUbuntu システムにログインします。

手順の概要

1. curl -L -O https://s3.amazonaws.com/onstatic/ona-
service/master/ona-service_UbuntuXenial_amd64.deb

2. sudo apt-get install -y net-tools tcpdump

3. sudo apt-get –f install

4. sudo dpkg -i ona-service_UbuntuXenial_amd64.deb

手順

1. コマンド プロンプトでcurl -L -O
https://s3.amazonaws.com/onstatic/ona-service/master/ona-
service_UbuntuXenial_amd64.deb と入力してEnterを押し、Stealthwatch
Cloudパッケージをダウンロードします。

2. sudo apt-get install -y net-tools tcpdump と入力してEnterを押し、依

存関係をインストールします。

3. sudo apt-get –f install と入力して依存関係が正しくインストールされていることを確

認します。

Copyright © 2018 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. - 8 -

Linuxオペレーティングシステム用パッケージの手動インストール



4. sudo dpkg -i ona-service_UbuntuXenial_amd64.deb と入力してEnter
を押し、Stealthwatch Cloudサービスをインストールします。
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Stealthwatchクラウドポータルへのセンサーの接

続

VA のインストールが完了したら、ポータルにリンクさせる必要があります。そのためには、VA のパブリック IP ア

ドレスを特定してWebポータルに入力します。VA のパブリック IP アドレスを特定できない場合は、一意の

サービスキーを使用して手動でVA をポータルにリンクさせることができます。

複数のセンサーがMSSP などの中央ロケーションにステージングされ、複数の顧客が対象になっ

ている場合は、新規の顧客を設定するたびにパブリック IP を削除する必要があります。ステージ

ング環境のパブリック IP アドレスを複数のセンサーに使用すると、センサーが誤ったポータルに不適

切に接続される可能性があります。

センサーのパブリック IPアドレスの検索とポータルへの追加

はじめる前に

l センサーにSSH で接続し、管理者としてログインします。

1. コマンド プロンプトでcurl https://sensor.ext.obsrvbl.com と入力し、Enter
を押します。error 値のunknown identity は、センサーがポータルに関連付けられていな

いことを意味します。例については、次のスクリーンショットを参照してください。

2. identity IP アドレスをコピーします。

3. センサーからログアウトします。

4. サイト管理者としてWebポータルにログインします。

5. [設定( Settings) ]( )  > [センサー( Sensors) ] > [パブリックIP( Public IP) ]を選択します。

6. [パブリックIP( Public IP) ] フィールドにidentity IP アドレスを入力します。例については、次の

スクリーンショットを参照してください。
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7. [IPの追加( Add IP) ]をクリックします。ポータルとセンサーがキーを交換した後は、パブリック IP アドレ

スではなくキーを使用して以降の接続が確立されます。

新しいセンサーがポータルで反映されるまでに、最大 10分かかる場合があります。

ポータルのサービスキーのセンサーへの手動による追加

この手順は、センサーのパブリック IP アドレスがWebポータルにすでに追加されている場合は必

要ありません。この手順を試行する前に追加することを推奨します。

センサーのパブリック IP アドレスをWebポータルに追加できない場合、またはMSSP で複数のWebポー

タルを管理している場合は、VA でセンサーのconfig.local 設定ファイルを編集し、ポータルのサービ

スキーを手動で追加してセンサーをポータルに関連付けます。

前の項のパブリック IP アドレスを使用すると、このキー交換が自動的に行われます。

はじめる前に

管理者としてポータルWeb UIにログインします。

1. [設定( Settings) ]( ) > [センサー( Sensors) ]を選択します。

2. センサーリストの末尾に移動して [サービスキー( Service key) ]をコピーします。例については、次の

スクリーンショットを参照してください。
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3. 管理者としてセンサーにSSH ログインします。

4. コマンド プロンプトでsudo nano opt/obsrvbl-ona/config.local と入力して

Enterを押し、設定ファイルを編集します。

5. 行 # Service Key の下に次の行を追加します。<service-key> はポータルのサービス

キーに置き換えてください。

OBSRVBL_SERVICE_KEY="<service-key>"

次に例を示します。

6. Ctrl+0を押して変更を保存します。

7. Ctrl+X を押して終了します。

8. コマンド プロンプトでsudo service obsrvbl-ona restart を入力し、

Stealthwatch Cloudサービスを再起動します。

センサーのポータル接続の確認

センサーをポータルに追加したら、接続を確認します。

サービスキーを使用してconfig.local 設定ファイルを更新し、手動でセンサーをWeb
ポータルにリンクさせた場合は、curl コマンドを使用してセンサーからの接続を確認してもWeb
ポータルの名前が返されないことがあります。

はじめる前に

管理者としてセンサーにSSH ログインします。

1. コマンド プロンプトでcurl https://sensor.ext.obsrvbl.com と入力し、Enter
を押します。センサーは、ポータルの名前を返します。例については、次のスクリーンショットを参照してく

ださい。
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2. センサーからログアウトします。

3. ポータルWeb UIにログインします。

4. [設定( Settings) ]( ) > [センサー( Sensors) ]を選択します。リストにセンサーが表示されま

す。例については、次のスクリーンショットを参照してください。
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フローデータを収集するセンサーの設定

センサーは、デフォルトでイーサネット インターフェイス上のトラフィックからフローレコードを作成します。このデ

フォルト設定は、センサーがSPAN またはミラーイーサネット ポートに接続されていることを前提としていま

す。ネットワーク上の他のデバイスでフローレコードを生成できる場合、これらのソースからフローレコードを収

集してクラウドに送信するようにセンサーのconfig.local 設定ファイルを設定できます。

ネットワークデバイスでさまざまなタイプのフローが生成される場合は、タイプごとに異なるUDP ポートで収集

するようにセンサーを設定することをお勧めします。これにより、トラブルシューティングも容易になります。デフォ

ルトでは、ローカルセンサーファイアウォール(iptables)のポート 9995/UDP が開いています。追加の

UDP ポートを使用するには、iptables でそれらのポートを開く必要があります。詳細については、「ファイ

アウォールの変更の設定( iptables) 」を参照してください。

次のフロータイプの収集を設定できます。

l NetFlow v5

l NetFlow v9

l IPFIX

l SFLOW

特定のネットワークアプライアンスが正常に動作するには、config.local 設定ファイルにエントリが必

要です。

l Cisco Meraki

l シスコASA

l SonicWALL

テンプレートについては、「付録 D - NetFlow統合テンプレートのリスト」を参照してください。

フロー収集のconfig.localのカスタマイズ

はじめる前に

l 管理者としてセンサーにSSH ログインします。

手順の概要

1. sudo nano /opt/obsrvbl-ona/config.local

2. OBSRVBL_IPFIX_CAPTURER="true" を追加します。
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3. 有効化するフロー収集のタイプごとに、付録からそのフロー収集タイプの_TYPE および_PORT 行を

コピーし、各行の先頭にある「#」を削除します。

4. Ctrl+0を押します。

5. Ctrl+X を押します。

6. sudo service obsrvbl-ona restart

7. cd /opt/obsrvbl-ona/logs/ipfix

8. ls –l を入力してEnterを押し、ログファイルを表示します。ファイルは増加している必要がありま

す。

9. netstat -na | grep udp を入力してEnterを押し、センサーがリッスンしているUDP
ポートを表示します。

手順

1. コマンド プロンプトでsudo nano /opt/obsrvbl-ona/config.local を入力して

Enterを押し、config.local 設定ファイルを編集します。

2. 次の行を追加してフロー収集を有効にします。 これにより、センサーは定義済みのフロー入力を検索で

きるようになります。

OBSRVBL_IPFIX_CAPTURER="true"

3. 有効化するフロー収集のタイプごとに、付録からそのフロー収集タイプの_TYPE および_PORT 行を

コピーし、各行の先頭にある「#」を削除します。次に、一般的な NetFlow v5およびASA フロー収

集を有効にする例を示します。

OBSRVBL_IPFIX_PROBE_0_TYPE="netflow-v5"

OBSRVBL_IPFIX_PROBE_0_PORT="9995"

# NetFlow V9

OBSRVBL_IPFIX_PROBE_1_TYPE="netflow-v9"

OBSRVBL_IPFIX_PROBE_1_PORT="9996"

OBSRVBL_IPFIX_PROBE_1_SOURCE="asa"

4. Ctrl+0を押して変更を保存します。

5. Ctrl+X を押して終了します。

6. Stealthwatch Cloudサービスを再起動します。次の選択肢があります。

l コマンド プロンプトでsudo service obsrvbl-ona restart を入力します。こ

れにより、設定されている他のサービスも再起動されます。

l センサーをリブートします。
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7. cd /opt/obsrvbl-ona/logs/ipfix を入力して../ipfix ディレクトリに変更しま

す。フロー収集が正常に有効化されている場合は、このディレクトリが存在します。

8. ls –l を入力してEnterを押し、ログファイルを表示します。ファイルは増加している必要がありま

す。ログファイルが増加していない場合は、iptables ルール設定を確認してください。例について

は、次のスクリーンショットを参照してください。

9. netstat -na | grep udp を入力してEnterを押し、センサーがリッスンしているUDP
ポートを表示します。例については、次のスクリーンショットを参照してください。

このリストにポートが表示されても、iptables ルールが正しく設定されていることを意味

するわけではありません。このリストには、センサーがリッスンしているポートが表示されるだけ

です。iptables の設定の詳細については、「ファイアウォールの変更の設定

( iptables) 」を参照してください。
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ファイアウォールの変更の設定( iptables)

iptablesの編集

Stealthwatch CloudのISO イメージは、iptables と呼ばれる組み込みUbuntu ファイアウォール

サービスを使用します。インストールプロセス実行時は、ポート 22/TCP( SSH)、9995/UDP、および

ICMP が開きます。 iptables ルールを設定して他のポートを開くことができます。たとえば IPFIX も収集

する必要がある場合は、ポート 9996/UDP を開く iptables ルールを設定できます。

はじめる前に

l 管理者としてセンサーにSSH ログインします。

手順の概要

1. sudo nano /etc/iptables/rules.v4

2. -A INPUT -p udp --dport <value> -m state --state
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT(–-dport <value> を目的のポートで更新しま

す)。
3. Ctrl+0を押します。

4. Ctrl+X を押します。

5. マシンを再起動します。

手順

1. コマンド プロンプトでsudo nano /etc/iptables/rules.v4 と入力してEnterを押
し、iptables ルールを変更します。

2. 有効にするポートごとに次の行を追加します(–-dport <value> を目的のポートで更新しま

す)。

-A INPUT -p udp --dport <value> -m state --state
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

次のスクリーンショットは、オープンポート 9995/UDP、9996/UDP、および9997/UDP を示してい

ます。

3. Ctrl+0を押して変更を保存します。
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4. Ctrl+X を押して終了します。

5. マシンを再起動して新しいルールを有効にします。

ファイアウォール設定の確認

変更を加えてStealthwatch Cloudサービスを再起動した後は、ルールが機能していることを確認します。

はじめる前に

l 管理者としてセンサーにSSH ログインします。

手順の概要

sudo iptables –L –v

手順

1. コマンド プロンプトでsudo iptables –L –v と入力してEnterを押し、iptables ルー

ルを変更します。ポート 9997/UDP 経由のトラフィックおよびSSH トラフィックの例については、次の

スクリーンショットを参照してください。
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付録 A - トラブルシューティング

時刻のずれの解決とNTPの同期

デフォルトでは、センサーはNTP 時刻同期にpool.ntp.org を使用し、ポータルで適切にデータが表

示されるように設定されています。アウトバウンド NTP が許可されていない場合は、NTP の設定を更新する

必要が生じることがあります。 センサーの時刻が正しく同期されていない場合は、ポータルに警告が表示され

ます。例については、次のスクリーンショットを参照してください。

はじめる前に

l 管理者としてセンサーにSSH ログインします。

手順の概要

1. timedatect1 status と入力してEnterを押し、NTP が同期されているかどうかを確認しま

す。

2. sudo apt-get update && sudo apt-get install -y ntpdate ntp

3. sudo service ntp stop

4. sudo ntpdate pool.ntp.org

5. アウトバウンド NTP が許可されていない場合は、pool.ntp.org の代わりに内部 IP アドレスを

指定します。

6. sudo service ntp start

手順

1. コマンド プロンプトでtimedatect1 status と入力してEnterを押し、NTP が同期されてい

るかどうかを確認します。正しくNTP と同期されていないセンサーの例については、次のスクリーンショッ

トを参照してください。
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2. sudo apt-get update && sudo apt-get install -y ntpdate ntp
と入力してEnterを押し、正しいNTP パッケージがインストールされ、最新の状態であることを確認

します。

3. sudo service ntp stop と入力してEnterを押し、NTP サービスを停止します。

4. sudo ntpdate pool.ntp.org と入力してEnterを押し、同期に使用するNTP サーバ

を設定します。

アウトバウンド NTP が許可されていない場合は、サーバが見つからないことを示すエラーメッセージが

表示されます。例については、次のスクリーンショットを参照してください。

5. アウトバウンド NTP が許可されていない場合は、pool.ntp.org の代わりに内部 IP アドレスを

指定します。例については、次のスクリーンショットを参照してください。

6. sudo service ntp start と入力してEnterを押し、NTP サービスを開始します。

単方向トラフィックのエラーの解決

Stealthwatch Cloudサービスは、センサーが双方向フローを認識していない場合にそのことを検出します。

たとえば、発信または着信 TCP トラフィックのみのホストが多数存在する場合は、データフィードの一部が

欠落することを意味します。その場合は、適切に設定されていないミラーポート、見つからないVLAN、また
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は設定が正しくないファイアウォールの影響ですべてのインターフェイス上ではフローデータが送信されないなど

の問題が想定されます。ミラーポートを通過するトラフィックを検索し、単方向か双方向かを特定できます。

はじめる前に

l 管理者としてセンサーにSSH ログインします。

手順の概要

1. ifconfig –a

2. sudo tcpdump –I <mirror-interface-name> -n –c 100 "tcp" と入

力してEnterを押し、ミラーインターフェイスを通過するトラフィックをキャプチャして、ブロードキャスト ト

ラフィックだけでなく TCP トラフィックが検出されることを確認します。

3. sudo tcpdump –I <mirror-interface-name> -n –c 100 "port
9996" と入力してEnterを押し、ポート 9996/TCP に一致するトラフィックをキャプチャします。

4. sudo tcpdump –I <mirror-interface-name> -n –c 100 "src
10.99.102.180" と入力してEnterを押し、送信元 IP アドレス10.99.102.180に一致す

るトラフィックをキャプチャします。

手順

1. コマンド プロンプトでifconfig –a と入力してEnterを押し、インターフェイスのリストを表示しま

す。通常、ミラーポート インターフェイスには関連付けられた IP アドレスがなく、パケット数とバイト数

は他のインターフェイスよりも多くなっています。次のスクリーンショットの例では、enp0s8 インターフェ

イスのトラフィックが非常に多く、ミラーポートであることを示しています。
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2. sudo tcpdump –I <mirror-interface-name> -n –c 100 "tcp"
(<mirror-interface-name> をeth0 などのインターフェイス名に置き換える)と入力し

てEnterを押し、ミラーインターフェイスを通過するトラフィックをキャプチャして、ブロードキャスト トラ

フィックだけでなく TCP トラフィックが検出されることを確認します。例については、次のスクリーンショッ

トを参照してください。

3. sudo tcpdump –I <mirror-interface-name> -n –c 100 "port
9996"(<mirror-interface-name> をeth0 などのインターフェイス名に置き換える)と
入力してEnterを押し、ポート 9996/TCP に一致するトラフィックをキャプチャします。必要に応じ

て、特定のトラフィックを検索するようにコマンドを設定できます。例については、次のスクリーンショットを
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参照してください。

4. sudo tcpdump –I <mirror-interface-name> -n –c 100 "src
10.99.102.180"(<mirror-interface-name> をeth0 などのインターフェイス名

に置き換える)と入力してEnterを押し、送信元 IP アドレス10.99.102.180 に一致するトラ

フィックをキャプチャします。例については、次のスクリーンショットを参照してください。
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付録 B - Stealthwatch Cloudの参照情報

Stealthwatch Cloud ドキュメンテーション

次に、センサーの導入に使用できるStealthwatch Cloud ドキュメンテーションについて説明します。

リソース説明 リンク

セン

サーイ

ンス

トール

ガイド

このガイドでは、VMまたはベアメタル

サーバでのPNMのインストール手順を

説明しています。顧客がファイアウォー

ルルールを調整する必要がある場合

に備えて、Stealthwatch Cloud
サービスで使用する IP アドレスも記載

されています。

https://s3.amazonaws.com/onstatic/iso-
install-guide.pdf

ネット

ワーク

の考慮

事項ガ

イド

このガイドには、オンプレミスセンサーを

導入する場所および方法に関するベ

スト プラクティス情報が含まれていま

す。

https://s3.amazonaws.com/onstatic/network-
setup-considerations.pdf

AWS
設定ガ

イド

このガイドでは、Stealthwatch
CloudによってモニタされるAWSア

カウントを有効にするプロセスについて

説明しています。

https://s3.amazonaws.com/onstatic/vpc-
flow-logs.pdf

Stealthwatch Cloudのファイルおよびディレクトリ

次のPNM Linuxディレクトリおよびファイルパスには、高度なセンサー設定が含まれています。

l /opt/obsrvbl-ona：このディレクトリには、Stealthwatch Cloudの設定ファイル

(config、config.auto、config.local)、およびセンサーのインストール時に作成され

るさまざまなサブディレクトリ(ログファイルディレクトリなど)が含まれています。

l /opt/obsrvbl-ona/config：センサーのインストール時に作成されるこのテキスト ファイル

には、デフォルトのセンサー設定が含まれています。このファイルを直接編集することはお勧めしません。

変更はconfig.local で行う必要があります。このファイルを編集する場合は、最初にバック

アップを作成してください。このファイルは、config.local ファイルを更新する際に参照できます。

config.local ファイルの設定内容によって、デフォルトのconfig ファイル設定が上書きされ

ます。

config設定ファイルの最新バージョンは、Stealthwatch Cloud GitHubサイト(
https://github.com/obsrvbl/ona/blob/master/packaging/root/opt/obsr-
vbl-ona/config)にあります。
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l /opt/obsrvbl-ona/config.auto：このテキスト ファイルには、ユーザがWebポータル

から行ったセンサー設定の変更内容が含まれています。たとえば、センサーによるWebポータルから

syslogまたはSNMP へのロギングを有効にすると、Webポータルはこのファイルを更新し、これらの

設定の更新を追加します。このファイルを直接編集しないことを推奨します。

l /opt/obsrvbl-ona/config.local：このテキスト ファイルには、このセンサーのカスタム

設定が含まれています。このファイルの設定の更新によって、config 設定ファイルの設定内容が上

書きされます。 ローカル設定の例には、フロー収集の有効化、フロー収集タイプの設定( NetFlow
v5、IPFIXなど)、Suricataなどのプログラムとのサードパーティ統合の有効化が含まれますが、これ

に限定されるわけではありません。

l /opt/obsrvbl-ona/logs/PNA：このディレクトリには、センサーのイーサーネット ポートで作

成されたフローに関連するログファイルが含まれています。センサーは定期的にこれらのファイルをクラウ

ドにアップロードして、ディレクトリを空にします。イーサーネット ポートに入るデータのサイズに関連して、

ログファイルのバイト数と数量が増えるので、ミラーポートが適切に機能するようにこのディレクトリをモ

ニタできます。

次のスクリーンショットでは、ログファイルが非常に小さく、イーサネット ポートのトラフィックがかなり少な

いことがわかります。ただし、サービスは実行中であり、アクティブにログファイルを生成しています。

l /opt/obsrvbl-ona/logs/ipfix：このディレクトリには、NetFlowや IPFIXなどのフ

ローデータフィードによって収集されたログファイルが含まれています。このディレクトリが存在する場

合、フロー収集は正常に有効化されて受信されています。このディレクトリが存在しない場合は、フ

ロー収集が有効になっていない可能性があります。

次のスクリーンショットでは、ログファイルが増加せずに空の状態です。センサーは、フローデータを受信

していません。

l /etc/iptables：このディレクトリには、センサーのiptables ファイアウォール設定ファイルが

含まれています。
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付録 C - Stealthwatch Cloudサービス

Stealthwatch Cloudは次のLinuxサービスを利用します。

サービス

デフォルトでイ

ネーブルかどう

か

説明

obsrvbl-ona はい
設定の変更をモニタし、自動更新を処理します。このサービスを開

始すると、設定されている他のサービスも開始されます。

log-watcher はい センサーの認証ログを追跡します。

pdns-capturer はい パッシブDNS クエリを収集します。

pna-monitor はい IP トラフィックのメタデータを収集します。

pna-pusher はい クラウドに IP トラフィックのメタデータを送信します。

hostname-
resolver

はい アクティブ IP アドレスをローカルホスト名に解決します。

netflow-
monitor

いいえ
ルータおよびスイッチによって送信されるNetFlowデータをリッスン

します。

netflow-
pusher

いいえ NetFlowデータをクラウドに送信します。

notification-
publisher

いいえ
SyslogまたはSNMP を介して監視結果とアラートをリレーしま

す。

ossec-alert-
watcher

いいえ OSSECアラートをモニタします(インストールされている場合)。

suricata-
alert-watcher

いいえ Suricataアラートをモニタします(インストールされている場合)。

実行中のサービスの確認

センサーのコマンド ラインから、さまざまな Stealthwatch Cloudサービスが実行されていることを確認できま

す。

はじめる前に

l センサーにSSH で接続し、管理者としてログインします。

手順の概要

ps -ef | grep obsrvbl

手順

Copyright © 2018 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. - 26 -

付録 C - Stealthwatch Cloudサービス



1. コマンド プロンプトでps -ef | grep obsrvbl と入力してEnterを押します。例について

は、次のスクリーンショットを参照してください。
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付録 D - NetFlow統合テンプレートのリスト

config.local ファイルに次の行を追加してフロー収集を有効にしてください(まだ実施していない場合)。これ
により、センサーが定義済みのフロー入力を検索できるようになります。

OBSRVBL_IPFIX_CAPTURER="true"

次の行をconfig.local 設定ファイルに追加して、該当するフロータイプの収集または該当するネット

ワークアプライアンスタイプからの収集を有効にできます。

# NetFlow v5 exporter

# OBSRVBL_IPFIX_PROBE_0_TYPE="netflow-v5"

# OBSRVBL_IPFIX_PROBE_0_PORT="2055"

# Standard NetFlow v9 exporter

# OBSRVBL_IPFIX_PROBE_1_TYPE="netflow-v9"

# OBSRVBL_IPFIX_PROBE_1_PORT="9995"

# IPFIX exporter

# OBSRVBL_IPFIX_PROBE_2_TYPE="ipfix"

# OBSRVBL_IPFIX_PROBE_2_PORT="9996"

# Cisco ASA exporter
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# OBSRVBL_IPFIX_PROBE_3_TYPE="netflow-v9"

# OBSRVBL_IPFIX_PROBE_3_PORT="9997"

# OBSRVBL_IPFIX_PROBE_3_SOURCE="asa"

# Meraki exporter

# OBSRVBL_IPFIX_PROBE_4_TYPE="netflow-v9"

# OBSRVBL_IPFIX_PROBE_4_PORT="9998"

# OBSRVBL_IPFIX_PROBE_4_SOURCE="meraki"

# SonicWALL exporter

# OBSRVBL_IPFIX_PROBE_5_TYPE="netflow-v9"

# OBSRVBL_IPFIX_PROBE_5_PORT="9999"

# OBSRVBL_IPFIX_PROBE_5_SOURCE="sonicwall"

# sFlow exporter

# OBSRVBL_IPFIX_PROBE_6_TYPE="sflow"

# OBSRVBL_IPFIX_PROBE_6_PORT="6343"
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変更履歴

リビジョン改訂日 説明

1.0 最初のバージョン

1.5 2018年 2月 8日
インストールプロセスに対する変更と更新、テキストのマイナー修正が行

われました。

1.6 2018年 3月 26日
Ubuntu Linuxの手動インストールでNetFlow収集を有効にする手

順を追加しました。

1.7 2018年 5月 24日 NetFlow設定の問題を修正しました。

1.8 2018年 5月 25日 付録に IPFIX 設定のリマインダを追加しました。

1.9 2018年 5月 29日 ドキュメントからUbuntu に直接コピーする構文の問題を修正しました。

1.10 2018年 6月 19日 レンダリング形式を変更しました。

1.11 2018年 8月 8日 変数を訂正しました。
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