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Stealthwatch Cloud無料トライアルの概要
StealthwatchCloud無料トライアルの概要により、導入を検討中のお客様は、Stealthwatch
Cloudを限られた期間無料で展開し、それを使用してネットワークトラフィックをモニタできます。

StealthwatchCloudは、可視性および高度脅威検出サービスです。StealthwatchCloudにより、

オンプレミスネットワークまたはパブリッククラウドからトラフィックを収集してホストを識別し、通常の

ホスト動作を把握し、デバイスの動作が組織のネットワークセキュリティに関連する方法で変化し

たときにアラートを生成することができます。StealthwatchCloudのコラテラルでは、このデータ分析

はダイナミックエンティティモデリングと呼ばれています。

StealthwatchCloudPoVは、より一般的なセキュリティアセスメント ツールであるセキュリ

ティオンライン可視性アセスメント ( SOVA)と同じではありません。

シスコでは、StealthwatchCloudを「サービスとして」提供しており、StealthwatchCloudおよびすべ

ての関連サービスの運用および保守しています。お客様は、オンプレミスに展開された仮想アプラ

イアンスを介したクラウド プラットフォームへのトラフィック情報のアップロード、またはアクセスを許可

するクラウド セキュリティポリシーのアップロードを担当します。

この無料トライアルは、StealthwatchCloudサービスへのトラフィック情報の送信を正常に開始して

から 60日間使用できます。StealthwatchCloudでダイナミックエンティティモデリングを使用し、ホ

ストおよび他のエンティティのトラフィックの完全なベースラインモデルを作成するには、36日間の

初期学習期間が必要です。この初期学習期間中には、約半数のアラート タイプを使用できま

す。学習期間が進み、システムがより多くのデータを収集すると、追加のアラートが使用可能に

なります。36日目を過ぎると、システムは完全にベースライン化され、すべてのアラートが使用可

能になります。

初期学習期間が終了した後は、24日間にわたり、生成されたアラートを調査し、Stealthwatch
CloudWebポータルUIを使用できます。
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機能の概要
StealthwatchCloudは、オンプレミスおよびクラウドベースのネットワーク展開をモニタするSoftware
as aService( SaaS)ソリューションです。ネットワークトラフィックに関する情報を収集することによっ

て、トラフィックに関する観測内容が作成され、トラフィックパターンに基づいてネットワークエンティ

ティのロールが自動的に識別されます。StealthwatchCloudは、この情報を他の脅威インテリジェ

ンス( Talosなど)のソースと組み合わせて使用してアラートを生成します。このアラートは、本質的

に悪意のある可能性がある動作の存在を示す警告を構成します。StealthwatchCloudは、この

アラートとともに、ネットワークおよびホストの可視性と、収集したコンテキスト情報を提供します。

このコンテキスト情報により、アラートを調査して悪意のある動作の原因を特定するためのより優

れた基盤が得られます。

展開
StealthwatchCloudは、ネットワークを支える次の2つの展開タイプをサポートしています。

l パブリッククラウド モニタリング( PCM) ：これにより、StealthwatchCloudが取得できるフロー

ログを生成するようにクラウド展開を設定できます。

l プライベート ネットワークモニタリング( PNM) ：これにより、ソフトウェアベースのセンサーをオン

プレミスネットワークに展開できます。これらのセンサーは、SPAN/ミラーポートに接続し、

ネットワークデバイスからのフロートラフィックを収集できます。

どちらか一方を展開するか、両方を同時に展開して、単一のStealthwatchCloudWebポータル

UIで両方の設定とアラートを確認できます。Webポータルでは、同じページからすべてのセンサー

とモニタ対象のクラウド展開が表示されるため、モニタリングの状態をすばやく確認できます。

ダイナミックエンティティモデリング
PCM とPNMはどちらも、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。StealthwatchCloud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、AWS展開内のLambda関数といった、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では、エンティティが送信するトラフィックとエンティティのネットワーク上で

のアクティビティに基づいて、エンティティに関する情報が収集されます。StealthwatchCloudは、エ

ンティティが通常送信するトラフィックのタイプを判別するために、NetFlowおよびその他のトラフィッ

ク情報や、クラウド展開のVPC フローログから情報を取得できます。エンティティはトラフィックを送

信しつづけ、異なるトラフィックを送信する可能性があるため、StealthwatchCloudは、各エンティ

ティの最新モデルを維持するために、これらのモデルを経時的に更新します。

この情報から、StealthwatchCloud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、

StealthwatchCloud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。
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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。

アラートと分析
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
Cloud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。

上記の例で言えば、[新しい内部デバイス( New Internal Device) ]観測内容だけでは、潜在的な

悪意のある動作は構成されません。ただし、時間の経過とともに、エンティティがドメインコントロー

ラと一致するトラフィックを送信する場合、システムではそのエンティティにドメインコントローラロー

ルが割り当てられます。その後、そのエンティティが、以前に接続を確立していない外部サーバへの

接続を確立し、異常なポートを使用して大量のデータを転送すると、システムは、[新しい大規

模接続 (外部 ) ( New LargeConnection (External)) ]観測内容と [例外ドメインコントローラ

( Exceptional DomainController) ]観測内容をログに記録します。その外部サーバがTalosウォッ

チリストに登録されているものと識別された場合、これらすべての情報の組み合わせにより

StealthwatchCloudはこのエンティティの動作に関するアラートを生成し、悪意のある動作を調査

して対処するように促します。

StealthwatchCloudWebポータルUIでアラートを開くと、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。また、エンティティが関係性を持っていたその他の観測内容やアラートを確認した

り、この動作が他の潜在的に悪意のある動作に結び付いているかどうかを判断することもできま

す。
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クイックスタート：Stealthwatch Cloud トライア
ル
ここでは、StealthwatchCloudを展開する方法の概要と、それを使用してネットワーク上で発生す

る可能性のある悪意のある動作を検査する方法を示します。

無料トライアルのサインアップ

1. https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch/stealthwatch-cloud-
free-offer.htmlにアクセスしてStealthwatchCloud無料トライアルにサインアップします。

2. AWS クラウド展開の場合のStealthwatchCloud無料トライアルについては、

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B075MWZVBMにアクセスしてください。

3. 招待電子メールが届くのを待ちます。無料トライアルにサインアップしたタイミングにより、数

時間から最大 12時間で届きます。

4. 招待電子メールを受信したら、招待リンクをクリックしてカスタマーWebポータルにアクセス

し、初期管理者ログインクレデンシャルを作成します。

招待リンクを使用できるのは1回だけで、初期管理者ログインクレデンシャルを

作成した後は無効になります。

モニタするネットワークのタイプを決定します。

l オンプレミス展開をモニタする場合、PNMの設定の詳細については、「プライベート ネット

ワークモニタリングの展開と初期設定」を参照してください。

l パブリッククラウド ネットワークをモニタする場合、PCMの設定の詳細については、「パブリッ

ククラウド モニタリングの展開と初期設定」を参照してください。

l オンプレミス展開とパブリッククラウド ネットワークの両方をモニタする場合、PNMの設定の

詳細については「プライベート ネットワークモニタリングの展開と初期設定」を参照し、

PCMの設定の詳細については「パブリッククラウド モニタリングの展開と初期設定」を参

照してください。

プライベート ネットワークモニタリングの展開と初期設定

1. オンプレミスネットワークをモニタするセンサーを展開します。詳細については、「PNMセン

サー展開の考慮事項」および「PNM センサーメディアのインストールと設定」を参照してく

ださい。センサーをKubernetesクラスタに展開する方法の詳細については、「 Kubernetes
用のPNM統合」を参照してください。

2. 招待電子メールから作成された初期管理者ログインクレデンシャルを使用して

StealthwatchCloudWebポータルUIにログインします。
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3. センサー設定を確認して完了します。特定のサブネットをモニタしてSyslogに出力するよう

に設定を更新し、SNMP レポートを設定します。詳細については、「PNM センサー設定」

を参照してください。

必要な追加のシステム設定の詳細については、「推奨システム設定」を参照してください。

パブリッククラウド モニタリングの展開と初期設定

1. StealthwatchCloudサービスがフローログを取得することを許可するようにクラウド展開を設

定します。AWS用のPCM の設定の詳細については、「Amazon Web Services用のパブ

リッククラウド モニタリング設定」を参照してください。GCP用のPCM の設定の詳細につい

ては、「Google Cloud Platform用のパブリッククラウド モニタリング設定」を参照してくだ

さい。その他のクラウド展開に関する詳細については、support@obsrvbl.comにお問い合

わせください。

2. 招待電子メールから作成された初期管理者ログインクレデンシャルを使用して

StealthwatchCloudWebポータルUIにログインします。

3. PCM設定を確認して完了します。詳細については、「Amazon Web Services用のパブ

リッククラウド モニタリング設定」および「Google Cloud Platform用のパブリッククラウド

モニタリング設定」を参照してください。

必要な追加のシステム設定の詳細については、「推奨システム設定」を参照してください。

推奨システム設定

1. アラート生成のためにシステムの機密性 (サブネットの機密性とアラートの優先順位を含

む)を設定します。

l サブネットの機密性が高いほど、システムはアラートを生成するために低いしきい値を

必要とします。詳細については、「サブネット設定」を参照してください。

l 同様に、アラートの優先順位が高いほど、システムはアラートを生成するために低い

しきい値を必要とします。詳細については、「アラート優先順位設定」を参照してくだ

さい。

2. ユーザアカウントを設定します。詳細については、「ユーザおよびサイト管理」を参照してくだ

さい。

オプションのシステム設定を続行するか、システムの使用を開始します。

l オプションのアラート生成設定 (ウォッチリスト、国のブラックリスト、IP スキャナホワイトリスト

など)の詳細については、「オプションのシステム設定」を参照してください。

l StealthwatchCloudWebポータルUIの使用の詳細については、「Webポータルの使用」を

参照してください。

オプションのシステム設定
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1. 外部インテリジェンスをStealthwatchCloudを取得し、アラート生成を改善するように、サー

ドパーティウォッチリストを設定します。詳細については、「サードパーティウォッチリストの設

定」を参照してください。

2. 国のブラックリストを設定し、システムがどの国に関する観測内容を生成するかを定義しま

す(システムがそれらの国へのトラフィックを検出する場合 )。詳細については、「ウォッチリス

ト設定」を参照してください。

3. 既知のネットワークスキャナと承認済みのネットワークスキャナに関する IPスキャナホワイト

リスト ルールを設定します。詳細については、「IP スキャナルールの設定」を参照してくださ

い。

StealthwatchCloudWebポータルUIの使用の詳細については、「Webポータルの使用」を参照

してください。

Webポータルの使用

1. StealthwatchCloudWebポータルUIにログインします。

招待電子メールから作成した初期管理者ログインクレデンシャルを使用してログ

インするか、作成した別のユーザとしてログインすることができます。

2. StealthwatchCloudのメインダッシュボードを確認します。このダッシュボードには、オープンア

ラート、エンティティ数、および最新のトラフィック統計情報が表示されます。詳細について

は、「ダッシュボードの概要」を参照してください。

3. [アラート ( Alerts) ]メニューオプションからすべてのアラートを確認します。詳細については、

「アラートの概要」を参照してください。

4. アラートに関連するエンティティに関するコンテキストと、関連する観察内容を確認すること

によって、アラートを調査し、アラートのステータスをクローズにして、そのアラートが役立つも

のかどうかをマークします。詳細については、「アラートの詳細」、「観測内容の概要」、およ

び「アラートのワークフロー」を参照してください。

5. システムのモデルを表示して、傾向を特定し、ネットワークのトラフィックを確認します。詳細

については、「モデルの概要」を参照してください。

6. 新機能の更新、システムの使用方法、およびモニタ対象のトラフィックと使用状況の詳細

については、ヘルプメニューを参照してください。詳細については、「ヘルプメニュー」を参照し

てください。
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Stealthwatch Cloud トライアルの登録
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch/stealthwatch-cloud-free-
offer.htmlにアクセスしてStealthwatchCloud無料トライアルにサインアップするか、AWSクラウド

展開を使用する場合はhttps://aws.amazon.com/marketplace/pp/B075MWZVBMにアクセ

スしてください。サインアップすると、Webポータルにアクセスする詳細な手順とセットアップの追加

手順が記載された電子メールがシスコから送信されます。

無料トライアルを申請してから返信される電子メールを受信するまでに、潜在的なお

客様のセキュリティ審査が行われるため、遅延が発生する可能性があります。

初期設定の詳細については、次を参照してください。

l AWSベースの展開については、「Amazon Web Services用のパブリッククラウド モニタリ

ング設定」

l GCPベースの展開については、「Google Cloud Platform用のパブリッククラウド モニタリ

ング設定」

l Kubernetesベースの展開については、「Kubernetes用のPNM統合」

l オンプレミス展開については、「PNM センサーメディアのインストールと設定」

ここに示されていない別のタイプのクラウドベース展開 ( Microsoft Azureなど)を使用す

る場合、詳細と支援については、support@obsrvbl.comにお問い合わせください。
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プライベート ネットワークモニタリングの展開と
設定
ここでは、次のようなプライベート ネットワークモニタリング( PNM)センサーの展開と設定について

説明します。

l システムの前提条件、ネットワーク環境の前提条件、およびセンサー展開の推奨事項

l 物理マシンまたは仮想マシンへのセンサーのインストール、センサーの設定、およびセンサー

のWebポータルへの接続の手順

l PNM用のKubernetesクラスタの設定手順

PNMセンサー展開の考慮事項
センサーを展開する際は、NetFlowなどのフローデータを収集するように、またはネットワーク上の

ルータやスイッチからミラー化されるネットワークトラフィックを取得するようにセンサーを設定できま

す。フローデータの収集とミラー化されたネットワークトラフィックの取得の両方を行うようにセン

サーを設定することもできます。

フローデータを収集するようにセンサーを設定する場合、詳細については、「フローデータを収集

するセンサーの設定」を参照してください。

ミラーまたはSPAN ポートからのトラフィックを取得するようにセンサーを設定する場合、トラフィック

をミラー化するためのネットワークデバイスの設定の詳細については、「ネットワークデバイス設

定」を参照してください。

センサーの前提条件

次の要件が満たされている場合に、センサーを物理マシンまたは仮想マシンにインストールできま

す。

コンポーネント 最小要件

ネットワークイ

ンターフェイス

StealthwatchCloudサービスに情報を渡すための、制御インターフェイスとして指

定された、1つ以上のネットワークインターフェイス

任意で、ミラーポートを経由するネットワークトラフィックを複製する

ネットワークデバイスからのトラフィックを取得するようにセンサーを設定

する場合は、ミラーインターフェイスとして指定された1つ以上のネット

ワークインターフェイスが必要です。

RAM 2GB
CPU 2つ以上のコア

記憶領域 32GB
インストール

ファイルのアップ
インストール .isoファイルをアップロードするには次のいずれかが必要です。
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ロード(物理マ

シン)

l 1つのUSB ポートと、USB フラッシュドライブ

l 1つの光学ディスクドライブと、書き込み可能な光学ディスク( CD-Rディス

クなど)

仮想マシンは、追加の要件なしで .isoファイルから直接起動できま

す。

指定されたミラーインターフェイスについては、次の点に注意してください。

l ミラーインターフェイスは、宛先へのすべてのインバウンドおよびアウトバウンド送信元トラフィッ

クのコピーを受信します。ピークトラフィックがセンサーのミラーインターフェイスリンクの容量よ

り小さいことを確認してください。

l 多くのスイッチでは、ミラーポートの宛先に過剰なトラフィックが設定されている場合、送信

元インターフェイスからのパケットがドロップされます。

追加の仮想マシンの設定

センサーが仮想マシンとして展開されている場合、ミラーポートまたはSPANポートからのトラフィッ

クを取得する予定のときは、2つ目のネットワークインターフェイスで仮想ホストとネットワークが無

差別モードに設定されていることを確認してください。

VMwareハイパーバイザ上で仮想マシンを実行している場合、無差別モードの詳細については

https://kb.vmware.com/s/article/1002934を参照し、設定手順については

https://kb.vmware.com/s/article/1004099を参照してください。VLAN IDを 4095に設定する必

要がある場合があります。

VirtualBoxで仮想マシンを実行している場合は、[ネットワーク( Network) ]設定からミラーインター

フェイス用のアダプタを選択し、[詳細オプション( AdvancedOptions) ]で無差別モードを [許可

( Allow) ]に設定します。詳細については、

https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html#network_performanceを参照してください。

PNM センサーアクセスの要件

物理マシンまたは仮想マシンは、インターネットを介して特定のサービスにアクセスできる必要があ

ります。センサーと外部インターネットの間の次のトラフィックを許可するようにファイアウォールを設

定します。

トラフィックのタイプ 必須 IP アドレスまたはドメインとポート

データをアップロードするための、センサーの

制御インターフェイスからStealthwatch
Cloudサービスへのアウトバウンド トラフィック

可

l sensor.ext.obsrvbl.com:443/TCP
l 107.22.217.211:443/TCP
l 107.22.210.176:443/TCP
l 107.22.247.3:443/TCP

Linux OS および関連する更新をダウンロー

ドするための、センサーの制御インターフェイ

スからUbuntu Linuxサーバへのアウトバウン
可

l us.archive.ubuntu.com:443/TCP
l us.archive.ubuntu.com:80/TCP
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ド トラフィック

ホスト名解決のための、センサーの制御イン

ターフェイスからDNSサーバへのアウトバウン

ド トラフィック

可 l [local DNS server]:53/UDP

リモート トラブルシューティングマシンからセ

ンサーへのインバウンド トラフィック
不可 l 54.83.42.41:22/TCP

ネットワークデバイス設定

トラフィックのコピーをミラー化してセンサーに渡すようにネットワークスイッチまたはルーターを設定で

きます。

センサーは通常のトラフィックフローの外側にあるため、トラフィックに直接影響する可能

性はありません。WebポータルのUIで行った設定変更は、トラフィックフローのあり方で

はなくアラートの生成に影響します。アラートに基づいてトラフィックを許可またはブロック

するには、ファイアウォール設定を更新します。

ネットワークスイッチの製造元と、ミラー化トラフィックを設定するためのリソースについては、次の資

料を参照してください。

製造元 ミラー化トラフィック名設定例

Cisco スイッチポート アナ

ライザ( SPAN) 『Configuration Examples and TechNotes』

Juniper ポート ミラー 『Understanding Port Mirroring on EX Series Switches』

NETGEAR ポート ミラー
『What is port mirroring and how does it work with my
managed switch?』

ZyXEL ポート ミラー 『How to use Mirroring on ZyXEL switches?』

その他

モニタポート、アナ

ライザポート、タッ

プポート
『Switch Reference』

ネットワークテスト アクセスポイント (タップ)デバイスを展開してトラフィックのコピーをセンサーに渡

すこともできます。ネットワークタップの製造元と、ネットワークタップを設定するためのリソースにつ

いては、次の資料を参照してください。

製造元 デバイス名 資料

NetOptics ネットワークタップ https://www.ixiacom.com/resources
Gigamon ネットワークタップ https://www.gigamon.com/resources/resource-library.html

フロー設定

NetFlowデータを渡すようにネットワークデバイスを設定する必要があります。シスコネットワーク

デバイスでのNetFlowの設定の詳細については、https://configurenetflow.info/または

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/stealthwatch/netflow/Cisco_
NetFlow_Configuration.pdfを参照してください。
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展開の推奨事項

ネットワークトポロジは大きく異なる可能性があるため、センサーを展開するときは、次の一般的

なガイドラインに注意してください。

1. 次の目的のためにセンサーを展開するかどうかを決定します。

l フローデータを収集する

l ミラー化されたネットワークトラフィックを取得する

l 一部のセンサーにフローデータを収集させ、その他のセンサーにミラー化されたネット

ワークトラフィックを取得させる

l 両方のセンサーにフローデータを収集させるとともにミラー化されたネットワークトラ

フィックを取得させる

2. フローデータを収集する場合は、収集する形式 ( NetFlow v5、NetFlow v9、IPFIX、sFlow
など)を決定します。

Cisco ASA ファイアウォールやCisco Meraki MX アプライアンスなどの多数の

ファイアウォールがNetFlowをサポートしています。製造元のサポート ドキュメント

を参照して、ファイアウォールがNetFlowもサポートしているかどうかを確認してくだ

さい。

3. センサーのミラーポート容量を超えないスイッチまたはルーターのセンサーを展開します。

4. メンテナンスの必要性を減らすために、できるだけ少ない数のセンサーを展開してください。

5. 内部ネットワークと外部インターネットの間またはモニタする 2つの内部ネットワークセグメン

トの間でネットワークゲートウェイとして機能するスイッチまたはルーターのセンサーを展開し

ます。

ネットワークに複数のセンサーを展開する場合の支援については、support@obsrvbl.comにお

問い合わせください。

センサーのバージョンの確認

最新のセンサー(バージョン4.0)がネットワーク上に展開されていることを確認するには、コマンド ラ

インから既存のセンサーのバージョンを調べます。アップグレードする必要がある場合は、センサー

を再インストールしてください。

センサーのバージョンの確認：

手順

1. 展開されているセンサーへのSSHログインを行います。

2. プロンプトで、「cat /opt/obsrvbl-ona/version」と入力してEnterキーを押します。コンソールに

4.0.0と表示されない場合、センサーは古くなっています。WebポータルUIから最新のセン

サー ISOをダウンロードしてください。
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PNM センサーメディアのインストールと設定
センサーを物理マシンにインストールする場合は、.isoファイルを使用してブート可能メディアを作

成し、マシンを再起動してそのメディアから起動する必要があります。

センサーを仮想マシンにインストールする場合は、.isoファイルから直接起動できます。

インストールプロセスにより、センサーをインストールする前に、センサーがインストールさ

れるディスクのデータが消去されます。センサーをインストールするマシンに保存が必要な

データが含まれていないことを確認してください。

ブート メディアの作成

センサーを物理マシンに展開する場合は、Ubuntu Linuxをベースとするセンサーをインストールする

.isoファイルを展開します。

CD やDVDなどの光学ディスクに .isoファイルを書き込む場合は、光学ディスクドライブ内の光学

ディスクを使用して物理マシンを再起動し、その光学ディスクから起動することを選択できます。

.isoファイルとRufusユーティリティを使用してUSB フラッシュドライブを作成した場合は、物理マシ

ンを再起動し、USB フラッシュドライブをUSB ポートに挿入して、USB フラッシュドライブから起動

することを選択できます。

ISOを使用せずにセンサーを展開する場合は、トラフィックを許可するようにローカルマシ

ンのファイアウォール設定を更新する必要がある場合があります。シスコでは、提供され

ている ISOを使用してセンサーを展開することを強くお勧めします。

ブート可能なUSB フラッシュドライブを作成すると、フラッシュドライブ上のすべての情報

が削除されます。フラッシュドライブに他の情報がないことを確認してください。

センサー ISO ファイルのダウンロード：

最新バージョンのセンサー ISOをWebポータルからダウンロードしてください。これを使用してインス

トール(新しいセンサーの場合 )または再インストール(既存のセンサーをアップグレードする場合 )
します。

手順

1. WebポータルUIに管理者としてログインします。

2. [ヘルプ(?)( Help (?)) ] > [センサーのインストール( Sensor Install) ] を選択します。

3. .isoのボタンをクリックして最新バージョンの ISOをダウンロードします。

ブート可能な光学ディスクの作成：

手順
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l 製造元の指示に従って、.isoファイルを光学ディスクにコピーしてください。

ブート可能な USB フラッシュドライブの作成：

はじめる前に

l ブート可能なUSB フラッシュドライブを作成するために使用するマシンのUSB ポートに空の

USB フラッシュドライブを挿入してください。

l ワークステーションにログインしてください。

手順

1. Webブラウザで、https://rufus.akeo.ie/にアクセスします。

2. 最新バージョンのRufusユーティリティをダウンロードします。

3. Rufusユーティリティを開きます。

4. [デバイス( Device) ] ドロップダウンでUSB フラッシュドライブを選択します。

5. [ブートの選択 ( Boot selection) ] ドロップダウンから [ディスクまたは ISOイメージ( Disk or ISO
image) ] を選択します。

6. [選択 ( SELECT) ]をクリックし、センサー ISO ファイルを選択します。

7. [開始 ( START) ]をクリックします。

ブート可能なUSB フラッシュドライブを作成すると、フラッシュドライブ上のすべて

の情報が削除されます。フラッシュドライブに他の情報がないことを確認してくださ

い。

センサーのインストール

センサーのインストール

はじめる前に

l 物理マシンにインストールする場合は、ブート可能メディアを挿入してマシンを再起動し、

ブート可能メディアから起動してください。

l 仮想マシンにインストールする場合は、.isoファイルから起動してください。

手順

1. 最初のプロンプトで [観測可能なネットワークアプライアンスのインストール( Install
ObservableNetwork Appliance) ]を選択し、Enterキーを押します。

2. 矢印キーを使用して言語のリストから言語を選択し、Enterキーを押します。

3. 矢印キーを使用して国のリストから使用場所を選択し、Enterキーを押します。
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4. 次の選択肢があります。

l 矢印キーを使用して [はい( Yes) ] を選択することによってキーボードを設定し、

Enterキーを押して、キーボード レイアウトを選択してからEnterキーを押します。

l 標準の米国英語キーボードを使用している場合は、[いいえ( No) ] を選択してデフォ

ルトを受け入れ、Enterキーを押します。

5. 矢印キーを使用してキーボードの製造国を選択し、Enterキーを押します。

6. 矢印キーを使用してキーボード レイアウトを選択し、Enterキーを押します。

7. ネットワークを設定し、矢印キーを使用して、制御インターフェイス(センサーを管理し、ネッ

トワークデバイスからフローデータを収集する)として使用するプライマリネットワークインター

フェイスを選択し、Enterキーを押します。

他のすべてのネットワークインターフェイスは、自動的にミラーインターフェイスとして設定され

ます。

8. インストールプロセスによってマシンコンポーネントが検出されるのを待ち、追加の設定を行

います。インストールプロセスでは、DHCP を使用して、選択したプライマリネットワークイン

ターフェイスが制御インターフェイスとして設定されます。ネットワークでDHCPが使用されて

いない場合は、次の手順を実行します。

システムに「Network autoconfiguration failed」というメッセージが表示されたら、Enterキーを

押します。

[ネットワークの手動設定 ( Configure network manually) ]を選択し、Enterキーを押します。

マシンの IP アドレスを入力し、矢印キーを使用して [続行 ( Continue) ]を選択して、Enter
キーを押します。

ネットマスクを入力し、矢印キーを使用して [続行 ( Continue) ]を選択して、Enterキーを押

します。

ゲートウェイルータ IP アドレスを入力し、矢印キーを使用して [続行 ( Continue) ]を選択し

て、Enterキーを押します。

最大 3つのドメインネームサーバアドレスを入力し、矢印キーを使用して [続行

( Continue) ]を選択して、Enterキーを押します。

ローカル権威ネームサーバがネットワークに展開されている場合は、そのアドレス

を入力することをお勧めします。

9. 管理者以外の権限用に root以外のアカウントに関連付けられる新しいユーザのフルネー

ムを入力し、矢印キーを使用して [続行 ( Continue) ]を選択して、Enterキーを押します。

10. 管理者以外の権限を持つroot以外のアカウントである自分のアカウントのユーザ名を入

力し、矢印キーを使用して [続行 ( Continue) ]を選択して、Enterキーを押します。

11. 新しいユーザのパスワードを選択し、矢印キーを使用して [続行 ( Continue) ]を選択して、

Enterキーを押します。
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12. 確認のためにパスワードを再入力し、矢印キーを使用して [続行 ( Continue) ]を選択し

て、Enterキーをを押します。

同じパスワードを 2回入力しなかった場合は、やりなおしてください。

13. 矢印キーを使用して [はい( Yes) ]を選択してホームディレクトリを暗号化し、Enterキーを

押します。

14. 矢印キーを使用してタイムゾーンを選択し、Enterキーを押します。

15. [ガイド付き -ディスク全体を使用してディスクドライブをパーティション分割 ( Guided - use
entire disk to partition the disk drive) ]を選択し、Enterキーを押します。ディスクの詳細設

定を実行する場合は、他のオプションを選択してください。

16. パーティション分割するディスクを選択し、Enterキーを押します。

17. 矢印を使用して [パーティション分割を終了して変更をディスクに書き込む( Finish
partitioning andwrite changes to disk) ]を選択し、Enterキーを押します。

18. [はい( Yes) ]を選択してアクションを確認し、Enterキーを押します。

このアクションにより、ドライブ上のすべてのデータが削除されます。続行する前に

ドライブが空であることを確認してください。

インストーラが必要なファイルをインストールするまで数分待ちます。

19. HTTP プロキシ情報を入力するか( HTTP プロキシを使用する場合 )フィールドを空白のま

まにして( HTTPプロキシを使用しない場合 )、矢印キーを使用して [続行 ( Continue) ]を選

択し、Enterキーを押します。

インストーラが設定を実行するまで待ちます。

20. 矢印キーを使用してリストから更新ポリシーを選択し、Enterキーを押します。[セキュリティ

更新の自動インストール( Install security updates automatically) ]を選択することをお勧め

します。

インストーラが設定を実行し、追加のパッケージをインストールするまで待ちます。

21. GRUB ブート ローダーをマスターブート レコードにインストールするために矢印キーを使

用して [はい( Yes) ]を選択し、Enterキーを押します。

インストーラがGRUB ブート ローダーをインストールするまで待ち、設定を完了します。

22. インストーラによって「Installation Complete」と表示されたら、矢印キーを使用して [続行

( Continue) ]を選択し、Enterキーを押してブート メディアを削除してから、設定を完了し、

マシンを再起動します。

23. マシンが再起動したら、作成したアカウントでログインし、クレデンシャルが正しいことを確認

します。

次の作業

l センサーを使用してネットワークフロートラフィック( NetFlowなど)を収集している場合、セン

サーの設定の詳細については、「フローデータを収集するセンサーの設定」を参照してくだ
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さい。

l センサーを使用し、SPAN ポートまたはミラーポートに接続して、ミラートラフィックを収集して

いる場合、StealthwatchCloudWebポータルでのセンサーの追加の詳細については、

「Stealthwatch クラウド ポータルへのセンサーの接続」を参照してください。

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、複数のお客様が

対象になっている場合は、新規のお客様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キーを押します。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WebUI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。

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キーを押し、設定ファイルを編集します。
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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、

StealthwatchCloud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キーを押します。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。

2. センサーからログアウトします。

3. ポータルWebUI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
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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。

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、Webポータルでセンサーを設定で

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

 2055/UDP、4739/UDP、および9995/UDPが開いています。追加のUDP ポートを使用するには、

WebポータルUI でそれらのポートを開く必要があります。

次のフロータイプの収集を設定できます。
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l NetFlow v5：ポート 2055/UDP(デフォルトで開いている)
l NetFlow v9：ポート 9995/UDP(デフォルトで開いている)
l IPFIX：ポート 9996/UDP
l SFLOW：ポート 6343/UDP

一部のネットワークアプライアンスは、正しく機能させるためにWebポータルUI で選択する必要が

あります。

l CiscoMeraki：ポート 9998/UDP
l CiscoASA：ポート 9997/UDP
l SonicWALL：9999/UDP

フロー収集のためのセンサーの設定

はじめる前に

l 管理者としてポータルWebUIにログインします。

手順

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

2. 追加したセンサーについて、[設定の変更 ( Change settings) ]をクリックします。

3. [NetFlow/IPFIX]を選択します。

4. このオプションには最新バージョンのセンサーが必要です。このオプションが表示されない場

合は、[ヘルプ(？ ) ( Help (?)) ] > [センサーのインストール( Sensor Install) ] を選択して、最新

バージョンのセンサー ISOをダウンロードしてください。

5. [新しいプローブの追加 ( AddNew Probe) ]をクリックします。

6. [プローブタイプ( ProbeType) ] ドロップダウンからフロータイプを選択します。

7. ポート番号を入力します。

8. [プロトコル( Protocol) ]を選択します。

9. ドロップダウンから [送信元デバイス( Source device) ]を選択します。

10. [保存 ( Save) ]をクリックします。

Kubernetes用のPNM統合

StealthwatchCloudをKubernetesクラスタと統合して、そのクラスタ内のノードに関する追加情報

をStealthwatchCloudWebUIで確認できます。KubernetesをStealthwatchCloudと統合するに

は、統合サービスキーを含むクラスタのKubernetes秘密キーを作成します。その後、新しいサー

ビスアカウントを作成し、それを読み取り専用クラスタロールにバインドします。さらに、DaemonSet
設定ファイルを設定して、センサーを、クラスタ内のノードに展開するためのポッドとしてスケジュー
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ルします。最後に、DaemonSetを作成します。数分後に、展開されたセンサーがStealthwatch
CloudWebUIに表示されます。

Kubernetes統合の設定

Kubernetesとの統合の設定：

はじめる前に

l kubectlをクラスタにインストールしてください。詳細については、

https://kubernetes.io/docs/tasks/tools/install-kubectl/#install-kubectlを参照してくださ

い。

l Kubernetesクラスタに管理者としてログインします。

l StealthwatchCloudWebポータルUI に管理者としてログインします。

手順

1. StealthwatchCloudWebポータルで、[設定 ( Settings) ]( ) > [統合 ( Integrations) ] >
[Kubernetes]を選択します。

2. 指示に従ってKubernetes統合を設定します。

Stealthwatch CloudWebUIからの展開されたセンサーの表示

センサーがクラスタ内のノードに展開されていることを確認したら、数分待ってから、Stealthwatch
CloudWebUIにログインします。センサーのリストが更新され、Kubernetesクラスタ内に新しく展開

されたセンサーが表示されます。

Stealthwatch CloudWebUIからの展開されたセンサーの表
示：

はじめる前に

l StealthwatchCloudWebUIに管理者としてログインします。

手順

1. [設定 ( Settings) ]( )を選択します。

2. [センサー( Sensors) ]を選択して、展開されたセンサーを表示します。
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パブリッククラウド モニタリングの設定
ここでは、パブリッククラウド モニタリング( PCM)用に AmazonWebServices( AWS)またはGoogle
CloudPlatform( GCP)クラウド展開を設定する手順と、Webポータルを設定してPCM 設定を完

了する手順について説明します。

AmazonWeb Services用のパブリッククラウド モニタリング設
定
StealthwatchCloudパブリッククラウド モニタリング( PCM)は、AmazonWebServices( AWS)用の

可視性、脅威特定、およびコンプライアンスサービスです。StealthwatchCloudは、AWSパブリッ

ククラウド ネットワークから仮想プライベート クラウド( VPC)フローログなどのネットワークトラフィッ

クデータを消費します。次に、そのデータに対して分析を実行して脅威と侵害の兆候を検出する

ことによって、ダイナミックエンティティモデリングを実行します。StealthwatchCloudは、適切な権限

を持つクロスアカウント IAM ロールを使用して、AWS アカウントから直接 VPC フローログを消費し

ます。さらに、StealthwatchCloudは、追加のコンテキストとモニタリングのために、その他のデータ

ソース( CloudTrailや IAMなど)を消費することができます。

AWS VPC フローロギング

StealthwatchCloudをAWSと統合するには、AWS 環境で次の項目を設定する必要がありま

す。

l VPCフローログをCloudWatchに公開するための IAM ロール

l VPC フローログのエクスポート先となるCloudWatchロググループ

l VPC のVPCフローロギング

l CloudWatchログの最小保持期間

VPC フローログをCloudWatchに公開するためのAWS IAM ロールの設定

StealthwatchCloudが取得できるようにVPC フローログをCloudWatchに公開するには、適切な

権限を持つ新しい IAM ロールを作成するか、既存のロールを変更する必要があります。VPC フ
ローログを設定するときは、このロールを参照してください。

この IAM ロールはAWS内でのみ権限を持ち、StealthwatchCloudには権限を付与しま

せん。

VPC フローログを公開するためのAWS IAM ロールの設定：

はじめる前に
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l AWS管理コンソールにログインして、IAMダッシュボードにアクセスしてください。

手順

1. 適切な権限を持つ IAM ロールの作成の詳細については、

https://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/flow-logs-cwl.htmlを
参照してください。

AWS CloudWatchロググループの設定

IAM ロールを設定したら、CloudWatchで obsrvbl-flowlogsロググループを作成します。後

でこのロググループにエクスポートするためにVPC フローログを設定します。

CloudWatchロググループの作成の詳細については、

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/Working-with-log-groups-
and-streams.htmlを参照してください。

AWSCloudWatchロググループの設定：

はじめる前に

l AWS管理コンソールにログインして、CloudWatchダッシュボードにアクセスしてください。

手順

1. [ログ( Logs) ]を選択します。

2. [アクション( Actions) ] > [ロググループの作成 ( Create log group) ]を選択します。

3. 「obsrvbl-flowlogs」と入力します。

4. [ロググループの作成 ( Create log group) ]をクリックします。

AWSでのVPC フローロギングの設定

IAM ロールとCloudWatchロググループを設定したら、仮想プライベート クラウドのVPC フローロギ

ングを有効にしてから、IAM ロールを参照し、CloudWatchへのフローログのエクスポートを有効に

します。

VPC フローロギングの設定の詳細については、

https://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/working-with-flow-
logs.html#create-flow-logを参照してください。

AWSでのVPC フローロギングの設定：

はじめる前に

l AWS管理コンソールにログインして、VPDダッシュボードにアクセスしてください。
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手順

1. 使用しているVPCを選択します。

2. VPCを右クリックし、[フローログの作成 ( Create Flow Log) ]を選択します。

3. [フィルタ( Filter) ] ドロップダウンから [すべて( All) ] を選択します。

4. [CloudWatchログに送信 ( Send toCloudWatch Logs) ]を選択します。

5. [宛先ロググループ( Destination log group) ] ドロップダウンから [obsrvbl-flowlogs] を選択しま

す。

6. 作成したばかりの新しい IAMロールを選択します。

7. [作成 ( Create) ]をクリックします。

AWS CloudWatchログ保持の設定

VPC フローロギングのCloudWatchへのエクスポートを設定したら、CloudWatchログ保持を更新

します。

StealthwatchCloudがVPC フローログデータを適切に処理するには、1日間のログ保

持が必要です。組織の要件に応じて、より長いログ保持期間を設定できます。

ログ保持の設定の詳細については、

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/Working-with-log-groups-
and-streams.htmlを参照してください。

AWSCloudWatchログ保持の設定：

はじめる前に

l AWS管理コンソールにログインして、CloudWatchダッシュボードにアクセスしてください。

手順

1. [ログ( Logs) ]を選択します。

2. [obsrvbl-flowlogs]を選択します。

3. [次の後にイベントの期限が切れる( ExpireEvents After) ]をクリックします。

4. [保持 ( Retention) ] ドロップダウンから保持期間を選択します。

5. [OK]をクリックします。

Stealthwatch CloudのAWSとの統合

VPC フローログと、CloudWatchへのエクスポートを設定したら、IAM アクセスポリシーと IAM ロー

ルを設定して、StealthwatchCloudのフローログへのアクセスと取得を可能にします。その後、
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CloudWatchロググループと IAM ロールを使用してStealthwatchCloudWebポータル設定を更新

して、VPC フローログの取得を可能にします。

VPC フローログにアクセスするためのAWS 権限の設定

VPC フローログにアクセスするためのAWS 権限の設定：

はじめる前に

l AWS管理コンソールにログインして、IAMダッシュボードにアクセスしてください。

l StealthwatchCloudWebポータルUI に管理者としてログインします。

手順

1. StealthwatchCloudWebUIで、[設定 ( Settings) ]( ) > [統合 ( Integrations) ] > [AWS] >
[情報 ( About) ]を選択します。

2. 指示に従ってAWS を設定し、StealthwatchCloudがVPC フローログにアクセスすることを

可能にします。

詳細については、次の各項を参照してください。

l アクセスポリシーの作成の詳細については、

http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_
create.htmlを参照してください。

l VPC フローログの詳細については、

https://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/flow-logs.html
を参照してください。

l IAM ロールとVPC フローログの詳細については、

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/tutorial_cross-account-
with-roles.html?icmpid=docs_iam_consoleを参照してください。

VPC フローログを取得するためのStealthwatch Cloudの設定

アカウントで VPC フローログを有効にしたばかりの場合は、10分待ってから、VPC フローログを取

得するようにStealthwatchCloud設定してください。CloudWatchロググループが現在空の場合、

そのCloudWatch ロググループ名を追加すると、エラーが返されることがあります。AWS は、約

10分ごとにVPC フローログを生成します。

VPC フローログを取得するためのStealthwatch Cloudの設
定：
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はじめる前に

l StealthwatchCloudWebUIに管理者としてログインします。

手順

1. [設定 ( Settings) ]( ) > [統合 ( Integrations) ] > [AWS] > [クレデンシャル( Credentials) ]を
選択します。

2. 新しいロール用に保存されているロールARNを入力します。

3. 分かりやすい名前を入力します。

4. [+]をクリックします。

5. [設定 ( Settings) ]( ) > [統合 ( Integrations) ] > [AWS] > [VPCフローログ( VPC
Flow Logs) ]を選択します。

6. VPC フローログを含むCloudWatch ロググループを入力します。

複数の設定済みCloudWatchロググループを追加できます。StealthwatchCloud
とAWSの統合には、1つの IAM アクセスポリシーとロールを設定する必要だけが

あります。

7. [追加 ( Add) ]をクリックします。

AWS 統合の確認

AWS の統合を完了すると、[センサー( Sensors) ]ページに次の名前の新しいセンサーが表示され

ます。

AWS：CloudWatch-log-group-name

このセンサーエントリには統合の健全性が表示されますが、[センサー( Sensors) ]ページから直接

設定することはできません。

PCM の設定を完了してからトラフィックおよびエンティティデータの表示が開始されるま

でに最大 24時間かかります。

AWS 統合の確認：

はじめる前に

l StealthwatchCloudWebポータルUI に管理者としてログインします。

手順
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1. StealthwatchCloudWebUIで、[設定 ( Settings) ]( ) > [センサー( Sensors) ]を選択しま

す。

Google Cloud Platform用のパブリッククラウド モニタリング設
定
StealthwatchCloudパブリッククラウド モニタリング( PCM)は、GoogleCloudPlatform( GCP)用の

可視性、脅威特定、およびコンプライアンスサービスです。StealthwatchCloudは、AWSパブリッ

ククラウド ネットワークから仮想プライベート クラウド( VPC)フローログなどのネットワークトラフィッ

クデータを消費します。次に、そのデータに対して分析を実行して脅威と侵害の兆候を検出する

ことによって、ダイナミックエンティティモデリングを実行します。StealthwatchCloudは、適切な権限

を持つクロスアカウント IAM サービスアカウントを使用して、GCP アカウントから直接 VPC フローロ

グを消費します。

VPC フローログを生成するためのGCP の設定

VPCフローロギングをStealthwatchCloudで取得できるようにするには、まず、サブネットごとに

GCP展開で VPCフローロギングを有効にする必要があります。詳細については、

https://cloud.google.com/vpc/docs/using-flow-logs#enabling_vpc_flow_loggingを参照し

てください。

VPC フローログを生成するためのGCPサブネットの設定：

はじめる前に

l GCP コンソールにログインし、VPC ネットワークページにアクセスしてください。

l モニタするサブネットを 1つ以上追加してください。

手順

1. サブネットを選択します。

2. [編集 ( Edit) ]をクリックします。

3. [フローログ( Flow logs) ]から [オン( On) ] を選択します。

4. [保存 ( Save) ]をクリックします。

VPC フローログを表示するためのサービスアカウントの設定

VPCフローロギングを有効にしたら、生成されるログを表示する権限を持つ IAMサービスアカウン

トを作成します。GCPは、秘密キー情報を使用してアカウントを作成します。秘密キーを安全な

場所に保存します。詳細については、https://cloud.google.com/iam/docs/creating-
managing-service-accounts#creating_a_service_accountを参照してください。

VPC フローログを表示するためのサービスアカウントの設定：
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はじめる前に

l GCPコンソールにログインします。

手順

1. [IAMと管理 ( IAM & admin) ] > [IAM] > [サービスアカウント ( Service accounts) ]
2. [サービスアカウントの作成 ( CreateServiceAccount) ]をクリックします。

3. [サービスアカウント名 ( Service account name) ] フィールドに「logs-viewer」と入力しま

す。

4. [ロギング( Logging) ] > [ログビューアと計算エンジン( Logs Viewer andComputeEngine) ] > 
[計算ビューアロール( ComputeViewer Role) ]を選択します。

5. [新しい秘密キーの提供 ( Furnish a new private key) ] フィールドで [JSON]を選択します。

生成される JSON秘密キーファイルにはアカウントがVPCフローログにアクセスす

るために必要な情報が含まれているので、ファイルを安全な場所に保存してくださ

い。

6. [作成 ( Create) ]をクリックします。

JSON クレデンシャルのアップロード

GCPサービスアカウントを作成したら、JSON クレデンシャルをStealthwatchCloudWebポータル

UIにアップロードします。

サービスアカウントのクレデンシャルのStealthwatch Cloud
Webポータルへのアップロード：

はじめる前に

l サイト管理者としてStealthwatchCloudWebポータルにログインします。

手順

1. [設定 ( Settings) ]( ) > [統合 ( Integrations) ] > [GCP]を選択します。

2. [クレデンシャル( Credentials) ]タブをクリックします。

3. [クレデンシャルファイルのアップロード( UploadCredentials File) ]をクリックし、JSON クレデン

シャルファイルを選択します。
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Stealthwatch Cloud Webポータル設定
ここでは、無料トライアルをセットアップするためにStealthwatchCloudWebポータルで使用可能

な推奨設定オプションについて説明しています。オプションには次のものがあります。

l PNMセンサー設定

l アラート設定

l サブネット設定

l ユーザおよびサイト管理

PNM センサー設定
ネットワーク上にセンサーを展開したら、StealthwatchCloudWebUI を使用して次の項目を設定

できます。

l センサーの表示名

l ネットワークモニタリングの設定

l Syslog出力の設定

l SNMPレポートの設定

パブリック IP アドレスに基づいてセンサーを追加したり、センサーのログを表示することもできます。

パブリック IP アドレスによるセンサーの追加

IP アドレスを使用してセンサーをStealthwatchCloudWebUI に追加できます。センサーを展開し

たら、センサーにSSH 接続し、ログインしてその IP アドレスを取得します。

センサーのパブリック IPアドレスの取得：

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

1. コマンド プロンプトで「curl https://sensor.ext.obsrvbl.com」と入力し、

Enterキーを押します。error値のunknown identityは、センサーがStealthwatch
Cloud展開に関連付けられていないことを意味します。

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。

パブリック IP アドレスによるセンサーの追加：
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はじめる前に

l StealthwatchCloudWebUIにログインします。

手順

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

2. [センサーリスト ( Sensor List) ]を選択します。

3. [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。

4. [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。

StealthwatchCloudWebUI にセンサーが表示されるまでに最大 10分かかる可能性が

あります。

センサーの表示ラベルの設定

StealthwatchCloudWebUIでは、センサーの表示ラベルを設定できます。

センサーの表示ラベルの設定：

手順

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

2. [センサーリスト ( Sensor List) ]を選択します。

3. Syslogに出力するように設定するセンサーについて、[設定の変更 ( ChangeSettings) ]をク

リックします。

4. [ラベル( Label) ]タブを選択します。

5. ラベルを入力します。

6. [保存 ( Save) ]をクリックします。

センサーのモニタリング設定の指定

StealthwatchCloudWebUIでは、センサーがモニタするサブネットを設定できます。また、パッシブ

DNSを使用する場合は、キャプチャする 1秒あたりのパケット数を設定できます。

センサーのモニタリング設定の指定：

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

2. [センサーリスト ( Sensor List) ]を選択します。

3. Syslogに出力するように設定するセンサーについて、[設定の変更 ( ChangeSettings) ]をク

リックします。

4. [モニタリング( Monitoring) ]タブを選択します。

5. 1つ以上のCIDR ブロックを [モニタするネットワーク( Networks tomonitor) ] フィールドに1行
に1つずつ追加します。

6. PDNS に関してキャプチャする 1秒あたりのパケット数を選択します。

7. [保存 ( Save) ]をクリックします。

センサーのSyslog設定の指定

StealthwatchCloudWebUIでは、検出されたエンティティの観測内容とアラートをリモート Syslog
サーバに送信するようにセンサーを設定できます。

センサーのSyslog設定の指定：

手順

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

2. [センサーリスト ( Sensor List) ]を選択します。

3. Syslogに出力するように設定するセンサーについて、[設定の変更 ( ChangeSettings) ]をク

リックします。

4. [Syslog]タブを選択します。

5. [Syslog公開の有効化 ( Enable syslog publishing) ]を選択します。

6. [ユーザSyslogファシリティ( user Syslog facility) ] を選択します。

7. Syslogサーバの IP アドレスを入力します。

8. センサーとSyslogサーバの間の通信に使用されるサーバポートを入力します。

9. [保存 ( Save) ]をクリックします。

センサーのSNMP レポート設定の指定

StealthwatchCloudWebUIでは、SNMP 情報 ( OIDなど)をSNMP サーバにレポートするようにセ

ンサーを設定できます。

センサーのSNMP レポート設定の指定：

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

2. [センサーリスト ( Sensor List) ]を選択します。

3. Syslogに出力するように設定するセンサーについて、[設定の変更 ( ChangeSettings) ]をク

リックします。

4. [SNMP] タブを選択します。

5. [SNMPレポートの有効化 ( EnableSNMP reporting) ]を選択します。

6. SNMP のバージョンを選択します。

7. コミュニティ/ユーザを入力します。

8. OID( ASN.1)を入力します。

9. センサーのレポート先となるSNMP サーバを入力します。

10. センサーとSNMPサーバの間の通信に使用されるサーバポート ( TRAP)を入力します。

11. [保存 ( Save) ]をクリックします。

脆弱性スキャンの設定

この機能は廃止され、サポートされなくなりました。

センサーのログの表示

StealthwatchCloudWebUIでセンサーのログメッセージを表示できます。また、ログメッセージをカ

ンマ区切り値ファイルでダウンロードできます。

センサーのログの表示：

手順

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

2. [センサーリスト ( Sensor List) ]を選択します。

3. ログを表示するセンサーについて、[ログへのアクセス( Access Logs) ]ペインで [最新 ( Most
Recent) ]をクリックします。

情報を含むカンマ区切りファイルのダウンロード：

手順

l ダウンロードする表の下にある [CSV]をクリックします。

Copyright © 2019 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. - 37 -

Stealthwatch Cloud Web ポータル設定



アラート設定
[アラート ( Alerts) ]設定により、次の項目を設定できます。

l アラートの有効期限

l アラートの優先順位

l IPスキャナルール

l ウォッチリスト エントリ

アラートの有効期限の更新

どのユーザもアラートのステータスをクローズにしていない場合、有効期限を過ぎると、アラートの

ステータスが自動的にクローズになります。更新する必要がある場合は、クローズになった後に、

再度オープンにすることができます。

無期限にオープンステータスが維持されるようにアラートを設定できます。

アラートの有効期限の更新：

手順

1. [設定 ( Settings) ] > [アラート ( Alerts) ]を選択します。

2. アラートが期限切れになるまでの日数を入力します。「0」を入力すると、アラートのステー

タスが無期限にオープンになります。

3. [保存 ( Save) ]をクリックします。

アラート優先順位設定

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。そのアラート タイプの優先順位も [低 ( low) ]、[通常

( normal) ]、または [高 ( high) ] に設定できます。

一般に、アラート タイプの優先順位が高いほど、システムがアラートを生成するために必要なトラ

フィックの一致度が低くなります。つまり、アラート タイプの優先順位を [高 ( high) ] に設定すると、

このアラート タイプが重要であり、アラート生成をサポートする一致するトラフィックが存在する場

合にこのタイプのアラートを確認する必要があることがシステムに通知されます。逆に、アラート タ

イプの優先順位を [低 ( low) ] に設定すると、アラート生成をサポートする十分な量の証拠があ

る場合にのみこのタイプのアラートを確認する必要があることがシステムに通知されます。

たとえば、[過剰アクセス試行回数 (外部 )( ExcessiveAccess Attempts (External)) ]アラート タイ

プの優先順位はデフォルトで [低 ( low) ] に設定されます。システムは、外部エンティティからのアク

セス試行が何度も失敗する場合にのみ、このアラートを生成します。展開で、最近、悪意のある

ユーザが内部エンティティにログインしようとして失敗した場合、優先順位を [中 ( medium) ] または

[高 ( high) ] に変更すると、システムはアクセス試行の失敗回数が少なくてもアラートを生成しま

す。

アラートの優先順位の更新

Copyright © 2019 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. - 38 -

Stealthwatch Cloud Web ポータル設定



アラートの優先順位の更新：

手順

1. 次の選択肢があります。

l [設定 ( Settings) ] > [アラート ( Alerts) ]を選択し、[アラートの優先順位の設定

( ConfigureAlert Priority) ]をクリックします。

l [アラート ( Alerts) ]を選択し、[設定 ( Settings) ] > [アラートのタイプと優先順位 ( Alert
Types andPriorities) ]を選択します。

2. アラート タイプの横にある編集アイコンをクリックし、優先順位を選択します。

IP スキャナルールの設定

ネットワーク上の信頼できる悪意のないスキャナに関するアラートを抑制するように IP スキャナ

ルールを設定できます。たとえば、侵入テスト担当者が脆弱性を検索する場合は、それらのトラ

フィックに一致する IP スキャナルールを追加できます。

IP スキャナルールの設定：

手順

1. [設定 ( Settings) ]( ) > [アラート ( Alerts) ] を選択します。

2. [IPスキャナルールの設定 ( Configure IP Scanner Rules) ]をクリックします。

3. 特定の IP アドレスに関するアラートを抑制する場合は、IP アドレスを入力します。

4. CIDR ブロックに関するアラートを抑制する場合は、CIDR 長 ( /1～ /32)を入力します。

5. スキャンしてアラートから除外する接続済みアドレスを、IPアドレス、CIDR ブロック範囲、ま

たは IP アドレス範囲や、IPアドレス、CIDR ブロック範囲、または IP アドレス範囲のカンマ区

切りリストとして入力します。

6. スキャンしてアラートから除外する接続済みポートを、ポートまたはポート範囲や、ポートま

たはポート範囲のカンマ区切りリストとして入力します。

7. StealthwatchCloudWebUIにルールの説明を表示する場合は、説明を入力します。

8. [ルールの保存 ( SaveRule) ]をクリックします。

国のブラックリストの設定

地理的位置情報に基づいてリストに含まれる国に関連するトラフィックに関するアラートを生成す

るように国のブラックリストを設定できます。

国のブラックリストへの国の追加：
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手順

1. [設定 ( Settings) ]( ) > [アラート ( Alerts) ] を選択します。

2. [国のブラックリストの設定 ( ConfigureCountry Blacklist) ]をクリックします。

3. [使用可能な国 ( AvailableCountries) ]ペインには、次のオプションがあります。

l 1つ以上の国名を入力し、[追加 ( Add) ]をクリックします。

l 1つ以上の国を選択し、[選択項目の追加 ( AddSelected) ]をクリックします。

国のブラックリストからの国の削除：

手順

1. [設定 ( Settings) ]( ) > [アラート ( Alerts) ] を選択します。

2. [国のブラックリストの設定 ( ConfigureCountry Blacklist) ]をクリックします。

3. [ブラックリストに登録されている国 ( BlacklistedCountries) ]ペインで、1つ以上の国を選択

し、[選択項目の削除 ( RemoveSelected) ]をクリックします。

ウォッチリスト設定

ウォッチリストは、特定のエンティティからのトラフィックによってアラートが生成されるかどうかを制御

します。エンティティに関連するトラフィックによって常にアラートが生成されるようにエントリを設定で

きます。また、設定した時間が経過すると期限切れになるようにウォッチリスト エントリを設定する

こともできます。期限切れになると、それらのエンティティに関連するトラフィックによってアラートが生

成されなくなります。

StealthwatchCloudは、サードパーティの脅威インテリジェンスリストによってこれらのエンティティに

関連するアラートを生成することをサポートしています。

内部接続ウォッチリストの設定

内部エンティティ間の接続を内部接続ブラックリストに追加できます。システムがこのリストにある

エントリに関連するトラフィックを検出すると、アラートが生成されます。トラフィックを許可してアラー

トを生成しないようにエントリを設定することもできます。

すべてのエントリを含むカンマ区切り値ファイルをダウンロードできます。

内部接続ブラックリストへのエントリの追加：

手順

1. [設定 ( Settings) ]( ) > [アラート ( Alerts) ] を選択します。

2. [ウォッチリストの設定 ( ConfigureWatchlists) ]をクリックします。
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3. [内部接続ブラックリスト ( Internal ConnectionBlacklist) ]タブを選択します。

4. ウォッチリストのエントリ名を入力します。

5. 送信元 IPアドレスを入力します。

6. CIDRブロックの送信元ブロックサイズとして「32」と入力して、表示される送信元 IP アドレ

スだけをモニタするか、別の値を入力して、より大きなCIDR ブロック値をモニタします。

7. 送信元を特定のポートに制限する場合は、個別の送信元ポートまたはポート範囲を入

力します。

8. 宛先 IPアドレスを入力します。

9. CIDR ブロックの宛先ブロックサイズとして「32」と入力して、表示される宛先 IP アドレスだ

けをモニタするか、別の値を入力して、より大きなCIDR ブロック値をモニタします。

10. 宛先を特定のポートに制限する場合は、個別の宛先ポートまたはポート範囲を入力しま

す。

11. このエントリに一致する接続で観測内容やアラートが生成されないようにするには、[接続を

許可 ( Connections areAllowed) ]を選択します。

12. エントリの理由を入力します。

13. [追加 ( add) ]をクリックします。

エントリの削除：

手順

1. [設定 ( Settings) ]( ) > [アラート ( Alerts) ] を選択します。

2. [ウォッチリストの設定 ( ConfigureWatchlists) ]をクリックします。

3. [内部接続ブラックリスト ( Internal ConnectionBlacklist) ]タブを選択します。

4. 削除するエントリの横にある [削除 ( remove) ]をクリックします。

情報を含むカンマ区切りファイルのダウンロード：

手順

l ダウンロードする表の下にある [CSV]をクリックします。

外部接続ウォッチリストの設定

ドメインおよび IP ウォッチリストに外部ドメイン名または IP アドレスを追加できます。システムがこの

リストにあるエンティティに関連するトラフィックを検出すると、アラートが生成されます。
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これらのエントリが自動的に期限切れになるように設定するか、ルールを手動で期限切れにする

(これ以降、アラートが生成されなくなる)ことができます。期限切れにならないように設定すること

もできます。この場合、これらのエンティティに関連するトラフィックが検出されると常にアラートが生

成されます。ルールが期限切れになった場合は、手動で元に戻すことができます。

ドメインおよび IP ウォッチリストへのエントリの追加：

手順

1. [設定 ( Settings) ]( ) > [アラート ( Alerts) ] を選択します。

2. [ウォッチリストの設定 ( ConfigureWatchlists) ]をクリックします。

3. [IPとドメイン( IPs andDomains) ]タブを選択します。

4. ウォッチリストのエントリ名を入力します。

5. トラフィックがアラートをトリガーするリソースドメイン名または IP アドレスを入力します。

6. このエントリを無期限に機能させるには、[無期限 ( Never Expire) ]を選択します。それ以外

の場合は、将来の有効期限日を選択してください。

7. このエンティティに関連する双方向トラフィックが検出された場合にのみアラートが生成され

るようにするには、[双方向トラフィックのみ( Bidirectional traffic only) ]を選択します。

8. エントリの理由を入力します。

9. [追加 ]をクリックします。

エントリの手動による有効期限切れ：

手順

1. [設定 ( Settings) ]( ) > [アラート ( Alerts) ] を選択します。

2. [ウォッチリストの設定 ( ConfigureWatchlists) ]をクリックします。

3. [IPとドメイン( IPs andDomains) ]タブを選択します。

4. 期限切れにするエントリの横にある [期限切れ( expire) ]をクリックします。

期限切れのエントリの復元：

手順

1. [設定 ( Settings) ]( ) > [アラート ( Alerts) ] を選択します。

2. [ウォッチリストの設定 ( ConfigureWatchlists) ]をクリックします。

3. [期限切れのIPとドメイン( Expired IPs andDomains) ]タブを選択します。

4. 元に戻すエントリの横にある [削除 ( remove) ]をクリックします。
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ドメインおよび IP ウォッチリスト エントリ ファイルのアップロード

複数のウォッチリスト エントリ( 1行に1エントリずつ)を含むコンマ区切り値ファイルをアップロードで

きます。ファイルには、ドメイン名、IP アドレス、またはその両方を含めることができます。各行は次

の形式である必要があります。

<title>,<reason>,<identifier>,[is_bidirectional],[expires_on],
[threshold]

詳細については、次の各項を参照してください。

パラメータ 必須 使用可能な値

<title> はい 任意の英数字。

<reason> はい 任意の英数字。

<identifier> はい

次のいずれかです。

l 有効なドメイン名

l 有効な IPv4アドレス

[is_
bidirectional] いいえ

次のいずれかです。

l true：このエンティティに関連する双方向トラフィック

が検出された場合にのみアラートが生成されます。

l false：このエンティティに関連する単方向または双

方向トラフィックが検出された場合にアラートが生成さ

れます。

未定義の場合、デフォルトはfalse。

[expires_on] いいえ

「YYYY-MM-DDTHH:SS」形式のタイムスタンプ。

未定義の場合、このウォッチリスト エントリは期限切れになり

ません。

[threshold] いいえ

システムがアラートを生成する前にこのエンティティを検出す

る回数を表す正の整数。

未定義の場合、デフォルトは1。

ドメイン名または IP アドレスウォッチリスト エントリファイルの
アップロード：

手順

1. [設定 ( Settings) ]( ) > [アラート ( Alerts) ] を選択します。

2. [ウォッチリストの設定 ( ConfigureWatchlists) ]をクリックします。

3. [IPとドメイン( IPs andDomains) ]タブを選択します。
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4. [CSVのアップロード( UploadCSV) ]をクリックします。

5. [ファイルの選択 ( Select File) ]をクリックし、アップロードするファイルを選択します。

AWS CloudTrailイベント ウォッチリストの設定

特定のAWSアカウントに対して生成された特定のAWSCloudtrailイベントに関してアラートを生

成するようにウォッチリストを設定できます。

AWS 統合を有効にする場合は、obsrvbl_policyポリシーに

cloudtrail:LookupEvents権限が含まれていることを確認してください。シスコ

によって提供されるAWSpolicy設定にはこの権限が含まれています。

ウォッチリストのエントリを含むカンマ区切り値ファイルをダウンロードすることもできます。

AWS CloudTrailアラート ウォッチリストへのエントリの追加：

手順

1. [設定 ( Settings) ]( ) > [アラート ( Alerts) ] を選択します。

2. [AWSCloudTrailイベントウォッチリストの設定 ( ConfigureAWS CloudTrail EventWatchlist) ]
をクリックします。

3. [サードパーティウォッチリスト ( ThirdParty Watchlists) ]タブを選択します。

4. システムがモニタ対象のAWS アカウントのいずれかでCloudTrailイベントを検出した場合に

アラートを生成させるには、ドロップダウンからAWS アカウント IDを選択するか、[<Any
Account ID>] を選択します。

5. CloudTrailイベントを入力します。サポートされているイベントの詳細については、

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-user-
guide.htmlを参照してください。

6. [ウォッチの追加 ( AddWatch) ]をクリックします。

レポート情報を含むカンマ区切りファイルのダウンロード：

手順

l ダウンロードする表の下にある [CSV]をクリックします。

サードパーティウォッチリストの設定

サードパーティウォッチリストをStealthwatchCloudに追加し、信頼できるサードパーティ送信元の

ソースからの脅威インテリジェンスを使用してアラートを生成することができます。
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これらのエントリが自動的に期限切れになるように設定するか、ルールを手動で期限切れにする

(これ以降、アラートが生成されなくなる)ことができます。期限切れにならないように設定すること

もできます。この場合、これらのエンティティに関連するトラフィックが検出されると常にアラートが生

成されます。ルールが期限切れになった場合は、手動で元に戻すことができます。

サードパーティウォッチリストへのエントリの追加：

手順

1. [設定 ( Settings) ]( ) > [アラート ( Alerts) ] を選択します。

2. [ウォッチリストの設定 ( ConfigureWatchlists) ]をクリックします。

3. [サードパーティウォッチリスト ( ThirdParty Watchlists) ]タブを選択します。

4. ウォッチリストのエントリ名を入力します。

5. サードパーティウォッチリストをポストするリソースURLを入力します。

6. このエントリを無期限に機能させるには、[無期限 ( Never Expire) ]を選択します。それ以外

の場合は、将来の有効期限日を選択してください。

7. システムがアラートを生成する前に検出するウォッチリスト上のエンティティの最小数のしきい

値を入力します。この値は、1より大きくする必要があります。

8. このエンティティに関連する双方向トラフィックが検出された場合にのみアラートが生成され

るようにするには、[双方向トラフィックのみ( Bidirectional traffic only) ]を選択します。

9. エントリの理由を入力します。

10. [追加 ]をクリックします。

エントリの手動による有効期限切れ：

手順

1. [設定 ( Settings) ]( ) > [アラート ( Alerts) ] を選択します。

2. [ウォッチリストの設定 ( ConfigureWatchlists) ]をクリックします。

3. [サードパーティウォッチリスト ( ThirdParty Watchlists) ]タブを選択します。

4. 期限切れにするエントリの横にある [期限切れ( expire) ]をクリックします。

期限切れのエントリの復元：

手順

1. [設定 ( Settings) ]( ) > [アラート ( Alerts) ] を選択します。

2. [ウォッチリストの設定 ( ConfigureWatchlists) ]をクリックします。
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3. [期限切れのサードパーティウォッチリスト ( Expired ThirdParty Watchlists) ]タブを選択しま

す。

4. 元に戻すエントリの横にある [削除 ( remove) ]をクリックします。

サブネット設定
ネットワーク展開内のローカル、クラウド、およびVPNサブネットに関するアラートの生成方法を設

定できます。

サブネット アラート設定を指定しても、これらのサブネット内のエンティティに関してのみア

ラートが生成されるわけではありません。サブネットアラート設定に関係なく、センサーは

設定されたサブネットをモニタします。

ローカルサブネット アラート設定の指定

エントリを追加した後、ローカルサブネットに関して次のアラート生成設定を指定できます。

パラメータ 説明

[機密性

( Sensitivity) ]

システムが特定のアラートを生成するために必要な相対しきい値。機密性が低い

ほど、このサブネット内のエンティティに基づくアラート生成に必要なしきい値が高く

なります。

[静的

( Static) ]

エンティティに、このサブネット内の IPアドレスが静的に割り当てられているのか、

DHCPなどによって動的に割り当てられているのか。このサブネット内のエンティティ

が、静的に割り当てられた IP アドレスを受信すると、システムは、IP アドレスが常

に同じエンティティと相関すると見なします。

[新しいデバイ

スのアラート

( NewDevice
Alerts) ]

このサブネットに新しいデバイスが出現した場合に、システムがこのサブネットに関

してアラートを生成するかどうか。

このサブネットの静的 IP 割り当ても有効にする場合にのみ、このパラメータを有効

にすることをお勧めします。動的に割り当てられた IPアドレスは、既存のデバイスに

異なる IP アドレスが動的に割り当てられるたびに、システムに過剰な量の新しい

デバイスアラートを生成させる可能性があります。

ローカルサブネット アラート設定へのエントリの追加：

手順

1. [設定 ( Settings) ]( ) > [サブネット ( Subnets) ] を選択します。

2. [ローカルサブネット ( Local Subnets) ]タブを選択します。

3. [サブネットの追加 ( AddSubnet) ]をクリックします。

4. CIDRブロックのプレフィックスを IPv4アドレスとして入力します。

5. CIDR ブロック長 ( 1～ 32)を入力します。
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6. ドロップダウンリストから [エンドポイントのデフォルト機密性 ( Default Endpoint Sensitivity) ]を
選択します。

l [なし( none) ]：システムでアラートが生成されません。

l [低 ( low) ]：システムはアラートを生成するために高い相対しきい値を必要とします。

l [通常 ( normal) ]：システムはアラートを生成するために中程度のしきい値を必要とし

ます。

l [高 ( high) ]：システムはアラートを生成するために低いしきい値を必要とします。

7. エントリの説明を入力します。

8. [サブネットの追加 ( AddSubnet) ]をクリックします。

ローカルサブネット アラート設定エントリの変更：

手順

1. [設定 ( Settings) ]( ) > [サブネット ( Subnets) ] を選択します。

2. [ローカルサブネット ( Local Subnets) ]タブを選択します。

3. 既存のエントリについて、ドロップダウンリストから [機密性 ( Sensitivity) ]を選択します。

4. 次の選択肢があります。

l IP アドレスを静的に割り当てるサブネットを識別するには、[静的 ( Static) ]をオンにし

ます。

l IP アドレスを動的に割り当てるサブネットを識別するには、[静的 ( Static) ]をオフにし

ます。

5. 次の選択肢があります。

l システムがこのサブネット上の新しいデバイスを検出したときに新しいデバイスのアラー

トを受信するには、[新しいデバイスのアラート ( NewDeviceAlerts) ]をオンにします。

l システムがこのサブネット上の新しいデバイスを検出したときに新しいデバイスのアラー

トを抑制するには、[新しいデバイスのアラート ( NewDeviceAlerts) ]をオフにします。

ローカルサブネット設定ファイルのアップロード

複数のローカルサブネット エントリ( 1行に1エントリずつ)を含むコンマ区切り値ファイルをアップ

ロードできます。各行は次の形式である必要があります。

<cidr-prefix>,<cidr-length>,<description>,[sensitivity],
[static-ip-assign],[new-device-alerts]

詳細については、次の各項を参照してください。

パラメータ 必須 使用可能な値

<cidr-prefix> IPv4アドレス。
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<cidr-length> はい 1～ 32の整数。

<description> はい 任意の英数字。

[sensitivity] いいえ

次のいずれかです。

l [なし( none) ]：システムでアラートが生成されません。

l [低 ( low) ]：システムはアラートを生成するために高い相

対しきい値を必要とします。

l [通常 ( normal) ]：システムはアラートを生成するために

中程度のしきい値を必要とします。

l [高 ( high) ]：システムはアラートを生成するために低いし

きい値を必要とします。

[static-ip-
assign] いいえ

次のいずれかです。

l [真 ( true) ]：サブネット内のエンティティは静的に割り当

てられた IP アドレスを受け取ります。

l [偽 ( false) ]：サブネット内のエンティティは動的に割り当

てられた IP アドレスを受け取ります。

[new-device-
alerts] いいえ

次のいずれかです。

l [真 ( true) ]：システムはサブネット内で検出された新しい

デバイスに関してアラートを生成します。

l [偽 ( false) ]：システムはサブネット内で検出された新し

いデバイスに関してアラートを抑制します。

[static-ip-assign] も [真 ( true) ] に設定する場合にのみ、こ

のパラメータを [真 ( true) ]に設定することをお勧めします。動

的に割り当てられた IPアドレスは、既存のデバイスに異なる

IP アドレスが動的に割り当てられるたびに、システムに過剰な

量の新しいデバイスアラートを生成させる可能性がありま

す。

サブネット アラート設定ファイルのアップロード：

手順

1. [設定 ( Settings) ]( ) > [サブネット ( Subnets) ] を選択します。

2. [ローカルサブネット ( Local Subnets) ]タブを選択します。

3. [CSVのアップロード( UploadCSV) ]をクリックします。

4. [ファイルの選択 ( Select File) ]をクリックし、アップロードするファイルを選択します。
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仮想クラウド サブネット設定の変更

提供されているデフォルトのポリシー設定を使用してAWS用にPCMを設定すると、

StealthwatchCloudWebUIでは、EC2アクセス権限を介してAWS サブネット情報が取得されま

す。これらのサブネットを表示したり、機密性を更新したり、サブネットで新しいデバイスが検出さ

れたときにシステムがアラートを生成するかどうかを設定することができます。

仮想クラウド サブネット アラート設定エントリの変更：

手順

1. [設定 ( Settings) ]( ) > [サブネット ( Subnets) ] を選択します。

2. [仮想クラウドサブネット ( Virtual CloudSubnets) ]タブを選択します。

3. 既存のエントリについて、ドロップダウンリストから [機密性 ( Sensitivity) ]を選択します。

4. 次の選択肢があります。

l システムがこのサブネット上の新しいデバイスを検出したときに新しいデバイスのアラー

トを受信するには、[新しいデバイスのアラート ( NewDeviceAlerts) ]を選択します。

l システムがこのサブネット上の新しいデバイスを検出したときに新しいデバイスのアラー

トを受信するには、[新しいデバイスのアラート ( NewDeviceAlerts) ]を選択します。

VPNサブネット アラート設定の指定

VPN サブネットは、管理対象ネットワークの拡張と見なされる外部 IP アドレススペースを識別し

ます。システムがアラートを生成する対象となるVPN サブネットを追加できます。ローカルサブネッ

ト アラート設定とは対照的に、機密性や IP アドレス割り当て、またはサブネットに関して新しいデ

バイスが検出されたときにアラートが生成されるかどうかを変更することはできません。

VPN サブネット アラート設定へのエントリの追加：

手順

1. [設定 ( Settings) ]( ) > [サブネット ( Subnets) ] を選択します。

2. [VPNサブネット ( VPN Subnets) ]タブを選択します。

3. [VPNサブネットの追加 ( AddVPN Subnet) ]をクリックします。

4. CIDRブロックのプレフィックスを IPv4アドレスとして入力します。

5. CIDR ブロック長 ( 1～ 32)を入力します。

6. エントリの説明を入力します。

7. [サブネットの追加 ( AddSubnet) ]をクリックします。

VPNサブネット アラート設定エントリの変更：

手順
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1. [設定 ( Settings) ]( ) > [サブネット ( Subnets) ] を選択します。

2. [VPNサブネット ( VPN Subnets) ]タブを選択します。

3. 編集アイコン( )をクリックします。

4. プレフィックス、長さ、または説明を更新します。

5. [更新 ( Update) ]をクリックします。

ユーザおよびサイト管理
[サイトの管理 ( SiteManagement) ]設定により、サイト管理者は次を実行できます。

l ユーザに招待電子メールを送信する

l ユーザアカウントの権限を更新する

l セッションタイムアウトを設定する

ユーザの管理

ユーザは、[サイトの管理 ( SiteManagement) ]ページから招待された後にStealthwatchCloud
WebUIでアカウントを作成します。

ユーザがアカウントを作成した後に、サイト管理者ロール権限を持つユーザは、ユーザアカウントの

次の点を更新できます。

l アクティブか無効か

l 電子メールアドレス

l ロールメンバーシップ

ユーザアカウントは、次の3つのロールのいずれかを持つことができます。

l [読み取り専用ユーザ( Read-only User) ]：このユーザには、[サイトの管理 ( Site
Management) ]ページを除くすべての情報の表示権限があります。

l [標準ユーザ( Normal User) ]：このユーザには、[サイトの管理 ( SiteManagement) ]ページを

除くすべての情報の読み取り/書き込み権限があります。ユーザアカウントは、デフォルトで

は、このロールメンバーシップを持ちます。

l [サイト管理者 ( Site Manager) ]：このユーザには、すべての機能に対する読み取り/書き込

み権限があります。

招待電子メールの送信：

はじめる前に

l サイト管理者権限を持つユーザとしてログインします。
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手順

1. [設定 ( Settings) ]( )を選択します。

2. [サイト管理 ( SiteManagement) ]タブを選択します。

3. [ユーザの管理 ( ManageUsers) ]をクリックします。

4. 電子メールアドレスを入力します。

5. [招待の送信 ( Send Invite) ]をクリックします。

ユーザアカウントの修正：

はじめる前に

l サイト管理者権限を持つユーザとしてログインします。

手順

1. [設定 ( Settings) ]( )を選択します。

2. [サイト管理 ( SiteManagement) ]タブを選択します。

3. [ユーザの管理 ( ManageUsers) ]をクリックします。

4. ユーザアカウントを無効にする場合は、[アクティブ( Active) ]チェックボックスをオフにします。

5. 電子メールアドレスを更新します。

6. 次の選択肢があります。

ユーザをサイト管理者ロールに追加するには、[サイト管理者 ( SiteManager) ]を選択しま

す。

ユーザを読み取り専用ユーザロールに追加するには、[読み取り専用ユーザ( Read-only
User) ]を選択します。

ユーザを標準ユーザロールに追加するには、[サイト管理者 ( SiteManager) ] と [読み取り専

用ユーザ( Read-only User) ]をオフにします。

7. [保存 ( Save) ]をクリックします。

セッションタイムアウトの設定

セッションタイムアウトにより、ユーザセッションがログアウトされる前に非アクティブのままでログイン

状態を維持できる時間を制御できます。最大 20160分のセッションタイムアウトを設定できま

す。

セッションタイムアウトの設定：

はじめる前に
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l サイト管理者権限を持つユーザとしてログインします。

手順

1. [設定 ( Settings) ]( )を選択します。

2. [サイトの管理 ( SiteManagement) ]タブを選択します。

3. [セキュリティ( Security) ]をクリックします。

4. セッションタイムアウトを分単位で入力します。

5. [保存 ( Save) ]をクリックします。
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Webポータルの使用
ここでは、StealthwatchCloudWebポータルを使用して次のことを行う方法について説明します。

l ダッシュボードからネットワークの全体的な健全性を確認する

l オープンアラートとそれの裏付けとなる観測内容やその他の状況を確認して、ネットワーク

動作が悪意のあるものかどうかを判断する

l モデルを確認して、エンティティ、ネットワーク、およびその他の関連動作の履歴パターンを

経時的に検出する

l [ヘルプ( Help) ]メニューでレポートを確認して、システムによってモニタされているトラフィック

の幅と深さを把握する

ダッシュボードの概要
[ダッシュボード( Dashboard) ]メニューオプションは、ネットワークの概要を表示するためのさまざま

な方法を提供します。

l ダッシュボードには、アラート、ネットワーク上のエンティティ、およびトラフィック統計情報のサ

マリーが表示されます。

l ネットワークオペレーションセンターには、ネットワークトラフィックとネットワーク接続がグラフィ

カルに表示されます。

l AWS 可視化機能により、AWS関連のスパイダーグラフが、AWS リソース、セキュリティグ

ループ、および IAM権限を節点として表示されます。

アラートの概要
[アラート ( Alerts) ]メニューオプションにより、システムによって生成されたオープンアラート、クローズ

アラート、およびスヌーズアラートが提供されます。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それらのアラートを生

成します。

l パブリッククラウド モニタリング( PCM)用に設定されているさまざまなタイプのクラウド展開

l オンプレミスネットワークのプライベート ネットワークモニタリング( PNM) (設定されている場

合 )
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 モニタ対象のサブネットの機密性

l アラート タイプの優先順位

l IP スキャナのルール

l 設定されているウォッチリスト、地理位置情報、およびその他の脅威インテリジェンス
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生成されたすべてのアラートのサマリーを表示できます。サマリーから、アラートの詳細を表示し

て、そのアラートに関する詳細なコンテキストを収集し、ワークフローを使用してその進捗状況を追

跡することができます。

アラートの詳細

アラートの詳細ページには、サマリー情報や関連する観測内容を含め、アラートに関する詳細な

情報が表示されます。

アラート詳細ページでは、アラートを調査するときにワークフローを使用してステータスを更新する

こともできます。コメントをアラートの記録として残すこともできます。

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) ]であり、ユーザは割り当てられません。ア

ラートのサマリーを表示すると、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。

アラートのサマリーを確認する際は、初期トリアージとして、アラートにステータスを割り当て、タグ

付けし、更新することができます。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、さまざまなタグや割り当て対象を関連付けたり

することができます。

アラートのステータスは [スヌーズ( Snoozed) ]に設定できます。この場合、そのアラートは

スヌーズ期間が経過するまでオープンアラートのリストに表示されません。アラートから

[スヌーズ( Snoozed) ]ステータスを削除して、再びオープンアラートとして表示されるよう

にすることもできます。

アラートを確認する際は、それらのアラートをそのユーザ自身またはシステム内の別のユーザに割

り当てることができます。ユーザは、自分のユーザ名に割り当てられているすべてのアラートを検索

できます。

アラートのサマリーから、アラートの詳細ページを表示できます。このページでは、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するエンティ

ティに関する追加の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。StealthwatchCloudWebポータルUI 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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アラートの次の手順

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。

StealthwatchCloud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：

特に複数の調査が必要な場合は、オープンアラートのトリアージを行います。次の質問に答えて

ください。

l このアラート タイプを優先度の高いものとして設定しましたか。

l 影響を受けるサブネットに高い機密性を設定しましたか。

l この異常な動作はネットワーク上の新しいエンティティによるものですか。

l エンティティの通常のロールは何ですか。また、このアラートの動作はそのロールにどのように

適合しますか。

l これは、このエンティティの通常の動作からの例外的な逸脱ですか。

l ユーザが関与している場合、これはユーザの予想される動作ですか、それとも例外的な動

作ですか。

l 保護されたデータや機密データが侵害を受けるリスクがありますか。

l この動作の継続を許可すると、ネットワークへの影響はどの程度深刻になりますか。

l 外部エンティティとの通信がある場合、それらのエンティティは過去にネットワーク上の他のエ

ンティティとの接続を確立しましたか。

これが優先度の高いアラートである場合は、調査を進める前に、インターネットからエンティティを

隔離するか、隔離しないときは接続を閉じることを検討してください。

詳細な調査のためのアラートの更新：

アラートの詳細情報を確認します。初期トリアージに基づいて、次の作業を行います。

l アラートを割り当てて、ユーザが調査を開始できるようにします。

l アラートにタグを追加して、将来の識別のためにアラートをより適切に分類したり、アラート

の長期的なパターンの国定を試みることができます。

l 必要に応じて最初の調査結果を追跡するためのコメントを残し、アラートに割り当てられた

担当者を支援します。

アラートの確認と調査の開始：
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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、StealthwatchCloudが
アラートを生成した理由を把握してください。

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またはUmbrella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。

l 調査結果に関するコメントを残します。

エンティティとユーザの調査：

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
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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。

l 調査結果に関するコメントを残します。

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。

l 修正に関するコメントを残します。

Stealthwatch Cloud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StealthwatchCloudの設定を

更新します。

l 外部エンティティが悪意のある動作を引き起こした場合は、それらをウォッチリストに追加し

ます。詳細については、「ウォッチリスト設定」を参照してください。

l ある国の複数のエンティティによって悪意のある動作が引き起こされた場合は、その国を国

のブラックリストに追加します。詳細については、「国のブラックリストの設定」を参照してくだ

さい。

l 必要に応じて、追加のサブネットをモニタするようにセンサー設定を更新します。詳細につい

ては、「センサーのモニタリング設定の指定」を参照してください。

l 特定のサブネットがターゲットになっている場合は、サブネットの機密性を更新します。詳細

については、「サブネット設定」を参照してください。

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。詳細

については、「アラートの優先順位の更新」を参照してください。
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アラートの更新とアラート ステータスのクローズへの変更：

最後のコメントでアラートを更新し、そのステータスをクローズにします。

l 調査結果に基づいてタグを追加します。

l 調査結果と実行された修正手順を説明する最終コメントを追加します。

l アラートのステータスをクローズにして、役立つものかどうかが分かるようにマークします。

観測内容の概要
システムがトラフィックを検査すると、ネットワーク上のエンティティについての観察内容 (事実 )がロ

グに記録されます。これらの観測内容は、[観測内容 ( Observations) ]メニューオプションから確

認できます。選択したハイライト観測内容や、タイプ別またはソース別の観測内容を表示できま

す。

ドリルダウンして、そのタイプのすべての観測内容を表示できます。ドリルダウンすると、このページに

新しいタブが開き、それらの観測内容が表示されます。別の観察内容タイプを選択してドリルダ

ウンすると、その新しいタブがそれらの観察内容で更新されます。

モデルの概要
[モデル( Models) ]メニューオプションにより、モニタ対象エンティティ、トラフィック、およびユーザに関

連するさまざまなグラフと表が表示されます。

エンドポイント モデル

[エンドポイントモデル( Endpoints model) ]には、StealthwatchCloudによってモニタされるエンティ

ティに関する履歴情報が含まれます。[エンドポイントモデル( Endpoints model) ]には次のものが表

示されます。

エンドポイントのグラフ

[エンドポイントグラフ( Endpoints Graph) ]には、過去 30日間のモニタ対象のエンティティの数が表

示されます。特定の日に関する詳細情報を表示できます。

エンドポイントの概要

[エンドポイント概要 ( Endpoints Overview) ]には、特定の日にStealthwatchCloudによってモニタ

された各エンティティに関する詳細情報 (そのエンティティの可能なロールなど)が表示されます。

エンドポイントのロール

[エンドポイントロール( Endpoint Roles) ]には、その日の特定のロールに適合するエンティティについ

て、その数のモザイクプロットが表示されます。

トラフィックモデル

[トラフィックモデル( Traffic Model) ]には、システムがモニタしたトラフィックに関する詳細情報が含ま

れます。デフォルトでは、過去 24時間の情報が表示されます。表示される情報の期間を変更で
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きます。

トラフィックの概要

[トラフィックの概要 ( Traffic Overview) ]には、送信されたトラフィックの全般概要と、そのトラフィック

の送信元に関する情報が表示されます。

最上位 IP
[最上位 IP( Top IPs) ]表には、最も多くのトラフィックを送信した内部および外部 IPアドレスに関

する情報が表示されます。

最上位ポート

[最上位ポート ( TopPorts) ]表には、エンティティがトラフィックを送信するにあたって最も多くのトラ

フィックが経由した内部および外部ポートに関する情報が表示されます。

セッショントラフィックモデル

[セッショントラフィックモデル( SessionTraffic Model) ]には、システムがモニタした特定のセッショント

ラフィックに関する詳細情報が含まれます。デフォルトでは、過去 24時間の情報が表示されま

す。表示される情報の期間や表示されるセッションの基準を変更できます。

トラフィック

トラフィックの表には、フィルタ条件に一致するセッションに関する情報が表示されます。

集約トラフィック

[集約トラフィック( Aggregate Traffic) ]表には、フィルタ条件に一致するセッションに関する情報が、

関連セッションを 1行の項目に集約して表示されます。

トラフィックチャート

[トラフィックチャート ( Traffic Chart) ]には、過去 48時間の一致するセッションで送信されたデータ

を表す棒グラフが表示されます。

拒否

[拒否 ( Rejects) ]表には、基準に一致したものの適合性を理由に拒否されたセッションに関する

情報が表示されます。

接続グラフ

[接続グラフ( ConnectionGraph) ]には、スパイダーグラフが、エンティティを節点とし、エンティティ間

に確立された接続を辺として表示されます。

ロールモデル

[ロールモデル( Roles model) ]には、ロールに一致するエンティティに関する情報が含まれます。

[ロールモデル( Roles model) ]には次のものが表示されます。

アクティブロール

[アクティブロール( ActiveRoles) ]リストには、選択した期間に1つ以上の一致するエンティティを持

つ各ロールが表示されます。

選択されたロール
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[選択されたロール( SelectedRoles) ]リストには、一致するエンティティを表示するために選択した

ロールが表示されます。

一致するソース

[一致するソース( MatchingSources) ]リストには、選択されたロールのリストと一致するすべてのエ

ンティティが表示されます。

外部サービスモデル

[トラフィックモデル( Traffic Model) ]には、選択された外部サービス(ファイルストレージアプリケー

ション、リモート アクセスアプリケーション、ソーシャルメディアサイトなど)に関するセッション情報が

含まれます。

ユーザアクティビティモデル

[ユーザアクティビティモデル( User Activity model) ]には、システムを使用したユーザに関する情報

(ユーザに関連付けられている観測内容など)が含まれます。

ヘルプメニュー
ヘルプメニューには、StealthwatchCloudの使用方法、他のドキュメント リソースへのアクセス、お

よびエンティティとスループットに関するレポート (展開がモニタするトラフィックの量を把握するために

役立つ)が含まれています。

月次フローレポート

PCMを使用してクラウドベース展開をモニタしている場合は、[月次フローレポート ( Monthly Flows
Report) ]ページに、StealthwatchCloudによってモニタされる 1日あたりの有効フローの数が含まれ

ます。デフォルトでは、過去 30日間のEFモニタリングが表示されます。フィルタを変更して、異な

る時間範囲を表示することができます。PNM請求は1ヵ月あたりの有効メガフロー( EMF) (つま

り、約 100万の有効フロー)に基づいているため、これにより、使用状況を確認できます。

計測レポート

PNMを使用してオンプレミス展開をモニタしている場合は、[計測レポート ( MeteringReport) ]ペー

ジに、StealthwatchCloudによってモニタされる 1秒あたりの平均フローが含まれます。グラフには過

去の暦月のFPSモニタリングが表示されます。PNM請求は1ヵ月あたりの平均 FPSに基づいて

いるため、これにより、使用状況を確認できます。

サブネット レポート

[サブネットレポート ( Subnet Report) ]ページには、トラフィックを送信したものとしてシステムが検出

したサブネットが含まれます。このレポートには、すべてのサブネットの概要と、サブネット間で送信

されたトラフィックを表示する表が含まれます。デフォルトでは、レポートには過去 24時間分のトラ

フィックが表示されます。システムに表示されるサブネットのタイムスタンプと、それらのサブネットに

関連する情報を変更できます。レポートからの情報を含むカンマ区切りファイルをダウンロードする

こともできます。
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変更履歴

リビジョン 改訂日 説明

1.0 2018年 8月 7日 最初のバージョン

1.1 2018年 11月 26日 センサーフローコレクションを更新
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