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はじめに
 

概要

このドキュメントには、StealthWatch Management Console( SMC)を使用する際に表示されることが
あるセキュリティ イベントとアラーム カテゴリを説明する一覧が示されています。

対象読者

このドキュメントは、SMC を使用してネットワークを管理、保護するネットワーク管理者とセキュリティ
担当者を対象としています。

関連情報

この情報は、SMC クライアント  オンライン ヘルプの次のトピックにも収録されています。

 l セキュリティ イベント一覧

 l アラーム カテゴリについて

略語

この項では、次の用語と略語が使用されます。

略語 用語

ASA Adaptive Security Appliance

CI Concern Index

DNS ドメイン ネーム システム(サービスまたはサーバ)

DoS サービス妨害( DoS)

dvPort 分散仮想ポート

ESX エンタープライズ サーバ X

FSI ファイル共有インデックス

FTP File Transfer Protocol

はじめに
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略語 用語

ICMP Internet Control Message Protocol; インターネット制御メッセージ プロトコル

IDS 侵入検知システム

IP  インターネット  プロトコル

IRC インターネット  リレー チャット

ISE Identity Services Engine

MAC Media Access Control; メディア アクセス コントロール

NAT ネットワーク アドレス変換

NTP ネットワーク タイム プロトコル

OS オペレーティング システム( Operating System)

OVF オープン仮想化フォーマット

RAID Redundant Array of Independent Discs

SMC Stealthwatch 管理コンソール

SNMP 簡易ネットワーク管理プロトコル

TCP 伝送制御プロトコル

TI ターゲット  インデックス

UDP ユーザ データグラム プロトコル

VDS 仮想ネットワーク分散スイッチ

VE バーチャル エディション

VLAN 仮想ローカル エリア ネットワーク

VM 仮想マシン

VPN バーチャル プライベート  ネットワーク

はじめに
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セキュリティ イベント一覧
セキュリティ イベントは、アラームにインデックス ポイントを割り当てるメカニズムです。セキュリティ イベン
トを無効にすると、そのイベントに関連付けられているアラームに対してインデックス ポイントが累積さ
れなくなります。

セキュリティ イベントは、特定のアラーム カテゴリにインデックス ポイントを加算します。アラーム カテゴリ
とセキュリティ イベントはいずれも、ポリシーで適用されている設定に基づいてアラームをトリガーできま
す。詳細については、SMC クライアント  インターフェイス オンライン ヘルプの「Add/Edit Role Policy」を
参照してください。

セキュリティ イベントは、特定のサービスおよびホスト  グループ レベルで無効にできます。SMC クライア
ント  インターフェイス オンライン ヘルプの「Host Group Properties」を参照してください。

注：現在、セキュリティ イベント情報の更新および拡張作業が進行中です。新しいフォー
マットには、イベントの説明、イベントがトリガーされる場合の状況、詳しい調査のために実
行する必要がある手順などの情報が( 複数の表に) 含まれています。この移行作業中、こ
のトピックで説明するセキュリティ イベントの一部は、追加情報が加えられ、新しいフォーマッ
トに変換されるまでは、元のフォーマットで記載されます。

セキュリティ イベントについては以下の情報を参照してください。

** Stealthwatch Flow Collector for NetFlow を Stealthwatch Flow Sensor と組み合わせて使用する
場合、次のセキュリティ イベントだけがサポートされます。

Addr_Scan/tcp

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

セキュリティイベント一覧
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これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントはどのような動作に
よって引き起こされますか。

StealthWatch System は、何者かが TCP 
を使用してネットワークをスキャンしている
可能性を示すアクティビティを検出すると、
それをスキャンイベントとして記録します。
多数のホストに影響を及ぼす十分な数の
スキャン イベントが検出されると、SMC は
セキュリティ イベントを開始します。

 
「スキャン イベント」の例としては、不正な 
TCP フラグのさまざまな組み合わせ、SYN 
を送信しながら後続の SYN- ACK に応
答しないなど、さまざまな兆候が挙げられ
ます。

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

ホストが、特定のサービスを実行して利用
する可能性のあるホストの検出を試みて
います。

次に実行すべきステップは何で
すか。

ホストがスキャンしていた内容を判断しま
す。この調査は幅広い範囲で開始してか
ら絞り込みます。

[最上位ポート ( Top Ports) ](発信)レポー
トを実行して開始します。イベントの期間
と、送信元  IP となるクライアント  ホストを
設定します。リストされている送信先  IP 
範囲に関係なく任意の種類のホストをス
キャンできるため、内部ホスト、外部ホス
ト、またはその両方で検索が必要かどうか
を判断できます。次に、 [フィルタ( Filter) ] 
ダイアログの [ホスト ( Host) ] タブで、適切
なサーバ フィルタを設定し、 [詳細
( Advanced) ] タブで [返されるレコードの
順序( Order the records returned by) ] に 
[フロー( Flows) ]  を設定します。

結果が返されたら、ピア別に並べ替えると
便利です。最初はリストの上部をフローま
たはピア別に並び替えて、所属先を持た
ない、あるいは異常に高い数値を示す突
出したポートを検出します。 IP アドレスを

セキュリティイベント一覧
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このイベントに関する質問 応答

右クリックしてフローにピボットすることで、さ
まざまな IP アドレスを表示したり、特定の
ホスト  グループが主要なターゲットとなって
いるかどうかを判断したりします。また、右
クリックして [最上位ピア( Top Peers) ] レ
ポートにピボットすることで、トラフィックが
ターゲット全体に均等に行き渡っているか
どうかを判断できます。スキャンに対応す
るホストの割合に着目することも可能で
す。この時点でホストをスキャンしたユーザ
とスキャンされたポートを判断できるように
する必要があります。

非標準のフロー データが必要で
すか。

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)

場合によっては、FlowSensor やファイア
ウォールから送信されたフラグによってのみ
記録されるスキャンもあります  (これはイベ
ントの詳細情報に示されます) 。特に注
記がない限り、イベントのスキャンには特
定のデータは不要です。

注記 該当なし

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このセキュリティ イベントがトリ
ガーされるために必要なポリシー
設定は何ですか。

送信元ホストでイベントを有効にする必
要があります。

デフォルトでこのイベントがオンで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト
( Outside Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client 
IP) ] ポリシー

デフォルトでこのイベントがオフで
あるポリシーはどれですか。

[ウイルス対策および SMS サーバ
( Antivirus & SMS Servers) ]、 [ファイア
ウォール、プロキシ、および NAT デバイス
( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]、
[ネットワーク管理およびスキャナ( Network 
Management & Scanners) ]

デフォルトでこのアラームがオンで
あるポリシーはどれですか。

なし

セキュリティイベント一覧
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イベントに関する質問 応答

デフォルトでこのアラームがオフで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト
( Outside Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client 
IP) ] ポリシー、 [ウイルス対策および SMS 
サーバ( Antivirus & SMS Servers) ]、 [ファ
イアウォール、プロキシ、および NAT デバ
イス( Firewalls, Proxies, & NAT 
Devices) ]、 [ネットワーク管理およびスキャ
ナ( Network Management & Scanners) ]

このイベントは調整可能です
か。

なし

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##276-variance-threshold-other-
based##

既定値と単位は何ですか。  

許容値 該当なし

最小しきい値 該当なし

最大しきい値 該当なし

バリアンス ベースではないパラ
メータを使用してイベントを調整
できますか。

該当なし

該当する場合、調整可能な
属性と単位は何ですか。

該当なし

通常のポリシー エディタを使用せ
ずにイベントを調整できますか。

○

該当する場合、調整可能な
値の代替ロケーションは何です
か。

disable_stealth_ probe lc_ threshold.txt 
の値を使用して、ステルススキャン検出の
一定の事例を無効にできます。

イベントにデフォルトの緩和策が
設定されていますか。

なし

該当する場合、それは何です
か。

該当なし

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

セキュリティイベント一覧
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イベントに関する質問 応答

イベントの送信元は何ですか。 スキャンと見なされるアクティビティを実行
するホスト

ターゲットは何ですか。 送信元ホストによってスキャンされているホ
スト

イベントのトリガーを引き起こす
ポリシーはどれですか。

送信元ホスト

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##276-category-contribution-source##

数量はどの程度ですか。 ##276-source-quantity##

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##276-category-contribution-target##

数量はどの程度ですか。 ##276-target-quantity##

 

StealthWatch システム ユーザ インターフェイスでは、このイベントに関してどのような情報が
利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

アラームの詳細にはどのような情
報が表示されますか。

Web アプリケーション インターフェイス：詳
細情報の表示

SMC クライアント  インターフェイス：N/A

アラームの詳細をクリックすると何
が表示されますか。

Web アプリケーション インターフェイ
ス：addr_scan_tcp を示すセキュリティ イベ
ント詳細ページが表示されます。

SMC クライアント  インターフェイス：N/A

関連フローについてどのような情
報が表示されますか。

Web アプリケーション インターフェイス：N/A
関連フローは、 [直近  5 分間( Time 
period of last five minutes) ] でフィルタ処
理されたフロー テーブルを表示します。

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

セキュリティイベント一覧
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イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##276-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##276-syslog-type##詳細については、
「Alarm Fields and Rule Types」の「Host 
Alarm」列を参照してください。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##276-SNMP-type##詳細については、
「SNMP Alarm Fields」の「Host Alarm」列
を参照してください。

 

Addr_Scan/udp

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントはどのような動作に
よって引き起こされますか。

StealthWatch System は、何者かが UDP を使用して
ネットワークをスキャンしている可能性を示すアクティビ
ティを検出すると、それをスキャンイベントとして記録し
ます。多数のホストに影響を及ぼす十分な数のスキャ
ン イベントが検出されると、SMC はセキュリティ イベント
を開始します。

 
「スキャン イベント」の例としては、さまざまなタイプの 
ICMP 拒否によって応答される UDP パケットの送信
や、ファイアウォール フロー拒否メッセージなどのさまざま

セキュリティイベント一覧
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このイベントに関する質問 応答

な兆候が挙げられます。

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

ホストが、特定のサービスを実行して利用する可能性
のあるホストの検出を試みています。

次に実行すべきステップは何で
すか。

ホストがスキャンしていた内容を判断します。この調査
は幅広い範囲で開始してから絞り込みます。

[最上位ポート ( Top Ports) ](発信)レポートを実行し
て開始します。イベントの期間と、送信元  IP となるクラ
イアント  ホストを設定します。リストされている送信先  
IP 範囲に関係なく任意の種類のホストをスキャンでき
るため、内部ホスト、外部ホスト、またはその両方で検
索が必要かどうかを判断できます。次に、 [フィルタ
( Filter) ] ダイアログの [ホスト ( Host) ] タブで、適切な
サーバ フィルタを設定し、 [詳細( Advanced) ] タブで [返
されるレコードの順序( Order the records returned by) ] 
に [フロー( Flows) ]  を設定します。

結果が返されたら、ピア別に並べ替えると便利です。
最初はリストの上部をフローまたはピア別に並び替え
て、所属先を持たない、あるいは異常に高い数値を
示す突出したポートを検出します。 IP アドレスを右ク
リックしてフローにピボットすることで、さまざまな IP アドレ
スを表示したり、特定のホスト  グループが主要なター
ゲットとなっているかどうかを判断したりします。また、右
クリックして [最上位ピア( Top Peers) ] レポートにピボッ
トすることで、トラフィックがターゲット全体に均等に行き
渡っているかどうかを判断できます。スキャンに対応す
るホストの割合に着目することも可能です。この時点で
ホストをスキャンしたユーザとスキャンされたポートを判
断できるようにする必要があります。

非標準のフロー データが必要で
すか。

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)

場合によっては、FlowSensor やファイアウォールから送
信されたフラグによってのみ記録されるスキャンもありま
す  (これはイベントの詳細情報に示されます) 。特に注
記がない限り、イベントのスキャンには特定のデータは
不要です。

注記 該当なし

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。
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イベントに関する質問 応答

このセキュリティ イベントがトリ
ガーされるために必要なポリシー
設定は何ですか。

送信元ホストでイベントを有効にする必要があります。

デフォルトでこのイベントがオンで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client IP) ] ポリシー

デフォルトでこのイベントがオフで
あるポリシーはどれですか。

[ウイルス対策および SMS サーバ( Antivirus & SMS 
Servers) ]、 [DHCP サーバ( DHCP Server) ]、 [ファイア
ウォール、プロキシ、および NAT デバイス( Firewalls, 
Proxies, & NAT Devices) ]、 [ネットワーク管理およびス
キャナ( Network Management & Scanners) ]

デフォルトでこのアラームがオンで
あるポリシーはどれですか。

なし

デフォルトでこのアラームがオフで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client IP) ] ポリシー、 [ウイル
ス対策および SMS サーバ( Antivirus & SMS 
Servers) ]、 [DHCP サーバ( DHCP Server) ]、 [ファイア
ウォール、プロキシ、および NAT デバイス( Firewalls, 
Proxies, & NAT Devices) ]、 [ネットワーク管理およびス
キャナ( Network Management & Scanners) ]

このイベントは調整可能です
か。

なし

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##286-variance-threshold-other-based##

既定値と単位は何ですか。 該当なし

許容値 該当なし

最小しきい値 該当なし

最大しきい値 該当なし

バリアンス ベースではないパラ
メータを使用してイベントを調整
できますか。

該当なし

該当する場合、調整可能な
属性と単位は何ですか。

該当なし

通常のポリシー エディタを使用せ
ずにイベントを調整できますか。

○

セキュリティイベント一覧
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イベントに関する質問 応答

該当する場合、調整可能な
値の代替ロケーションは何です
か。

disable_stealth_ probe lc_ threshold.txt の値を使用し
て、ステルススキャン検出の一定の事例を無効にでき
ます。

イベントにデフォルトの緩和策が
設定されていますか。

該当なし

該当する場合、それは何です
か。

該当なし

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

イベントの送信元は何ですか。 スキャンと見なされるアクティビティを実行するホスト

ターゲットは何ですか。 送信元ホストによってスキャンされているホスト

イベントのトリガーを引き起こす
ポリシーはどれですか。

送信元ホスト

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##286-category-contribution-source##

数量はどの程度ですか。 ##286-source-quantity##

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##286-category-contribution-target##

数量はどの程度ですか。 ##286-target-quantity##

 

StealthWatch システム ユーザ インターフェイスでは、このイベントに関してどのような情報が
利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

アラームの詳細にはどのような情
報が表示されますか。

Web アプリケーション インターフェイス：詳細情報の表
示

SMC クライアント  インターフェイス：N/A

アラームの詳細をクリックすると何 Web アプリケーション インターフェイス：addr_scan_udp 

セキュリティイベント一覧
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イベントに関する質問 応答

が表示されますか。 を示すセキュリティ イベント詳細ページが表示されま
す。

SMC クライアント  インターフェイス：N/A

関連フローについてどのような情
報が表示されますか。

Web アプリケーション インターフェイス：N/A
関連フローは、 [直近  5 分間( Time period of last five 
minutes) ] でフィルタ処理されたフロー テーブルを表示
します。

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##286-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##286-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##286-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Bad_Flag_ACK**

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

これはどのようなセキュリティ イベントですか。
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このイベントに関する質問 応答

このイベントはどのような動作に
よって引き起こされますか。

パケットに TCP 確認フラグが含まれておらず、リセットま
たは同期以外のフラグが含まれている場合は、送信元
ホストでセキュリティイベントがトリガーされます。

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

TCP パケットに無効なフラグが設定されていることは、
通常はあり得ません。そのような事例が見つかった場
合は、パケットの送信先マシンに関する情報収集を目
的として意図的に行われている可能性があります。と
いうのも、システム設定が異なれば、異なる組み合わ
せの異常フラグに対して異なる応答が行われる可能
性があるからです。

次に実行すべきステップは何で
すか。

このイベントのソースが内部ホストである場合、これ以
外の偵察活動の兆候を探す価値があります。たとえ
ば、ホストは不正なフラグの組み合わせを複数のホスト
に送信していないでしょうか。同じポートで多数のホス
トをスキャンしていないでしょうか。1 つのホスト上で多
数のポートをスキャンしていないでしょうか。内部ホスト
による偵察があれば、それは望ましくないアクティビティ
や侵害の兆候として捉えることができます。

非標準のフロー データが必要で
すか。

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)

Flow Collector NetFlow エディションでは、FlowSensor 
が必要です。Flow Collector sFlow では、必要な追加
コンポーネントは特にありません。

注記 該当なし

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このセキュリティ イベントがトリ
ガーされるために必要なポリシー
設定は何ですか。

送信元ホストでセキュリティ イベント  Bad_Flag_ACK を
有効にします。

デフォルトでこのイベントがオンで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client IP) ] ポリシー

デフォルトでこのイベントがオフで
あるポリシーはどれですか。

[ウイルス対策および SMS サーバ( Antivirus & SMS 
Servers) ]、 [ファイアウォール、プロキシ、および NAT デ
バイス( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]、 [ネット
ワーク管理およびスキャナ( Network Management & 
Scanners) ]

セキュリティイベント一覧

© 2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

13



イベントに関する質問 応答

デフォルトでこのアラームがオンで
あるポリシーはどれですか。

なし

デフォルトでこのアラームがオフで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client IP) ] ポリシー、 [ウイル
ス対策および SMS サーバ( Antivirus & SMS 
Servers) ]、 [ファイアウォール、プロキシ、および NAT デ
バイス( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]、 [ネット
ワーク管理およびスキャナ( Network Management & 
Scanners) ]

このイベントは調整可能です
か。

なし

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##267-variance-threshold-other-based##

既定値と単位は何ですか。  

許容値 該当なし

最小しきい値 該当なし

最大しきい値 該当なし

バリアンス ベースではないパラ
メータを使用してイベントを調整
できますか。

該当なし

該当する場合、調整可能な
属性と単位は何ですか。

該当なし

通常のポリシー エディタを使用せ
ずにイベントを調整できますか。

該当なし

該当する場合、調整可能な
値の代替ロケーションは何です
か。

該当なし

イベントにデフォルトの緩和策が
設定されていますか。

該当なし

該当する場合、それは何です
か。

該当なし

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。
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イベントに関する質問 応答

イベントの送信元は何ですか。 不正なパケットを送信したホスト

ターゲットは何ですか。 不正なパケットの宛先としてリストされたホスト

イベントのトリガーを引き起こす
ポリシーはどれですか。

送信元のホスト  ポリシー

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##267-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##267-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##267-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##267-target-quantity##                                                 

 

StealthWatch システム ユーザ インターフェイスでは、このイベントに関してどのような情報が
利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

アラームの詳細にはどのような情
報が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI の詳細列に [詳細を表
示( View details) ] が表示されます。

 l SMC クライアント  インターフェイスには何も表示
されません。

アラームの詳細をクリックすると何
が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI には、送信元ホストの
セキュリティ イベントが表示されます。

 l SMC クライアント  インターフェイスには何も表示
されません。

関連フローについてどのような情
報が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI のインターフェイスには
何も表示されません。

 l SMC クライアント  インターフェイスには、直近  5 
分間に当該フローを観測したフロー コレクタから
のフローが表示されます。

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。
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イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##267-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##267-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##267-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Bad_Flag_All**

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントはどのような動作に
よって引き起こされますか。

すべての TCP フラグ(同期、確認、リセット、プッシュ、
緊急、終了)が含まれているパケットが見つかった場
合、送信元ホストでセキュリティ イベントがトリガーされ
ます。

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

TCP パケットにすべてのフラグのセットが設定されている
ことは、通常はあり得ません。そのような事例が見つ
かった場合は、パケットの送信先マシンに関する情報
収集を目的として意図的に行われている可能性があ
ります。というのも、システム設定が異なれば、異なる
組み合わせの異常フラグに対して異なる応答が行わ
れる可能性があるからです。
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このイベントに関する質問 応答

次に実行すべきステップは何で
すか。

このイベントのソースが内部ホストである場合、これ以
外の偵察活動の兆候を探す価値があります。たとえ
ば、ホストは不正なフラグの組み合わせを複数のホスト
に送信していないでしょうか。同じポートで多数のホス
トをスキャンしていないでしょうか。1 つのホスト上で多
数のポートをスキャンしていないでしょうか。内部ホスト
による偵察があれば、それは望ましくないアクティビティ
や侵害の兆候として捉えることができます。

非標準のフロー データが必要で
すか。

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)

Flow Collector NetFlow エディションでは、FlowSensor 
が必要です。Flow Collector sFlow では、必要な追加
コンポーネントは特にありません。

注記 該当なし

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このセキュリティ イベントがトリ
ガーされるために必要なポリシー
設定は何ですか。

送信元ホストでセキュリティ イベント  Bad_Flag_All を有
効にします。

デフォルトでこのイベントがオンで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]

デフォルトでこのイベントがオフで
あるポリシーはどれですか。

該当なし

デフォルトでこのアラームがオンで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]

デフォルトでこのアラームがオフで
あるポリシーはどれですか。

該当なし

このイベントは調整可能です
か。

なし

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##263-variance-threshold-other-based##

既定値と単位は何ですか。  

セキュリティイベント一覧

© 2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

17



イベントに関する質問 応答

許容値 該当なし

最小しきい値 該当なし

最大しきい値 該当なし

バリアンス ベースではないパラ
メータを使用してイベントを調整
できますか。

該当なし

該当する場合、調整可能な
属性と単位は何ですか。

該当なし

通常のポリシー エディタを使用せ
ずにイベントを調整できますか。

該当なし

該当する場合、調整可能な
値の代替ロケーションは何です
か。

該当なし

イベントにデフォルトの緩和策が
設定されていますか。

該当なし

該当する場合、それは何です
か。

該当なし

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

イベントの送信元は何ですか。 不正なパケットを送信したホスト

ターゲットは何ですか。 不正なパケットの宛先としてリストされたホスト

イベントのトリガーを引き起こす
ポリシーはどれですか。

送信元のホスト  ポリシー

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##263-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##263-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##263-category-contribution-target##
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イベントに関する質問 応答

数量はどの程度で
すか。

##263-target-quantity##                                                 

 

StealthWatch システム ユーザ インターフェイスでは、このイベントに関してどのような情報が
利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

アラームの詳細にはどのような情
報が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI の詳細列に [詳細を表
示( View details) ] が表示されます。

 l SMC クライアント  インターフェイスには何も表示
されません。

アラームの詳細をクリックすると何
が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI には、送信元ホストの
セキュリティ イベントが表示されます。

 l SMC クライアント  インターフェイスには何も表示
されません。

関連フローについてどのような情
報が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI のインターフェイスには
何も表示されません。

 l SMC クライアント  インターフェイスには、直近  5 
分間に当該フローを観測したフロー コレクタから
のフローが表示されます。

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##263-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##263-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##263-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。
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Bad_Flag_NoFlg**

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントはどのような動作に
よって引き起こされますか。

TCP フラグが含まれていないパケットがあった場合は、
送信元ホストでセキュリティ イベントがトリガーされます。

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

TCP パケット  に無効なフラグが設定されていることは、
通常はあり得ません。そのような事例が見つかった場
合は、パケットの送信先マシンに関する情報収集を目
的として意図的に行われている可能性があります。と
いうのも、システム設定が異なれば、異なる組み合わ
せの異常フラグに対して異なる応答が行われる可能
性があるからです。

次に実行すべきステップは何で
すか。

このイベントのソースが内部ホストである場合、これ以
外の偵察活動の兆候を探す価値があります。たとえ
ば、ホストは不正なフラグの組み合わせを複数のホスト
に送信していないでしょうか。同じポートで多数のホス
トをスキャンしていないでしょうか。1 つのホスト上で多
数のポートをスキャンしていないでしょうか。内部ホスト
による偵察があれば、それは望ましくないアクティビティ
や侵害の兆候として捉えることができます。

非標準のフロー データが必要で
すか。

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)

Flow Collector NetFlow エディションでは、FlowSensor 
が必要です。Flow Collector sFlow では、必要な追加
コンポーネントは特にありません。
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このイベントに関する質問 応答

注記 該当なし

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このセキュリティ イベントがトリ
ガーされるために必要なポリシー
設定は何ですか。

送信元ホストでセキュリティ イベント  Bad_Flag_NoFlg 
を有効にします。

デフォルトでこのイベントがオンで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client IP) ] ポリシー

デフォルトでこのイベントがオフで
あるポリシーはどれですか。

[ウイルス対策および SMS サーバ( Antivirus & SMS 
Servers) ]、 [ファイアウォール、プロキシ、および NAT デ
バイス( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]、 [ネット
ワーク管理およびスキャナ( Network Management & 
Scanners) ]

デフォルトでこのアラームがオンで
あるポリシーはどれですか。

なし

デフォルトでこのアラームがオフで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client IP) ] ポリシー、 [ウイル
ス対策および SMS サーバ( Antivirus & SMS 
Servers) ]、 [ファイアウォール、プロキシ、および NAT デ
バイス( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]、 [ネット
ワーク管理およびスキャナ( Network Management & 
Scanners) ]

このイベントは調整可能です
か。

なし

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##269-variance-threshold-other-based##

既定値と単位は何ですか。  

許容値 該当なし

最小しきい値 該当なし

最大しきい値 該当なし
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イベントに関する質問 応答

バリアンス ベースではないパラ
メータを使用してイベントを調整
できますか。

該当なし

該当する場合、調整可能な
属性と単位は何ですか。

該当なし

通常のポリシー エディタを使用せ
ずにイベントを調整できますか。

該当なし

該当する場合、調整可能な
値の代替ロケーションは何です
か。

該当なし

イベントにデフォルトの緩和策が
設定されていますか。

該当なし

該当する場合、それは何です
か。

該当なし

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

イベントの送信元は何ですか。 不正なパケットを送信したホスト

ターゲットは何ですか。 不正なパケットの宛先としてリストされたホスト

イベントのトリガーを引き起こす
ポリシーはどれですか。

送信元のホスト  ポリシー

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##269-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##269-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##269-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##269-target-quantity##                                                 

 

セキュリティイベント一覧

© 2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

22



StealthWatch システム ユーザ インターフェイスでは、このイベントに関してどのような情報が
利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

アラームの詳細にはどのような情
報が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI の詳細列に [詳細を表
示( View details) ] が表示されます。

 l SMC クライアント  インターフェイスには何も表示
されません。

アラームの詳細をクリックすると何
が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI には、送信元ホストの
セキュリティ イベントが表示されます。

 l SMC クライアント  インターフェイスには何も表示
されません。

関連フローについてどのような情
報が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI のインターフェイスには
何も表示されません。

 l SMC クライアント  インターフェイスには、直近  5 
分間に当該フローを観測したフロー コレクタから
のフローが表示されます。

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##269-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##269-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##269-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Bad_Flag_Rsrvd

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。
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これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントはどのような動作に
よって引き起こされますか。

パケットに最初の TCP 標準で予約された TCP フラグ
が含まれている場合、送信元ホストでセキュリティ イベ
ントがトリガーされます。

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

TCP パケット  に無効なフラグが設定されていることは、
通常はあり得ません。そのような事例が見つかった場
合は、パケットの送信先マシンに関する情報収集を目
的として意図的に行われている可能性があります。と
いうのも、システム設定が異なれば、異なる組み合わ
せの異常フラグに対して異なる応答が行われる可能
性があるからです。

次に実行すべきステップは何で
すか。

このイベントのソースが内部ホストである場合、これ以
外の偵察活動の兆候を探す価値があります。たとえ
ば、ホストは不正なフラグの組み合わせを複数のホスト
に送信していないでしょうか。同じポートで多数のホス
トをスキャンしていないでしょうか。1 つのホスト上で多
数のポートをスキャンしていないでしょうか。内部ホスト
による偵察があれば、それは望ましくないアクティビティ
や侵害の兆候として捉えることができます。

非標準のフロー データが必要で
すか。

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)

Flow Collector NetFlow Edition でこのイベントがトリ
ガーされることはありません。Flow Collector sFlow で
は、必要な追加コンポーネントは特にありません。

注記 該当なし

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。
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イベントに関する質問 応答

このセキュリティ イベントがトリ
ガーされるために必要なポリシー
設定は何ですか。

送信元ホストでセキュリティ イベント  Bad_Flag_Rsrvd 
を有効にします。

デフォルトでこのイベントがオンで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client IP) ] ポリシー

デフォルトでこのイベントがオフで
あるポリシーはどれですか。

[ウイルス対策および SMS サーバ( Antivirus & SMS 
Servers) ]、 [ファイアウォール、プロキシ、および NAT デ
バイス( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]、 [ネット
ワーク管理およびスキャナ( Network Management & 
Scanners) ]

デフォルトでこのアラームがオンで
あるポリシーはどれですか。

なし

デフォルトでこのアラームがオフで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client IP) ] ポリシー、 [ウイル
ス対策および SMS サーバ( Antivirus & SMS 
Servers) ]、 [ファイアウォール、プロキシ、および NAT デ
バイス( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]、 [ネット
ワーク管理およびスキャナ( Network Management & 
Scanners) ]

このイベントは調整可能です
か。

なし

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##265-variance-threshold-other-based##

既定値と単位は何ですか。  

許容値 該当なし

最小しきい値 該当なし

最大しきい値 該当なし

バリアンス ベースではないパラ
メータを使用してイベントを調整
できますか。

該当なし

該当する場合、調整可能な
属性と単位は何ですか。

該当なし

通常のポリシー エディタを使用せ
ずにイベントを調整できますか。

該当なし
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イベントに関する質問 応答

該当する場合、調整可能な
値の代替ロケーションは何です
か。

該当なし

イベントにデフォルトの緩和策が
設定されていますか。

該当なし

該当する場合、それは何です
か。

該当なし

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

イベントの送信元は何ですか。 不正なパケットを送信したホスト

ターゲットは何ですか。 不正なパケットの宛先としてリストされたホスト

イベントのトリガーを引き起こす
ポリシーはどれですか。

送信元のホスト  ポリシー

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##265-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##265-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##265-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##265-target-quantity##                                                 

 

StealthWatch システム ユーザ インターフェイスでは、このイベントに関してどのような情報が
利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

アラームの詳細にはどのような情
報が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI の詳細列に [詳細を表
示( View details) ] が表示されます。

 l SMC クライアント  インターフェイスには何も表示
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イベントに関する質問 応答

されません。

アラームの詳細をクリックすると何
が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI には、送信元ホストの
セキュリティ イベントが表示されます。

 l SMC クライアント  インターフェイスには何も表示
されません。

関連フローについてどのような情
報が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI のインターフェイスには
何も表示されません。

 l SMC クライアント  インターフェイスには、直近  5 
分間に当該フローを観測したフロー コレクタから
のフローが表示されます。

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##265-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##265-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##265-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Bad_Flag_RST**

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。
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これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントはどのような動作に
よって引き起こされますか。

TCP リセットに加えてプッシュまたは確認以外のフラグ
が含まれているパケットが見つかった場合、送信元ホス
トでセキュリティ イベントがトリガーされます。

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

TCP パケット  に無効なフラグが設定されていることは、
通常はあり得ません。そのような事例が見つかった場
合は、パケットの送信先マシンに関する情報収集を目
的として意図的に行われている可能性があります。と
いうのも、システム設定が異なれば、異なる組み合わ
せの異常フラグに対して異なる応答が行われる可能
性があるからです。

次に実行すべきステップは何で
すか。

このイベントのソースが内部ホストである場合、これ以
外の偵察活動の兆候を探す価値があります。たとえ
ば、ホストは不正なフラグの組み合わせを複数のホスト
に送信していないでしょうか。同じポートで多数のホス
トをスキャンしていないでしょうか。1 つのホスト上で多
数のポートをスキャンしていないでしょうか。内部ホスト
による偵察があれば、それは望ましくないアクティビティ
や侵害の兆候として捉えることができます。

非標準のフロー データが必要で
すか。

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)

Flow Collector NetFlow エディションでは、FlowSensor 
が必要です。Flow Collector sFlow では、必要な追加
コンポーネントは特にありません。

注記 該当なし

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このセキュリティ イベントがトリ
ガーされるために必要なポリシー
設定は何ですか。

送信元ホストでセキュリティ イベント  Bad_Flag_RST を
有効にします。

デフォルトでこのイベントがオンで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client IP) ] ポリシー

デフォルトでこのイベントがオフで
あるポリシーはどれですか。

[ウイルス対策および SMS サーバ( Antivirus & SMS 
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イベントに関する質問 応答

Servers) ]、 [ファイアウォール、プロキシ、および NAT デ
バイス( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]、 [ネット
ワーク管理およびスキャナ( Network Management & 
Scanners) ]

デフォルトでこのアラームがオンで
あるポリシーはどれですか。

なし

デフォルトでこのアラームがオフで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client IP) ] ポリシー、 [ウイル
ス対策および SMS サーバ( Antivirus & SMS 
Servers) ]、 [ファイアウォール、プロキシ、および NAT デ
バイス( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]、 [ネット
ワーク管理およびスキャナ( Network Management & 
Scanners) ]

このイベントは調整可能です
か。

なし

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##266-variance-threshold-other-based##

既定値と単位は何ですか。  

許容値 該当なし

最小しきい値 該当なし

最大しきい値 該当なし

バリアンス ベースではないパラ
メータを使用してイベントを調整
できますか。

該当なし

該当する場合、調整可能な
属性と単位は何ですか。

該当なし

通常のポリシー エディタを使用せ
ずにイベントを調整できますか。

該当なし

該当する場合、調整可能な
値の代替ロケーションは何です
か。

該当なし

イベントにデフォルトの緩和策が
設定されていますか。

該当なし

該当する場合、それは何です 該当なし
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イベントに関する質問 応答

か。

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

イベントの送信元は何ですか。 不正なパケットを送信したホスト

ターゲットは何ですか。 不正なパケットの宛先としてリストされたホスト

イベントのトリガーを引き起こす
ポリシーはどれですか。

送信元のホスト  ポリシー

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##266-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##266-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##266-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##266-target-quantity##                                                 

 

StealthWatch システム ユーザ インターフェイスでは、このイベントに関してどのような情報が
利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

アラームの詳細にはどのような情
報が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI の詳細列に [詳細を表
示( View details) ] が表示されます。

 l SMC クライアント  インターフェイスには何も表示
されません。

アラームの詳細をクリックすると何
が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI には、送信元ホストの
セキュリティ イベントが表示されます。

 l SMC クライアント  インターフェイスには何も表示
されません。

関連フローについてどのような情  l Web アプリケーション UI のインターフェイスには
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イベントに関する質問 応答

報が表示されますか。 何も表示されません。

 l SMC クライアント  インターフェイスには、直近  5 
分間に当該フローを観測したフロー コレクタから
のフローが表示されます。

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##266-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##266-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##266-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Bad_Flag_SYN_FIN**

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントはどのような動作に TCP 同期および終了フラグが含まれているパケットが
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このイベントに関する質問 応答

よって引き起こされますか。 あった場合は、送信元ホストでセキュリティ イベントがト
リガーされます。

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

TCP パケット  に無効なフラグが設定されていることは、
通常はあり得ません。そのような事例が見つかった場
合は、パケットの送信先マシンに関する情報収集を目
的として意図的に行われている可能性があります。と
いうのも、システム設定が異なれば、異なる組み合わ
せの異常フラグに対して異なる応答が行われる可能
性があるからです。

次に実行すべきステップは何で
すか。

このイベントのソースが内部ホストである場合、これ以
外の偵察活動の兆候を探す価値があります。たとえ
ば、ホストは不正なフラグの組み合わせを複数のホスト
に送信していないでしょうか。同じポートで多数のホス
トをスキャンしていないでしょうか。1 つのホスト上で多
数のポートをスキャンしていないでしょうか。内部ホスト
による偵察があれば、それは望ましくないアクティビティ
や侵害の兆候として捉えることができます。

非標準のフロー データが必要で
すか。

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)

Flow Collector NetFlow エディションでは、FlowSensor 
が必要です。Flow Collector sFlow では、必要な追加
コンポーネントは特にありません。

注記 該当なし

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このセキュリティ イベントがトリ
ガーされるために必要なポリシー
設定は何ですか。

送信元ホストでセキュリティ イベント  Bad_Flag_SYN_
FIN を有効にします。

デフォルトでこのイベントがオンで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client IP) ] ポリシー

デフォルトでこのイベントがオフで
あるポリシーはどれですか。

[ウイルス対策および SMS サーバ( Antivirus & SMS 
Servers) ]、 [ファイアウォール、プロキシ、および NAT デ
バイス( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]、 [ネット
ワーク管理およびスキャナ( Network Management & 
Scanners) ]
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イベントに関する質問 応答

デフォルトでこのアラームがオンで
あるポリシーはどれですか。

なし

デフォルトでこのアラームがオフで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client IP) ] ポリシー、 [ウイル
ス対策および SMS サーバ( Antivirus & SMS 
Servers) ]、 [ファイアウォール、プロキシ、および NAT デ
バイス( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]、 [ネット
ワーク管理およびスキャナ( Network Management & 
Scanners) ]

このイベントは調整可能です
か。

なし

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##264-variance-threshold-other-based##

既定値と単位は何ですか。  

許容値 該当なし

最小しきい値 該当なし

最大しきい値 該当なし

バリアンス ベースではないパラ
メータを使用してイベントを調整
できますか。

該当なし

該当する場合、調整可能な
属性と単位は何ですか。

該当なし

通常のポリシー エディタを使用せ
ずにイベントを調整できますか。

該当なし

該当する場合、調整可能な
値の代替ロケーションは何です
か。

該当なし

イベントにデフォルトの緩和策が
設定されていますか。

該当なし

該当する場合、それは何です
か。

該当なし

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。
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イベントに関する質問 応答

イベントの送信元は何ですか。 不正なパケットを送信したホスト

ターゲットは何ですか。 不正なパケットの宛先としてリストされたホスト

イベントのトリガーを引き起こす
ポリシーはどれですか。

送信元のホスト  ポリシー

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##264-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##264-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##264-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##264-target-quantity##                                                 

 

StealthWatch システム ユーザ インターフェイスでは、このイベントに関してどのような情報が
利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

アラームの詳細にはどのような情
報が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI の詳細列に [詳細を表
示( View details) ] が表示されます。

 l SMC クライアント  インターフェイスには何も表示
されません。

アラームの詳細をクリックすると何
が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI には、送信元ホストの
セキュリティ イベントが表示されます。

 l SMC クライアント  インターフェイスには何も表示
されません。

関連フローについてどのような情
報が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI のインターフェイスには
何も表示されません。

 l SMC クライアント  インターフェイスには、直近  5 
分間に当該フローを観測したフロー コレクタから
のフローが表示されます。

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。
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イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##264-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##264-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##264-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Bad_Flag_URG**

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントはどのような動作に
よって引き起こされますか。

TCP 緊急フラグに加えて確認以外のフラグが含まれて
いるパケットが見つかった場合は、送信元ホストでセ
キュリティ イベントがトリガーされます。

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

TCP パケット  に無効なフラグが設定されていることは、
通常はあり得ません。そのような事例が見つかった場
合は、パケットの送信先マシンに関する情報収集を目
的として意図的に行われている可能性があります。と
いうのも、システム設定が異なれば、異なる組み合わ
せの異常フラグに対して異なる応答が行われる可能
性があるからです。
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このイベントに関する質問 応答

次に実行すべきステップは何で
すか。

このイベントのソースが内部ホストである場合、これ以
外の偵察活動の兆候を探す価値があります。たとえ
ば、ホストは不正なフラグの組み合わせを複数のホスト
に送信していないでしょうか。同じポートで多数のホス
トをスキャンしていないでしょうか。1 つのホスト上で多
数のポートをスキャンしていないでしょうか。内部ホスト
による偵察があれば、それは望ましくないアクティビティ
や侵害の兆候として捉えることができます。

非標準のフロー データが必要で
すか。

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)

Flow Collector NetFlow エディションでは、FlowSensor 
が必要です。Flow Collector sFlow では、必要な追加
コンポーネントは特にありません。

注記 該当なし

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このセキュリティ イベントがトリ
ガーされるために必要なポリシー
設定は何ですか。

送信元ホストでセキュリティ イベント  Bad_Flag_URG を
有効にします。

デフォルトでこのイベントがオンで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client IP) ] ポリシー

デフォルトでこのイベントがオフで
あるポリシーはどれですか。

[ウイルス対策および SMS サーバ( Antivirus & SMS 
Servers) ]、 [ファイアウォール、プロキシ、および NAT デ
バイス( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]、 [ネット
ワーク管理およびスキャナ( Network Management & 
Scanners) ]

デフォルトでこのアラームがオンで
あるポリシーはどれですか。

なし

デフォルトでこのアラームがオフで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client IP) ] ポリシー、 [ウイル
ス対策および SMS サーバ( Antivirus & SMS 
Servers) ]、 [ファイアウォール、プロキシ、および NAT デ
バイス( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]、 [ネット
ワーク管理およびスキャナ( Network Management & 
Scanners) ]
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イベントに関する質問 応答

このイベントは調整可能です
か。

なし

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##268-variance-threshold-other-based##

既定値と単位は何ですか。  

許容値 該当なし

最小しきい値 該当なし

最大しきい値 該当なし

バリアンス ベースではないパラ
メータを使用してイベントを調整
できますか。

該当なし

該当する場合、調整可能な
属性と単位は何ですか。

該当なし

通常のポリシー エディタを使用せ
ずにイベントを調整できますか。

該当なし

該当する場合、調整可能な
値の代替ロケーションは何です
か。

該当なし

イベントにデフォルトの緩和策が
設定されていますか。

該当なし

該当する場合、それは何です
か。

該当なし

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

イベントの送信元は何ですか。 不正なパケットを送信したホスト

ターゲットは何ですか。 不正なパケットの宛先としてリストされたホスト

イベントのトリガーを引き起こす
ポリシーはどれですか。

送信元のホスト  ポリシー

送信元で、セキュリティ イベント ##268-category-contribution-source##
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イベントに関する質問 応答

が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

数量はどの程度で
すか。

##268-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##268-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##268-target-quantity##                                                 

 

StealthWatch システム ユーザ インターフェイスでは、このイベントに関してどのような情報が
利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

アラームの詳細にはどのような情
報が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI の詳細列に [詳細を表
示( View details) ] が表示されます。

 l SMC クライアント  インターフェイスには何も表示
されません。

アラームの詳細をクリックすると何
が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI には、送信元ホストの
セキュリティ イベントが表示されます。

 l SMC クライアント  インターフェイスには何も表示
されません。

関連フローについてどのような情
報が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI のインターフェイスには
何も表示されません。

 l SMC クライアント  インターフェイスには、直近  5 
分間に当該フローを観測したフロー コレクタから
のフローが表示されます。

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##268-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です ##268-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
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イベントに関する質問 応答

か。 and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##268-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Beaconing Host
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

ビーコン ホストは、別のホストからの更新やコマンドを探
します。このトラフィックはキープアライブ(ハートビート )
などのさまざまな理由で使用でき、指揮統制( C&C)
サーバから新規オーダーを取得したり更新をダウンロー
ドしたりします。マルウェアもこの動作を引き起こす可能
性がある点に注意してください。

次に実行すべきステップは何で
すか。

目的は、外部ホストが本当に C&C サーバであるかどう
かを確認することです。StealthWatch システムの内外
でこのホストを調査すると役立つことがよくあります。最
初に、StealthWatch システム内でターゲット  ホストの 
[最上位ピア( Top Peers) ](発信)レポートを開きます。
このレポートには、外部ホストと通信されたデータ量を
基準に並べ替えられた、内部ピアのリストが示されてい
ます。このリストから、ご使用の環境内でこのホストが一
般的なピアであるかどうかを確認できます。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##39-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。
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イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##39-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##39-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##39-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##39-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##39-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##39-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##39-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Bot Command & Control Server
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

使用している環境内のホストが指揮統制( C&C)サー
バとして動作することにより、環境を超えて他のホスト
の侵害を支援するために使用されていることを示しま
す。このホスト自体も侵害されている可能性が非常に
高いです。
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このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##43-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##43-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##43-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##43-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##43-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##43-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##43-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##43-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Bot Infected Host - Attempted C&C Activity
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これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

ネットワーク上のホストが既知の指揮統制( C&C)サー
バと通信しようとしました。ホストはこの操作に失敗しま
したが、何らかの原因によってホストがこのような操作を
試行したことから、懸念が残ります。マルウェアまたは悪
意のあるリダイレクトもこの動作を引き起こす可能性が
ある点に注意してください。

次に実行すべきステップは何で
すか。

このセキュリティ イベントが発生した場合、一般に製品
内での検証はそれほど必要とされませんが、イベントの
ターゲットとその他のホストの間のフローに対してフロー 
クエリを実行し、他のホストが疑わしい C&C サーバと対
話しているかどうかを確認してください。クエリの期間を
イベント日またはそれより長く設定します。

通信期間によっては、このクエリを使用して送信元ホス
トが疑わしい C&C サーバに到達したかどうかを判断す
ることもできます。ターゲット  ホストと通信しているホスト
が多数ある場合、または通信履歴を確認する場合
は、C&C サーバが誤って特定されている可能性があり
ます。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##41-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##41-category-contribution-source##

数量はどの程度で ##41-source-quantity##                                                 
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イベントに関する質問 応答

すか。

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##41-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##41-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##41-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##41-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##41-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Bot Infected Host - Successful C&C Activity
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

ネットワーク上のホストが既知の指揮統制( C&C)サー
バと通信していました。マルウェアまたは悪意のあるリダ
イレクトによりこの動作が引き起こされたか、またはこの
通信がエクスプロイト  キットなどによる感染時の試行で
あった可能性があります。これはほぼ確実に侵害され
たホストの兆候です。

次に実行すべきステップは何で
すか。

このセキュリティ イベントが発生した場合、一般に製品
内での検証はそれほど必要とされませんが、イベントの
ターゲットとその他のホストの間のフローに対してフロー 
クエリを実行し、他のホストが疑わしい C&C サーバと対
話しているかどうかを確認してください。クエリの期間を
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このイベントに関する質問 応答

イベント日またはそれより長く設定します。

通信期間によっては、このクエリを使用して送信元ホス
トが疑わしい C&C サーバに到達したかどうかを判断す
ることもできます。ターゲット  ホストと通信しているホスト
が多数ある場合、または通信履歴を確認する場合
は、C&C サーバが誤って特定されている可能性があり
ます。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##42-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##42-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##42-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##42-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##42-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。
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イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##42-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##42-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##42-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Brute Force Login
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

これにより、別途システムへのアクセスを試みてログイン 
クレデンシャルを推測しようとしているホストも検出でき
る可能性があります。また、何度も接続を試みながら
認証に失敗しているクライアント上の誤設定されたアプ
リケーションを検出することも可能です。

次に実行すべきステップは何で
すか。

目的は、サーバに対する接続試行が正当であるかどう
かを確認することです。クライアントが外部ホストの場
合、クライアントのアドレスはこれらの接続を開始する
予定の既知で信頼できるネットワークまたはビジネス 
パートナーのネットワークにあるでしょうか。その場合は、
アプリケーションの誤設定の可能性があります。また、
(ターゲット  ホストの) DShield に対して外部参照を実
行し、セキュリティ イベント  アラームでターゲット  IP の所
有者を確認する必要もあります。

クライアントが内部ホストの場合、このホストは問題の
サーバへの接続を試行する可能性があるでしょうか。
送信元ホストの [最上位ピア( Top Peers) ] レポートを
実行することで、そのホストが同様のバイト数またはフ
ローの多いネットワーク上の他のホストに接続している
かどうかがわかります。また、 [最上位ポート ( Top 
Ports) ] レポートを実行して、セキュリティ イベント  アラー
ムがトリガーされたポート (おそらく SSH)を介して送信
元  IP が接続している他のホストを見つけます。

 

セキュリティイベント一覧

© 2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

45



このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##58-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##58-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##58-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##58-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##58-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##58-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##58-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##58-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Connection from Bogon Address Attempted
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これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

「Bogon」アドレスは、未割り当ての使用できない IP ア
ドレスです。一方からの単方向通信は心配ありません
が、通常の使用ではあり得ません。実際、この種のトラ
フィックはネットワークの境界でブロックされる可能性が
高いです。一括表示を検索する特定の種類の動作
は、攻撃者が送信元  IP アドレスをスプーフィングする、
サービス妨害( DoS)攻撃を示します。

次に実行すべきステップは何で
すか。

Bogon アドレスからの単方向トラフィックを調査する際
に最初に確認すべき 2 つの事項があります。まず、1)
その Bogon アドレス(または他の Bogon アドレス)は
ネットワーク内の他のホストと通信しようとしています
か。2) Bogon アドレスからのトラフィックの送信先ホスト
が、異常に多い量のトラフィックを受信していますか。

最初の質問に答えるには、Bogon ホストグループに対
して最上位ホスト  クエリまたはフロー クエリを実行できま
す。特にセキュリティ イベントから Bogon IP に対してク
エリを実行できますが、スプーフィングされたトラフィックの
場合は、攻撃者が簡単に多くの異なる Bogon IP を使
用できてしまう可能性があります。クエリから返される結
果を評価し、DoS 攻撃の一部であるか、またはネット
ワーク上の不良構成 /未分類ホストによるものであるか
を判断します。一般に、大量のデータまたはパケット
は、DoS 攻撃の兆候です。

2 番目の質問に答えるには、セキュリティイベントの送
信先ホストでのクエリに着目します。ここでの目的は、
異常に大量のトラフィックがあるかどうか、それが Bogon 
アドレスから発生しているかどうかを判断することです。
簡単に有用な情報を確認する方法として、ターゲット  
ホストのその他のセキュリティ イベントを表示し、SYNs 
Received や New Flows Served などの DoS イベント
であるか、または Bogon からの大量通信であるかを確
認します。

さらに詳しく調べるには、 [フロー トラフィック( Flow 
Traffic) ] レポートを実行します。Bogon 通信の時刻と
この時刻から遡った 2 時間を含めるため、日付 /日時
フィルタを設定します。期間が長いほどクエリも長くなり
ますが、より適切なコンテキストを得ることができます。
また、内部から開始された DoS 攻撃を懸念していな
い場合は、外部ホストからのトラフィックだけを含めるよ
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このイベントに関する質問 応答

うにホストをフィルタ処理できます。大規模なスパイク
や、徐々に増加する大量トラフィックは、DoS 攻撃を
示している可能性があります。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##519-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##519-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##519-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##519-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##519-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##519-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##519-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。
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イベントに関する質問 応答

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##519-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Connection from Bogon Address Successful
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

「Bogon」アドレスは、未割り当ての使用できない IP ア
ドレスです。Bogon アドレスとの双方向通信は発生し
ないはずです。この動作は、ネットワーク内または 
Stealthwatch 導入環境内の不良構成を示している
可能性があります。

次に実行すべきステップは何で
すか。

ご使用の環境で特定の Bogon IP アドレス範囲を内部
で実際に使用しているかどうか、またはキャリア グレード  
NAT を使用しているかどうかを確認します。Bogon 範
囲を内部で使用しているか、使用する可能性がある
場合は、その範囲を内部ホスト  グループに追加しま
す。Stealtwatch システムでこれを確認するには、
Bogon の /24 でアクティブなフローを検索します。範囲
の大部分がアクティブな場合、その範囲は環境内で意
図的に使用されている可能性が高いです。Bogon の 
IP が 100.64.0.0/10 内にある場合は、キャリア グレード  
NAT で予約された IP 空間を使用しており、使用して
いる環境が背後にあるかどうかは問題ではありません。

いずれにも該当しない場合は、ホスト  スナップショット
( SMC クライアント  インターフェイス内でアクセス)に、ホ
ストの特定に役立つ情報が含まれています。例えば、
[エクスポータ インターフェイス( Exporter Interface) ] タブ
に、ホストのフローを監視しているエクスポータとインター
フェイスが表示されるため、デバイスがどこでホストされ
ているかを確認できます。さらに、 [セキュリティ イベント
( Security Events) ] タブ、 [アラーム( Alarms) ] タブおよ
び [識別( Identification) ] タブを確認します。これらのタ
ブには、Bogon ホストが関与している可能性のあるそ
の他の動作が表示されます。最後に、Bogon ホストの
セキュリティ イベントを調べ、Bogon ホストが対話した
他のホストがあるかどうかを確認します。
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このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##517-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##517-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##517-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##517-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##517-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##517-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##517-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##517-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。
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Connection from Tor Attempted
ToR 終了ノードからネットワーク内のホストへ接続しようとする試みを検出します。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##317-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##317-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##317-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##317-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##317-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##317-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##317-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##317-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。
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Connection from Tor Successful
ToR 終了ノードからネットワーク内のホストへの接続が成功した事例を検出します。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##318-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##318-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##318-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##318-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##318-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##318-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##318-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##318-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。
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Connection to Bogon Address Attempted
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

「Bogon」アドレスは、未割り当ての使用できない IP ア
ドレスです。一方からの単方向通信は希で、何者かが
ネットワークでホストを操作している可能性があります。
これは、サービス妨害( DoS)攻撃からのバックスキャッタ
の可能性があります。これは、攻撃者が分散型サービ
ス妨害( DDoS)攻撃の一環として無作為の送信元ア
ドレスにパケットを送信し、ユーザがそれらの無作為の
アドレスに応答すると発生します。攻撃者は IP 空間
全体をランダム化し、これらのいくつかが Bogon アドレス
になります。Bogon IP への単方向通信もまた、偵察や
設定が誤っているホストの可能性があります。

次に実行すべきステップは何で
すか。

ご使用の環境で特定の Bogon IP アドレス範囲を内部
で実際に使用しているかどうか、またはキャリア グレード  
NAT を使用しているかどうかを確認します。Bogon 範
囲を内部で使用しているか、使用する可能性がある
場合は、その範囲を内部ホスト  グループに追加しま
す。Stealtwatch システムでこれを確認するには、
Bogon の /24 でアクティブなフローを検索します。範囲
の大部分がアクティブな場合、その範囲は環境内で意
図的に使用されている可能性が高いです。Bogon の 
IP が 100.64.0.0/10 内にある場合は、キャリア グレード  
NAT で予約された IP 空間を使用しており、使用して
いる環境が背後にあるかどうかは問題ではありません。

どちらにも当てはまらない場合は、イベントの送信元の
他のセキュリティ イベントを確認します。Bogons への大
量の通信か、SYNs Received または New Flows 
Served のようなサービス妨害( DoS)イベントかどうかを
判断します。また、Ping スキャンや Addr_Scan などの
偵察関連イベントも検索します。潜在的な DDoS を
より徹底的に調べるには、 [フロー トラフィック( Flow 
Traffic) ] レポートを実行します。Bogon 通信の時刻と
この時刻から遡った 2 時間を含めるため、日付 /日時
フィルタを設定します。期間が長いほどクエリも長くなり
ますが、より適切なコンテキストを得ることができます。
また、内部から開始された DoS 攻撃を懸念していな
い場合は、外部ホストからのトラフィックだけを含めるよ
うにホストをフィルタ処理できます。大規模なスパイク
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このイベントに関する質問 応答

や、徐々に増加する大量トラフィックは、DoS 攻撃を
示している可能性があります。

DDoS または大量の偵察アクティビティのいずれの可能
性もない場合は、Bogon IP のセキュリティ イベントを調
べ、Bogon ホストとの対話を試行した他のホストがある
かどうかを確認します。多数のホストが特定の Bogon 
と対話を試行している場合は、アプリケーションで不適
切な構成がプッシュ アウトされたか、または Bogon 範
囲でホストされているアプリケーションが消失したことを
示唆しています。この点をさらに詳しく調査するには、
Bogon のトラフィック履歴を調べます。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##518-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##518-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##518-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##518-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##518-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。
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イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##518-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##518-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##518-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Connection to Bogon Address Successful
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

「Bogon」アドレスは、未割り当ての使用できない IP ア
ドレスです。Bogon アドレスとの双方向通信は発生し
ないはずです。この動作は、ネットワーク内または 
Stealthwatch 導入環境内の不良構成を示している
可能性があります。

次に実行すべきステップは何で
すか。

ご使用の環境で特定の Bogon IP アドレス範囲を内部
で実際に使用しているかどうか、またはキャリア グレード  
NAT を使用しているかどうかを確認します。Bogon 範
囲を内部で使用しているか、使用する可能性がある
場合は、その範囲を内部ホスト  グループに追加しま
す。Stealtwatch システムでこれを確認するには、
Bogon の /24 でアクティブなフローを検索します。範囲
の大部分がアクティブな場合、その範囲は環境内で意
図的に使用されている可能性が高いです。Bogon の 
IP が 100.64.0.0/10 内にある場合は、キャリア グレード  
NAT で予約された IP 空間を使用しており、使用して
いる環境が背後にあるかどうかは問題ではありません。

いずれにも該当しない場合は、ホスト  スナップショット
( SMC クライアント  インターフェイス内でアクセス)に、ホ
ストの特定に役立つ情報が含まれています。例えば、
[エクスポータ インターフェイス( Exporter Interface) ] タブ
に、ホストのフローを監視しているエクスポータとインター
フェイスが表示されるため、デバイスがどこでホストされ
ているかを確認できます。さらに、 [セキュリティ イベント
( Security Events) ] タブ、 [アラーム( Alarms) ] タブおよ
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このイベントに関する質問 応答

び [識別( Identification) ] タブを確認します。これらのタ
ブには、Bogon ホストが関与している可能性のあるそ
の他の動作が表示されます。最後に、Bogon ホストの
セキュリティ イベントを調べ、Bogon ホストが対話した
他のホストがあるかどうかを確認します。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##516-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##516-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##516-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##516-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##516-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##516-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です ##516-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
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イベントに関する質問 応答

か。 and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##516-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Connection to Tor Attempted
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

ToR(正式には Onion ルータ)は、インターネット接続の
匿名化に使用するネットワークであり、ToR ネットワーク
を終了する前に複数のリレーを経由して接続を送信
することで機能します。ToR エントリ ノードは、ToR 接
続が ToR ネットワークを移動し、終了する前に通過す
る最初のサーバです。このセキュリティ イベントには、
StealthWatch システムによりモニタされており、ToR エン
トリ ノードと通信しようとしたが接続の確立が成功した
ことが観測されていないホストが関わっています。

ユーザまたはマルウェアが、指揮統制トラフィックを検出
しようとした可能性があります。ユーザによる操作の場
合、ユーザのトラフィックの宛先またはユーザの閲覧元
のロケーションを難読化しようとしていた可能性がありま
す。ToR エントリノードの一部は、他のサービスも動作
するサーバで動作すると認識することが重要です。たと
えば DuckDuc kGo は検索実行のためにアクセスする
サーバで ToR エントリ ノードを実行します。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##513-variance-threshold-other-based##
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このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##513-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##513-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##513-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##513-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##513-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##513-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##513-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Connection to Tor Successful
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

ToR(正式には Onion ルータ)は、インターネット接続の
匿名化に使用するネットワークであり、ToR ネットワーク
を終了する前に複数のリレーを経由して接続を送信
することで機能します。ToR エントリ ノードは、ToR 接
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このイベントに関する質問 応答

続が ToR ネットワークを移動し、終了する前に通過す
る最初のサーバです。このセキュリティ イベントには、
StealthWatch システムによりモニタされており、ToR エン
トリ ノードと通信しているホストが関わっています。

ユーザまたはマルウェアが、指揮統制トラフィックを検出
しようとした可能性があります。ユーザによる操作の場
合、ユーザのトラフィックの宛先またはユーザの閲覧元
のロケーションを難読化しようとしていた可能性がありま
す。ToR エントリノードの一部は、他のサービスも動作
するサーバで動作すると認識することが重要です。たと
えば DuckDuc kGo は検索実行のためにアクセスする
サーバで ToR エントリ ノードを実行します。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##514-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##514-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##514-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##514-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##514-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。
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イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##514-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##514-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##514-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

 Fake Application Detected
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

この動作は多くの場合、意図されたサービスではない
サービスを使用して一般に許可されたポートからトラ
フィックを送信することにより、人物またはアプリケーショ
ンが出力フィルタリングを回避しようとしている兆候で
す。また、TCP 8022 経由の SSH のように、セカンダリ 
ポートを使用するアプリケーションで起動する可能性が
ある、標準以外のポートを使用する標準アプリケーショ
ンも見つかります。

次に実行すべきステップは何で
すか。

調査の目的は、関連フローを見つけ、漏洩または指
揮統制の兆候があるかどうかを判断することです。この
イベントの調査の最初のステップは、イベントに関連付
けられているポートと、関連するホストを検討することで
す。たとえば、ターゲット  ホストがオフサイト  バックアップ 
サーバであり、ポート  8022 でイベントがトリガーされた場
合、懸念することはありません。一方、ターゲット  ホスト
になじみがなく、ポート  53 UDP 経由の非  DNS トラ
フィックが確認される場合、詳しく調べる価値がありま
す。

これはいくつかの方法で調査できます。このセキュリティ 
イベントでは関連ポートがリストされます。このリストを使
用して、非常に限定的なフィルタを設定できます。たと
えば、関係するポートを経由する、関係する 2 つのホ
スト間のフローを抽出し、「適切な」アプリケーションを
使用するフローを除外する場合(非  DNS のポート  53 
UDP 経由のフローを検索するなど) 、イベント発生の
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このイベントに関する質問 応答

原因となったフローが見つかります。

また、代わりにより一般的なクエリを実行し、イベント日
におけるイベントの送信元およびターゲット  ホストだけを
フィルタ処理することが役立つ場合もあります。これによ
り、ポート /アプリケーションの不一致があるフロー以外の
フローも見つかることがありますが、そのようなフローの存
在が調査において価値を持つ場合があります。対象の
フローを特定したら、誤使用の兆候がないか、宛先ホ
スト、履歴、およびデータ ボリュームを確認します。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##62-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##62-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##62-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##62-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##62-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。
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イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##62-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##62-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##62-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Flow_Denied

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

これはコンテキストに大きく依存します。たとえば、イン
ターネット上のホストからのフロー拒否は、たいてい、特
に単一のイベントとして興味深いものではありません。
内部ホストから内部ホストへのフロー拒否は内部から
外部とは異なります。また、何度も繰り返し行われる
同じホスト /ポート  ペアリングの試行は、さまざまな宛先
に対してブロックされることとは大きく異なります。

内部ホストで、1 つのポートを経由して別の内部ホスト
と対話する多数のフローが拒否されている場合は、不
良構成の可能性があります。さまざまなポートまたは内
部ホストへのフローが多数拒否される場合は、偵察で
ある可能性があります。それとは別に、これは興味深い
ものではないと判断していることをホストが実行している
兆候です。インターネット上の内部ホストからブロックさ
れたフローでは、どの規則を違反しようとしているのかと
いうコンテキストが必要になりますが、それとは関係な
く、ホストはセキュリティ ポリシーで実行すべきではないと
決定していることを実行しています。

次に実行すべきステップは何で
すか。

フロー否定を調査するための適切な方法は、イベント
の送信元ホストでセキュリティ イベント  クエリを実行する
ことです。イベント日に対してクエリを実行し、最初のフ
ロー拒否イベントの送信元になる送信元ホストを設定
し、その他のフロー拒否イベントのみを含めるタイプを設
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このイベントに関する質問 応答

定します。これにより、ホストのすべてのフロー拒否イベ
ントが表示されるようになります。返された結果から、こ
れが 1 つの拒否フローであるのか、同一ポートを経由
する同一ホストへの多数の拒否フローであるのか、同
一ポートを経由する異なるホストへの多数の拒否フ
ローであるのか、同じホスト  グループへの多数の拒否フ
ローであるのかなどを確認できます。これにより、ホスト
が実際に行っている動作を確認できます。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##310-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##310-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##310-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##310-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##310-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。
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イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##310-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##310-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##310-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Frag: Packet_Too_Long**

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントはどのような動作に
よって引き起こされますか。

最大パケット長を超えるようなフラグメント値を伴うパ
ケットが見つかった場合、送信元ホストでセキュリティ イ
ベントがトリガーされます。

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

IP パケットのフラグメンテーション値が無効であることは、
通常はありません。そのような事例が見つかった場合
は、パケットの宛先のマシンに関する情報収集を目的
として意図的に行われている可能性があります。という
のも、オペレーティング システムやバージョンが異なれば
応答が異なる可能性があるからです。

次に実行すべきステップは何で
すか。

このイベントのソースが内部ホストである場合、これ以
外の偵察活動の兆候を探す価値があります。たとえ
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このイベントに関する質問 応答

ば、ホストは無効なフラグメントを複数のホストに送信
していないでしょうか。同じポートで多数のホストをス
キャンしていないでしょうか。1 つのホスト上で多数の
ポートをスキャンしていないでしょうか。内部ホストによる
偵察があれば、それは望ましくないアクティビティや侵害
の兆候として捉えることができます。

非標準のフロー データが必要で
すか。

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)

Flow Collector NetFlow エディションでは、FlowSensor 
が必要です。Flow Collector sFlow では、必要な追加
コンポーネントは特にありません。

注記 該当なし

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このセキュリティ イベントがトリ
ガーされるために必要なポリシー
設定は何ですか。

送信元ホストでセキュリティ イベント  Frag:Packet_
Too_Long を有効にする必要があります。

デフォルトでこのイベントがオンで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client IP) ] ポリシー

デフォルトでこのイベントがオフで
あるポリシーはどれですか。

[ウイルス対策および SMS サーバ( Antivirus & SMS 
Servers) ]、 [ファイアウォール、プロキシ、および NAT デ
バイス( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]、 [ネット
ワーク管理およびスキャナ( Network Management & 
Scanners) ]

デフォルトでこのアラームがオンで
あるポリシーはどれですか。

なし

デフォルトでこのアラームがオフで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client IP) ] ポリシー、 [ウイル
ス対策および SMS サーバ( Antivirus & SMS 
Servers) ]、 [ファイアウォール、プロキシ、および NAT デ
バイス( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]、 [ネット
ワーク管理およびスキャナ( Network Management & 
Scanners) ]

このイベントは調整可能です
か。

なし
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イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##282-variance-threshold-other-based##

既定値と単位は何ですか。  

許容値 該当なし

最小しきい値 該当なし

最大しきい値 該当なし

バリアンス ベースではないパラ
メータを使用してイベントを調整
できますか。

該当なし

該当する場合、調整可能な
属性と単位は何ですか。

該当なし

通常のポリシー エディタを使用せ
ずにイベントを調整できますか。

該当なし

該当する場合、調整可能な
値の代替ロケーションは何です
か。

該当なし

イベントにデフォルトの緩和策が
設定されていますか。

該当なし

該当する場合、それは何です
か。

該当なし

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

イベントの送信元は何ですか。 不正なパケットを送信したホスト

ターゲットは何ですか。 不正なパケットの宛先としてリストされたホスト

イベントのトリガーを引き起こす
ポリシーはどれですか。

送信元ホスト  ポリシー

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##282-category-contribution-source##
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イベントに関する質問 応答

数量はどの程度ですか。 ##282-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##282-category-contribution-target##

数量はどの程度ですか。 ##282-target-quantity##                                                 

 

StealthWatch システム ユーザ インターフェイスでは、このイベントに関してどのような情報が
利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

アラームの詳細にはどのような情
報が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI の詳細列に [詳細を表
示( View details) ] が表示されます。

 l SMC クライアント  インターフェイスには何も表示
されません。

アラームの詳細をクリックすると何
が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI には、送信元ホストの
セキュリティ イベントが表示されます。

 l SMC クライアント  インターフェイスには何も表示
されません。

関連フローについてどのような情
報が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI のインターフェイスには
何も表示されません。

 l SMC クライアント  インターフェイスには、直近  5 
分間に当該フローを観測したフロー コレクタから
のフローが表示されます。

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##282-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##282-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##282-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。
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Frag: Packet_Too_Short**

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントはどのような動作に
よって引き起こされますか。

フラグメンテーションの長さが非常に短いためプロトコル 
ヘッダーが切り捨てられているパケットが見つかった場
合、送信元ホストでセキュリティ イベントがトリガーされ
ます。

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

IP パケットのフラグメンテーション値が無効であることは、
通常はありません。そのような事例が見つかった場合
は、パケットの宛先のマシンに関する情報収集を目的
として意図的に行われている可能性があります。という
のも、オペレーティング システムやバージョンが異なれば
応答が異なる可能性があるからです。

次に実行すべきステップは何で
すか。

このイベントのソースが内部ホストである場合、これ以
外の偵察活動の兆候を探す価値があります。たとえ
ば、ホストは無効なフラグメントを複数のホストに送信
していないでしょうか。同じポートで多数のホストをス
キャンしていないでしょうか。1 つのホスト上で多数の
ポートをスキャンしていないでしょうか。内部ホストによる
偵察があれば、それは望ましくないアクティビティや侵害
の兆候として捉えることができます。

非標準のフロー データが必要で
すか。

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)

Flow Collector NetFlow エディションでは、FlowSensor 
が必要です。Flow Collector sFlow では、必要な追加
コンポーネントは特にありません。
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このイベントに関する質問 応答

注記 該当なし

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このセキュリティ イベントがトリ
ガーされるために必要なポリシー
設定は何ですか。

送信元ホストでセキュリティ イベント  Frag:First_Too_
Short を有効にする必要があります。

デフォルトでこのイベントがオンで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client IP) ] ポリシー

デフォルトでこのイベントがオフで
あるポリシーはどれですか。

[ウイルス対策および SMS サーバ( Antivirus & SMS 
Servers) ]、 [ファイアウォール、プロキシ、および NAT デ
バイス( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]、 [ネット
ワーク管理およびスキャナ( Network Management & 
Scanners) ]

デフォルトでこのアラームがオンで
あるポリシーはどれですか。

なし

デフォルトでこのアラームがオフで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client IP) ] ポリシー、 [ウイル
ス対策および SMS サーバ( Antivirus & SMS 
Servers) ]、 [ファイアウォール、プロキシ、および NAT デ
バイス( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]、 [ネット
ワーク管理およびスキャナ( Network Management & 
Scanners) ]

このイベントは調整可能です
か。

なし

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##281-variance-threshold-other-based##

既定値と単位は何ですか。  

許容値 該当なし

最小しきい値 該当なし

最大しきい値 該当なし
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イベントに関する質問 応答

バリアンス ベースではないパラ
メータを使用してイベントを調整
できますか。

該当なし

該当する場合、調整可能な
属性と単位は何ですか。

該当なし

通常のポリシー エディタを使用せ
ずにイベントを調整できますか。

該当なし

該当する場合、調整可能な
値の代替ロケーションは何です
か。

該当なし

イベントにデフォルトの緩和策が
設定されていますか。

該当なし

該当する場合、それは何です
か。

該当なし

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

イベントの送信元は何ですか。 不正なパケットを送信したホスト

ターゲットは何ですか。 不正なパケットの宛先としてリストされたホスト

イベントのトリガーを引き起こす
ポリシーはどれですか。

送信元ホスト  ポリシー

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##281-category-contribution-source##

数量はどの程度ですか。 ##281-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##281-category-contribution-target##

数量はどの程度ですか。 ##281-target-quantity##                                                 

 

StealthWatch システム ユーザ インターフェイスでは、このイベントに関してどのような情報が
利用可能ですか。
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イベントに関する質問 応答

アラームの詳細にはどのような情
報が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI の詳細列に [詳細を表
示( View details) ] が表示されます。

 l SMC クライアント  インターフェイスには何も表示
されません。

アラームの詳細をクリックすると何
が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI には、送信元ホストの
セキュリティ イベントが表示されます。

 l SMC クライアント  インターフェイスには何も表示
されません。

関連フローについてどのような情
報が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI のインターフェイスには
何も表示されません。

 l SMC クライアント  インターフェイスには、直近  5 
分間に当該フローを観測したフロー コレクタから
のフローが表示されます。

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##281-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##281-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##281-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Frag: Sizes_Differ**

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。
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これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントはどのような動作に
よって引き起こされますか。

パケットのフラグメンテーション サイズがセグメント間で異
なる場合、送信元ホストでセキュリティ イベントがトリ
ガーされます。

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

IP パケットの各セグメントのフラグメンテーション サイズが
異なることは、通常はありません。そのような事例が見
つかった場合は、経路上のパケット検査ツールを回避
する目的で、意図的に行われている可能性がありま
す。

次に実行すべきステップは何で
すか。

このイベントのソースが内部ホストである場合、これ以
外の偵察活動の兆候を探す価値があります。たとえ
ば、ホストは無効なフラグメントを複数のホストに送信
していないでしょうか。同じポートで多数のホストをス
キャンしていないでしょうか。1 つのホスト上で多数の
ポートをスキャンしていないでしょうか。内部ホストによる
偵察があれば、それは望ましくないアクティビティや侵害
の兆候として捉えることができます。

非標準のフロー データが必要で
すか。

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)

Flow Collector NetFlow エディションでは、FlowSensor 
が必要です。Flow Collector sFlow では、必要な追加
コンポーネントは特にありません。

注記 該当なし

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。
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イベントに関する質問 応答

このセキュリティ イベントがトリ
ガーされるために必要なポリシー
設定は何ですか。

送信元ホストでセキュリティ イベント  Frag:Sizes_Differ 
を有効にする必要があります。

デフォルトでこのイベントがオンで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client IP) ] ポリシー

デフォルトでこのイベントがオフで
あるポリシーはどれですか。

[ウイルス対策および SMS サーバ( Antivirus & SMS 
Servers) ]、 [ファイアウォール、プロキシ、および NAT デ
バイス( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]、 [ネット
ワーク管理およびスキャナ( Network Management & 
Scanners) ]

デフォルトでこのアラームがオンで
あるポリシーはどれですか。

なし

デフォルトでこのアラームがオフで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client IP) ] ポリシー、 [ウイル
ス対策および SMS サーバ( Antivirus & SMS 
Servers) ]、 [ファイアウォール、プロキシ、および NAT デ
バイス( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]、 [ネット
ワーク管理およびスキャナ( Network Management & 
Scanners) ]

このイベントは調整可能です
か。

なし

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##283-variance-threshold-other-based##

既定値と単位は何ですか。  

許容値 該当なし

最小しきい値 該当なし

最大しきい値 該当なし

バリアンス ベースではないパラ
メータを使用してイベントを調整
できますか。

該当なし

該当する場合、調整可能な
属性と単位は何ですか。

該当なし

通常のポリシー エディタを使用せ
ずにイベントを調整できますか。

該当なし
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イベントに関する質問 応答

該当する場合、調整可能な
値の代替ロケーションは何です
か。

該当なし

イベントにデフォルトの緩和策が
設定されていますか。

該当なし

該当する場合、それは何です
か。

該当なし

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

イベントの送信元は何ですか。 不正なパケットを送信したホスト

ターゲットは何ですか。 不正なパケットの宛先としてリストされたホスト

イベントのトリガーを引き起こす
ポリシーはどれですか。

送信元ホスト  ポリシー

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##283-category-contribution-source##

数量はどの程度ですか。 ##283-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##283-category-contribution-target##

数量はどの程度ですか。 ##283-target-quantity##                                                 

 

StealthWatch システム ユーザ インターフェイスでは、このイベントに関してどのような情報が
利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

アラームの詳細にはどのような情
報が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI の詳細列に [詳細を表
示( View details) ] が表示されます。

 l SMC クライアント  インターフェイスには何も表示
されません。
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イベントに関する質問 応答

アラームの詳細をクリックすると何
が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI には、送信元ホストの
セキュリティ イベントが表示されます。

 l SMC クライアント  インターフェイスには何も表示
されません。

関連フローについてどのような情
報が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI のインターフェイスには
何も表示されません。

 l SMC クライアント  インターフェイスには、直近  5 
分間に当該フローを観測したフロー コレクタから
のフローが表示されます。

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##283-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##283-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##283-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Half Open Attack

これはどのようなセキュリティ イベントですか。
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このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

これはサービス妨害( DoS)攻撃です。ハーフ オープン
攻撃は、接続を開いても伝送しないため、帯域幅また
は接続ハンドラを浪費させる試行となり、悪意のある
接続がタイムアウトになるまで犠牲となるホストが長時
間強制的に待機することになる可能性があります。

次に実行すべきステップは何で
すか。

目的は、ターゲットへの接続が正当であるかどうか、お
よびターゲットでパフォーマンスが低下しているかどうかを
判断することです。これは、2 つの内部ホスト間での悪
意のある動作である可能性もありますが、内部ホストと
外部ホスト間で発生した場合のほうが、一般により興
味深いイベントとなります。

まず、イベント日に対して、イベントの送信元および
ターゲット間でフロー クエリを実行します。フローが継続
しているかどうかをメモします。継続していない場合は、
サービス停止は発生しておらず、問題ではない可能性
があります。また、送信元とターゲットの両方のホストの
セキュリティ イベント履歴もチェックできます。送信元ホ
ストでは、複数のターゲットに対して、または継続的に
このイベントが発生しているでしょうか。継続的に発生
している場合は、詳しく調査する必要があります。

ターゲット  ホストで、継続的ではなく一度に、ターゲット  
ホストに対して多数のホストがこのイベントをトリガーし
ているでしょうか。これは分散型サービス妨害( DDoS)
攻撃の兆候である可能性があります。また、イベントが
継続的に発生している場合は、サービスがホストしてい
る何らかのアプリケーションの通常の動作であることがあ
ります。この場合、特定のホストに対してイベントをオフ
にすることを検討してください。

関連するトラフィックがフロー センサーによって観測され
た場合は、パフォーマンス レポートを実行し、トラフィック
の特性のために SRT(サーバ応答時間)が影響を受け
ていないかどうかを確認します。これが正当なトラフィッ
クであるかどうかを示している可能性があります。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##26-variance-threshold-other-based##
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このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##26-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##26-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##26-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##26-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##26-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##26-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##26-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

High File Sharing Index
ファイル共有アクティビティが、ファイル共有インデックス( FSI)しきい値を超えています。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##20-variance-threshold-other-based##
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このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##20-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##20-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##20-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##20-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##20-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##20-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##20-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

High SMB Peers
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

これが特定のシナリオで発生することが判明している場
合、またはしきい値を非常に低く設定している場合を
除き、このイベントはホストが侵害を受けている兆候を
ほぼ確実に示しています。これは一般に、マルウェアが 
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このイベントに関する質問 応答

SMB 経由で自動的に拡散しようとしている兆候で
す。

次に実行すべきステップは何で
すか。

このセキュリティ イベントは、侵害の兆候である可能性
がありますが、このイベントを調査して、外部ホストが特
定の範囲内にあるかどうか、またはアクセスされた外部
ホストの数を確認することができます。

このためには、フロー クエリを実行します。クエリの開始
時間をイベント日に設定します。 [フィルタ( Filter) ] ダイ
アログの [ホスト ( Hosts) ] タブで、 [クライアント ( Client) ]  
または [サーバ ホスト ( Server Host) ]  をイベントの送信
元として設定し、 [その他のホスト ( Other Host) ]  が [内
部ホスト ( Inside Hosts) ] ホスト  グループであることを確
認します。 [サービスおよびアプリケーション( Services & 
Applications) ] タブで、 [サービス( Services) ]  でフィルタ
処理を行い、 [SMB]  を含めます。このクエリは、関連フ
ローをすべて返します。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##60-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##60-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##60-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##60-category-contribution-target##
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イベントに関する質問 応答

数量はどの程度で
すか。

##60-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##60-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##60-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##60-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

High Total Traffic
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

着信と発信の両方のトラフィックをカウントするため、過
大な合計トラフィックは異常な動作の一般的な兆候で
す。着信が多くを占める場合、発信が多くを占める場
合、またはこの 2 つの組み合わせであることがあります。
IP は単に、異常に大量のトラフィックで使用されます。

次に実行すべきステップは何で
すか。

どのくらいのデータが移動し、そのデータがどこからどこに
向かっているのかを特定します。これを調査する理想
的な方法は、送信元ホストに対してフロー クエリを実
行することです。関連付けられているセキュリティ イベン
トの日を期間として設定し、クライアント  ホストまたは
サーバ ホストになる送信元ホストを設定します。

結果が返されたら、最高量のデータの宛先または発信
元を調べます。これを行うには、合計バイト数で並べ
替えます。目的は、突出したフローを見つけることで
す。

突出したフローを見つけた後は、これが想定された動
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このイベントに関する質問 応答

作であるかどうかを確認します。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##16-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##16-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##16-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##16-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##16-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##16-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##16-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##16-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。
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High Traffic
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

着信と発信の両方のトラフィックをカウントするため、過
大な合計トラフィックは異常な動作の一般的な兆候で
す。着信が多くを占める場合、発信が多くを占める場
合、またはこの 2 つの組み合わせであることがあります。
IP は単に、異常に大量のトラフィックで使用されます。
着信または発信  DoS を示している可能性がありま
す。

次に実行すべきステップは何で
すか。

どのくらいのデータが移動し、そのデータがどこからどこに
向かっているのかを特定します。これを調査する理想
的な方法は、送信元ホストに対してフロー クエリを実
行することです。クエリの開始時刻を、関連付けられて
いるセキュリティ イベントの開始時刻の 5 分前に設定
し、(アラームが存在する場合)終了時刻はアラームの
終了時刻に設定します。クライアント  ホストまたはサー
バ ホストになる送信元ホストを設定します。

結果が返されたら、最高量のデータの宛先または発信
元を調べます。これを行うには、合計バイト数で並べ
替えます。目的は、突出したフローを見つけることで
す。

突出したフローを見つけた後は、これが想定された動
作であるかどうかを確認します。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##30-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。
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イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##30-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##30-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##30-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##30-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##30-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##30-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##30-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

High Volume Email
ホストがメール ワームに感染している可能性が考えられます。5 分間の許容数を超えたことを示す
関連アラートが発生しました。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##9-variance-threshold-other-based##
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このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##9-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##9-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##9-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##9-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##9-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##9-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##9-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Host Lock Violation
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

これは実際には、ルータの ACL に相当するユーザ設定
のモニタリングです。イベントの意味はユーザが特定のホ
スト  ロックを実装することを決めた理由によって異なりま
すが、一般的には、送信元、接続先、および可能性
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このイベントに関する質問 応答

のあるアプリケーションに基づいてユーザが不適切である
と見なした接続です。

次に実行すべきステップは何で
すか。

ホスト  ロック違反の調査のステップはすべて、ホスト  ロッ
クを設定したコンテキストによって異なります。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##1-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##1-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##1-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##1-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##1-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##1-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##1-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
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イベントに関する質問 応答

い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##1-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

ICMP Flood
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

これは、送信元ホストが DoS 攻撃(侵害を受けたまた
はユーザのどちらかによって発生する可能性がありま
す) 、誤設定されたネットワーク アプリケーション、または
偵察(パケットが小さなグループではなく非常に広範囲
の IP を使用して送信されているとき)に関係しているこ
とを示します。

次に実行すべきステップは何で
すか。

送信されている ICMP パケットの数やレート、送信のタ
イミング、および送信先を確認します。これを調査する
理想的な方法は、送信元ホストに対してフロー クエリ
を実行することです。クエリの開始時刻を、関連付けら
れているセキュリティ イベントの開始時刻の 5 分前に設
定し、(アラームが存在する場合)終了時刻はアラーム
の終了時刻に設定します。プロトコルフィルタを [ICMP 
のみ( ICMP only) ]  に設定します。

結果が返されたら、検索期間中に大部分の ICMP パ
ケットがどこへ送信されたのかを確認します。このイベン
トの対象が、大量の ICMP パケットがあるフローのクライ
アントホストである場合、 [ クライアント  パケット数
( Client Packets) ] または [クライアント  パケット  レート
( pps) ( Client Packet Rate (pps)) ] で並べ替えることが
できます。目的は、突出したフローを見つけることで
す。

突出したフローを見つけた後は、これが想定された動
作であるかどうかを確認します。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。
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イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##7-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##7-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##7-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##7-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##7-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##7-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##7-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##7-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

ICMP Received
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。
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このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

これは、ターゲットホストが DoS 攻撃のターゲットにされ
ているか、誤設定されたネットワーク アプリケーションで
あることを示します。

次に実行すべきステップは何で
すか。

受信されている ICMP パケットの数やレート、受信のタ
イミング、および送信元を確認します。これを調査する
理想的な方法は、ターゲット  ホストに対してフロー クエ
リを実行することです。クエリの開始時刻を、関連付け
られているセキュリティ イベントの開始時刻の 5 分前に
設定し、(アラームが存在する場合)終了時刻はア
ラームの終了時刻に設定します。プロトコルフィルタを 
[ICMP のみ( ICMP only) ]  に設定します。

結果が返されたら、検索期間中に大部分の ICMP パ
ケットがどこから送信されたのかを確認します。このイベ
ントの対象が、大量の ICMP パケットがあるフローのクラ
イアントホストである場合、 [ クライアント  パケット数
( Client Packets) ] または [クライアント  パケット  レート
( pps) ( Client Packet Rate (pps)) ] で並べ替えることが
できます。目的は、突出したフローを見つけることで
す。

突出したフローを見つけた後は、これが想定された動
作であるかどうかを確認します。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##50-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##50-category-contribution-source##

数量はどの程度で ##50-source-quantity##                                                 
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イベントに関する質問 応答

すか。

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##50-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##50-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##50-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##50-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##50-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

ICMP_Comm_Admin*
送信元ホストが、「管理者が通信を禁止しています( communication is administratively 
prohibited) 」という ICMP メッセージを受信しました。このメッセージは、管理フィルタによってルータが
パケットを転送できない場合に表示されます。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##302-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。
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イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##302-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##302-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##302-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##302-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##302-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##302-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##302-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

ICMP_Dest_Host_Admin*
送信元ホストが、「管理上、宛先ホストが禁止されています( destination host is administratively 
prohibited) 」という ICMP メッセージを受信しました。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##299-variance-threshold-other-based##
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このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##299-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##299-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##299-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##299-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##299-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##299-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##299-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

ICMP_Dest_Host_Unk*
送信元ホストが、「宛先ホストが不明 ( destination host unknown) 」エラーの発生を示す ICMP 
メッセージを受信しました。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。
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イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##296-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##296-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##296-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##296-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##296-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##296-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##296-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##296-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

ICMP_Dest_Net_Admin*
送信元ホストが、「管理者が宛先ネットワークを禁止しています( destination network is 
administratively prohibited) 」という ICMP メッセージを受信しました。
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( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##298-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##298-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##298-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##298-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##298-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##298-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##298-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##298-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。
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ICMP_Dest_Net_Unk*
送信元ホストが、「宛先ネットワークが不明 ( destination network unknown) 」エラーの発生を示す 
ICMP メッセージを受信しました。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##295-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##295-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##295-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##295-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##295-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##295-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##295-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。
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イベントに関する質問 応答

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##295-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

ICMP_Frag_Needed*
送信元ホストが、「IP データグラムが大きすぎます( the IP datagram is too big) 」という ICMP メッ
セージを受信しました。パケット  フラグメンテーションが必要ですが、 IP ヘッダーに DF ビットが設定さ
れています。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##293-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##293-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##293-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##293-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##293-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。
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イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##293-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##293-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##293-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

ICMP_Host_Precedence*
送信元ホストが、「ホスト優先違反 ( host precedence violation) 」の発生を示す ICMP メッセージ
を受信しました。これは最初のホップ ルータからホストに送信されるものです。送信元 /宛先ホストま
たはネットワーク、上位層プロトコル、および送信元 /宛先ポートの特定の組み合わせで、要求され
た優先順位が許可されていないことを示します。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##303-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##303-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##303-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##303-category-contribution-target##
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イベントに関する質問 応答

数量はどの程度で
すか。

##303-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##303-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##303-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##303-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

ICMP_Host_Unreach*
送信元ホストが、「ターゲット  ホストに到達できません( target host is unreachable) 」という ICMP 
メッセージを受信しました。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##290-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど

##290-category-contribution-source##
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イベントに関する質問 応答

れですか。

数量はどの程度で
すか。

##290-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##290-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##290-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##290-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##290-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##290-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

ICMP_Host_Unreach_TOS*
送信元ホストが、「指定されたサービス タイプではターゲット  ホストに到達できません( target host is 
unreachable due to the specified Type of Service) 」という ICMP メッセージを受信しました。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##301-variance-threshold-other-based##
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このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##301-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##301-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##301-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##301-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##301-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##301-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##301-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

ICMP_Net_Unreach*
送信元ホストが、「ターゲット  ネットワークに到達できません( the target network is unreachable) 」と
いう ICMP メッセージを受信しました。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。
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イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##289-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##289-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##289-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##289-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##289-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##289-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##289-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##289-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

ICMP_Net_Unreach_TOS*
送信元ホストが、「指定されたサービス タイプではネットワークに到達できません( network is 
unreachable for the specified Type Of Service) 」という ICMP メッセージを受信しました。
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( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##300-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##300-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##300-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##300-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##300-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##300-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##300-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##300-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。
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ICMP_Port_Unreach*
送信元ホストが、「宛先ポートに到達できません( the destination port is unreachable) 」という 
ICMP メッセージを受信しました。指定されたトランスポート  プロトコル( UDP など)がデータグラムを
逆多重化できませんが、送信者に通知するプロトコル メカニズムがありません。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##292-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##292-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##292-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##292-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##292-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##292-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##292-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
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イベントに関する質問 応答

い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##292-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

ICMP_Precedence_Cutoff*
送信元ホストが、「優先順位のカットオフ」が有効であるという ICMP メッセージを受信しました。
ネットワーク オペレータが、操作に必要な最低の優先レベルを強制しています。データグラムが、こ
のレベルを下回る優先順位で送信されました。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##304-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##304-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##304-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##304-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##304-target-quantity##                                                 

 

セキュリティイベント一覧

© 2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

103



このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##304-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##304-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##304-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

ICMP_Proto_Unreach*
送信元ホストが、「宛先プロトコルに到達できません( the destination protocol is unreachable) 」と
いう ICMP メッセージを受信しました。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##291-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##291-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##291-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど

##291-category-contribution-target##
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イベントに関する質問 応答

れですか。

数量はどの程度で
すか。

##291-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##291-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##291-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##291-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

ICMP_Src_Host_Isolated*
送信元ホストが、「送信元ホストが隔離されているエラー( source host isolated error) 」の発生を
示す ICMP メッセージを受信しました。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##297-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。
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イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##297-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##297-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##297-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##297-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##297-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##297-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##297-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

ICMP_Src_Route_Failed*
送信元ホストが、「送信元ルート失敗 ( source route failed) 」エラーの発生を示す ICMP メッセー
ジを受信しました。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##294-variance-threshold-other-based##
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このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##294-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##294-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##294-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##294-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##294-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##294-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##294-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

ICMP_Timeout
ホストがメッセージを送信した結果、「トランジットでパケット存続時間が超過しました( Time to live 
exceeded in transit) 」という ICMP メッセージが表示されました。このメッセージは多くの場合、ト
レースルート、ネットワークの不具合 (ルーティング ループ) 、ファイアウォーク テクニックの結果として表
示されます。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。
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このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##258-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##258-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##258-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##258-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##258-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。
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イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##258-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##258-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##258-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Inside Tor Entry Detected
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

ToR(正式には Onion ルータ)は、インターネット接続の
匿名化に使用するネットワークであり、ToR ネットワーク
を終了する前に複数のリレーを経由して接続を送信
することで機能します。ToR エントリ ノードは、ToR 接
続が ToR ネットワークを移動し、終了する前に通過す
る最初のサーバです。

このセキュリティ イベントには、StealthWatch システムに
よりモニタされており、ToR エントリ ノードとしてアドバタ
イズされているホストが関わっています。ToR 終了ノー
ドをホストすることは、必ずしも問題ではありませんが、
ネットワーク管理者が知らない場合は問題です。ToR 
終了ノードとは異なり、ToR エントリ ノードは ToR ネッ
トワーク内のトラフィックのみを転送するので、主な懸念
事項は通常帯域幅です。

次に実行すべきステップは何で
すか。

このイベントの調査の主な目的は技術的なものではあ
りません。ToR エントリ ノードを認識しているユーザがい
るかどうか、および ToR エントリ ノードが許可されている
かどうかを判断します。もしそうであれば、特定の許可
されたホストのイベントを無効にします。ホストのセキュリ
ティ イベント履歴を表示して、ホストが ToR エントリ 
ノードとしてアドバタイズされている間に通信を開始し
た時点を確認することもできます。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

セキュリティイベント一覧

© 2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

109



イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##515-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##515-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##515-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##515-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##515-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##515-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##515-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##515-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Inside Tor Exit Detected
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。
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このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

ToR(正式には Onion ルータ)は、インターネット接続の
匿名化に使用するネットワークであり、ToR ネットワーク
を終了する前に複数のリレーを経由して接続を送信
することで機能します。ToR 終了ノードは、ToR 接続
が ToR ネットワークを移動して終了する前に通過する
最初のサーバであり、ネットワーク接続の宛先が最終
的に接続の送信元と見なすものです。

このセキュリティ イベントには、StealthWatch システムに
よりモニタされており、ToR 終了ノードとしてアドバタイ
ズされているホストが関わっています。ToR 終了ノード
をホストすることは、必ずしも問題ではありませんが、
ネットワーク管理者が知らない場合は問題です。ToR 
終了ノードのホスティングに関する主な懸念には、帯
域幅の使用やノードを経由してアクティビティが匿名化
されることの法的な懸念があります。

次に実行すべきステップは何で
すか。

このイベントの調査の主な目的は技術的なものではあ
りません。ToR 終了ノードを認識しているユーザがいる
かどうか、および ToR 終了ノードが許可されているかど
うかを判断します。もしそうであれば、特定の許可され
たホストのイベントを無効にします。ホストのセキュリティ 
イベント履歴を表示して、ToR 終了ノードとしてアドバ
タイズされ、通信を開始したのがいつかを確認すること
もできます。また、 [最上位ピア( Top Peers) ] レポートを
実行し、サーバが消費した帯域幅の量と、帯域幅の
移動先を確認できます。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##319-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント ##319-category-contribution-source##
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イベントに関する質問 応答

が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

数量はどの程度で
すか。

##319-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##319-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##319-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##319-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##319-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##319-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Low Traffic
直近  5 分間のホストの平均トラフィックが、最小許容値を下回っています。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##29-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。
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イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##29-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##29-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##29-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##29-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##29-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##29-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##29-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

MAC Address Violation
最後のアーカイブ時間以降、ホストの MAC アドレスの変更回数が、許容回数を超えました。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##25-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。
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イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##25-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##25-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##25-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##25-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##25-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##25-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##25-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Mail Rejects
ターゲット  ホストで受信した拒否メール試行の数が許容数を超え、これが原因で、5 分間の許容
数を超えたことを示す関連アラートが発生しました。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##12-variance-threshold-other-based##
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このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##12-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##12-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##12-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##12-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##12-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##12-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##12-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Mail Relay
5 分間の許容数を超えたことを示す関連アラートが発生したため、ターゲット  ホストがメール リレーと
して動作している可能性が考えられます。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##10-variance-threshold-other-based##
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このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##10-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##10-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##10-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##10-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##10-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##10-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##10-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Max Flows Initiated
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

これはいくつかの異なる問題を示す可能性があります
が、最初に、これが偵察または DoS 攻撃に関係する
ホストの兆候であるかどうかを特定する必要がありま
す。
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このイベントに関する質問 応答

次に実行すべきステップは何で
すか。

これらの間の共通のリンクを見つけることによって、何が
これらのタイプのフローを引き起こしているのかを確認し
ます。たとえば、これらのフローのほとんどが同じホストに
向かっているのか、同じポートを使用して異なるホスト
に向かっているのか、などです。

これを確認する最適な方法は、いずれかの最上位レ
ポートを実行することです。まず、 [最上位ピア( Top 
Peers) ] レポートと [最上位ポート ( Top Ports) ] レポー
トのいずれかを実行します。レポートにアクセスし、 [フィ
ルタ( Filter) ] ダイアログの [ホスト ( Hosts) ] タブで [方向
( Direction) ] フィールドを [合計( Total) ]  に設定しま
す。ここで、 [クライアント ( Client) ]  はイベントの送信元
とし、 [サーバ ホスト ( Server Host) ]  の除外はなしにし
ます。 [日時( Date/Time) ] タブで、イベントの開始アク
ティブ時間の 5 分前からイベントの開始アクティブ時間
までを、期間として設定します。 [詳細( Advanced) ] タ
ブで、 [フロー( Flows) ]  で並べ替えます。大半のフロー
が特定の行セットに適用されるかどうかを確認します
(これが該当しない場合、提示された 2 つの最上位レ
ポートのもう 1 つのレポートを実行します) 。
突出したポートまたはピアを見つけた後は、これが想定
された動作であるかどうかを確認します。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##17-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##17-category-contribution-source##

数量はどの程度で ##17-source-quantity##                                                 
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イベントに関する質問 応答

すか。

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##17-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##17-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##17-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##17-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##17-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Max Flows Served
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

これはいくつかの異なる問題を示す可能性があります
が、最初に、これが偵察または DoS 攻撃のターゲット
になっているホストの兆候であるかどうかを特定する必
要があります。通常大量のトラフィックを処理するホスト
の場合、しきい値と許容度の設定によっては通常の使
用時の増加にすぎないことがあります。

次に実行すべきステップは何で
すか。

これらの間の共通のリンクを見つけることによって、何が
これらのタイプのフローを引き起こしているのかを確認し
ます。たとえば、これらのフローのほとんどが同じホストか
ら発信されているのか、同じポートをターゲットにしてい
る複数のホストから発信されているのか、などです。
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このイベントに関する質問 応答

これを確認する最適な方法は、いずれかの最上位レ
ポートを実行することです。まず、 [最上位ピア( Top 
Peers) ] レポートと [最上位ポート ( Top Ports) ] レポー
トのいずれかを実行します。レポートにアクセスし、 [フィ
ルタ( Filter) ] ダイアログの [ホスト ( Hosts) ] タブで [方向
( Direction) ] フィールドを [合計( Total) ]  に設定しま
す。ここで、 [サーバ ホスト ( Server Host) ]  はイベントの
送信元とし、 [クライアント ( Client) ]  の除外はなしにし
ます。 [日時( Date/Time) ] タブで、イベントの開始アク
ティブ時間の 5 分前からイベントの開始アクティブ時間
までを、期間として設定します。 [詳細( Advanced) ] タ
ブで、 [フロー( Flows) ]  で並べ替えます。大半のフロー
が特定の行セットに適用されるかどうかを確認します
(これが該当しない場合、提示された 2 つの最上位レ
ポートのもう 1 つのレポートを実行します) 。
突出したポートまたはピアを見つけた後は、これが想定
された動作であるかどうかを確認します。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##37-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##37-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##37-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##37-category-contribution-target##
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イベントに関する質問 応答

数量はどの程度で
すか。

##37-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##37-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##37-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##37-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

New Flows Initiated
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

これはいくつかの異なる問題を示す可能性があります
が、最初に、これが偵察または DoS 攻撃に関係する
ホストの兆候であるかどうかを特定する必要がありま
す。

次に実行すべきステップは何で
すか。

これらの間の共通のリンクを見つけることによって、何が
これらのタイプのフローを引き起こしているのかを確認し
ます。たとえば、これらのフローのほとんどが同じホストに
向かっているのか、同じポートを使用して異なるホスト
に向かっているのか、などです。

これを確認する最適な方法は、いずれかの最上位レ
ポートを実行することです。まず、 [最上位ピア( Top 
Peers) ] レポートと [最上位ポート ( Top Ports) ] レポー
トのいずれかを実行します。レポートにアクセスし、 [フィ
ルタ( Filter) ] ダイアログの [ホスト ( Hosts) ] タブで [方向
( Direction) ] フィールドを [合計( Total) ]  に設定しま
す。ここで、 [クライアント ( Client) ]  はイベントの送信元
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このイベントに関する質問 応答

とし、 [サーバ ホスト ( Server Host) ]  の除外はなしにし
ます。 [日時( Date/Time) ] タブで、イベントの開始アク
ティブ時間の 5 分前からイベントの開始アクティブ時間
までを、期間として設定します。 [詳細( Advanced) ] タ
ブで、 [フロー( Flows) ]  で並べ替えます。大半のフロー
が特定の行セットに適用されるかどうかを確認します
(これが該当しない場合、提示された 2 つの最上位レ
ポートのもう 1 つのレポートを実行します) 。
突出したポートまたはピアを見つけた後は、これが想定
された動作であるかどうかを確認します。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##18-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##18-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##18-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##18-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##18-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。
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イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##18-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##18-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##18-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

New Flows Served
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

これはいくつかの異なる問題を示す可能性があります
が、最初に、これが偵察または DoS 攻撃のターゲット
になっているホストの兆候であるかどうかを特定する必
要があります。通常大量のトラフィックを処理するホスト
の場合、しきい値と許容度の設定によっては通常の使
用時の増加にすぎないことがあります。

次に実行すべきステップは何で
すか。

これらの間の共通のリンクを見つけることによって、何が
これらのタイプのフローを引き起こしているのかを確認し
ます。たとえば、これらのフローのほとんどが同じホストに
向かっているのか、同じポートを使用して異なるホスト
に向かっているのか、などです。

これを確認する最適な方法は、いずれかの最上位レ
ポートを実行することです。まず、 [最上位ピア( Top 
Peers) ] レポートと [最上位ポート ( Top Ports) ] レポー
トのいずれかを実行します。レポートにアクセスし、 [フィ
ルタ( Filter) ] ダイアログの [ホスト ( Hosts) ] タブで [方向
( Direction) ] フィールドを [合計( Total) ]  に設定しま
す。ここで、 [サーバ ホスト ( Server Host) ]  はイベントの
送信元とし、 [クライアント ( Client) ]  の除外はなしにし
ます。 [日時( Date/Time) ] タブで、イベントの開始アク
ティブ時間の 5 分前からイベントの開始アクティブ時間
までを、期間として設定します。 [詳細( Advanced) ] タ
ブで、 [フロー( Flows) ]  で並べ替えます。大半のフロー
が特定の行セットに適用されるかどうかを確認します
(これが該当しない場合、提示された 2 つの最上位レ
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このイベントに関する質問 応答

ポートのもう 1 つのレポートを実行します) 。
突出したポートまたはピアを見つけた後は、これが想定
された動作であるかどうかを確認します。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##38-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##38-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##38-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##38-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##38-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##38-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##38-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。
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イベントに関する質問 応答

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##38-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

New Host Active
新しいホストが検出されました。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##14-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##14-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##14-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##14-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##14-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##14-event-id-name##
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イベントに関する質問 応答

イベントの syslog タイプは何です
か。

##14-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##14-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Packet Flood
送信元ホストが、ターゲット  ホストに過大な数のショート  パケットを送信しました。このセキュリティ イ
ベントは、ブルート  フォース攻撃、DoS 攻撃、ネットワーク アプリケーションの不具合によるものと考
えられます。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##8-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##8-category-contribution-source##
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イベントに関する質問 応答

数量はどの程度で
すか。

##8-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##8-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##8-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##8-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##8-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##8-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Ping
送信元ホストが ICMP エコー返信を送信し、ターゲットから ICMP エコー応答を受信しました。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。
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このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##257-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##257-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##257-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##257-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##257-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##257-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##257-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##257-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。
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Ping_Oversized_Packet
送信元ホストが、90 データ バイトを超える ICMP エコー要求または返信を送信しました。これらの
イベントは無害なネットワーク ヘルス チェックである可能性もありますが、隠されたデータ チャネルが
含まれている場合もあります。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##278-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##278-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##278-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##278-category-contribution-target##

セキュリティイベント一覧

© 2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

128



イベントに関する質問 応答

数量はどの程度で
すか。

##278-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##278-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##278-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##278-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Ping_Scan

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

ICMP スキャンは、複数のホストにわたる特定のポート
または 1 つのホスト上の多数のポートのスキャンとは異
なり、一般的に、特定のサービスではなく単に応答す
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このイベントに関する質問 応答

るホストの検索であり、偵察の早期のタイプです。ホス
ト  ping スキャンは一般的に、さらに調査を行う可能性
がある、ネットワーク上の他のアクティブ ホストを見つけ
ようとしています。

次に実行すべきステップは何で
すか。

ホストがスキャンしていた内容を判断します。これは 
ICMP ベースのスキャンであるため、主な目標は、UDP 
または TCP スキャンで行うような、どのような特定の
サービスがターゲットになるのかではなく、どのようなホス
トがスキャンされているのかを把握することです。これ
は、フロー クエリを実行することで調査できます。このと
き、クライアント  ホストまたはサーバ ホストはイベントの
送信元であり、期間はイベントの日、プロトコルは 
ICMP です。スキャン対象ホストにパターンがあるかどう
かを確認するため、ピアの IP またはホスト  グループに基
づいて結果を並べ替えます。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##277-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##277-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##277-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##277-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##277-target-quantity##                                                 
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このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##277-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##277-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##277-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Port Scan
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントはどのような動作に
よって引き起こされますか。

ポートスキャンでは、1 つのホストが別のホストと通信し
ているポート数が 1024 までカウントされます。設定可
能なしきい値を超えるとイベントがトリガーされます。

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

ホストが別のホストの「ポートスキャン」を行っていること
を示します。これは、スキャン元のホストが、スキャン対
象のホストによって提供可能なサービスを特定しようと
していることを意味します。これを外部ホストが実行し
ている場合は、エクスプロイトの試みの前兆である可能
性があります(ただし、インターネットからのスキャンが想
定されます) 。スキャン元のホストが内部ホストである場
合は、攻撃者または侵害されたホストが、組織のネット
ワーク内で水平方向に移動しようとしていることを示す
兆候である可能性があります。

次に実行すべきステップは何で
すか。

このセキュリティ イベントの送信元ホストが外部ホストで
ある場合は、スキャンされたホストと継続して通信して
いるかどうかを確認します。このためには、送信元ホス
トとターゲットホスト間でフロー クエリを開きます。送信
元ホストと自社のネットワーク間のすべてのトラフィックを
確認するだけでも有効な場合もあります。このホストの
送信元が内部ホストである場合は、フロー クエリを使
用して送信元とターゲット間のフローを確認し、それが
想定された動作であるかを判定します。
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このイベントに関する質問 応答

非標準のフロー データが必要で
すか。

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)

なし

注記 なし

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このセキュリティ イベントがトリ
ガーされるために必要なポリシー
設定は何ですか。

スキャンを実行するホストでポート  スキャンを有効にす
る必要があります。

デフォルトでこのイベントがオンで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]

デフォルトでこのイベントがオフで
あるポリシーはどれですか。

なし

デフォルトでこのアラームがオンで
あるポリシーはどれですか。

なし

デフォルトでこのアラームがオフで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]

このイベントは調整可能です
か。

○

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##55-variance-threshold-other-based##

既定値と単位は何ですか。 該当なし

許容値 該当なし

最小しきい値 該当なし

最大しきい値 該当なし

バリアンス ベースではないパラ
メータを使用してイベントを調整
できますか。

○
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イベントに関する質問 応答

該当する場合、調整可能な
属性と単位は何ですか。

調整可能なパラメータは、イベントを開始させるために
必要なスキャンされたポートの数で、デフォルトでは 10 
になっています。

通常のポリシー エディタを使用せ
ずにイベントを調整できますか。

該当なし

該当する場合、調整可能な
値の代替ロケーションは何です
か。

該当なし

イベントにデフォルトの緩和策が
設定されていますか。

該当なし

該当する場合、それは何です
か。

該当なし

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

イベントの送信元は何ですか。 スキャンを実行するホスト

ターゲットは何ですか。 スキャンされているホスト

イベントのトリガーを引き起こす
ポリシーはどれですか。

送信元ホスト

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##55-category-contribution-source##

数量はどの程度ですか。 ##55-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##55-category-contribution-target##

数量はどの程度ですか。 ##55-target-quantity##                                                 

 

StealthWatch システム ユーザ インターフェイスでは、このイベントに関してどのような情報が
利用可能ですか。
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イベントに関する質問 応答

アラームの詳細にはどのような情
報が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI の詳細列に [詳細を表
示( View details) ] が表示されます。

 l SMC クライアント  インターフェイスには何も表示
されません。

アラームの詳細をクリックすると何
が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI には、送信元ホストの
セキュリティ イベントが表示されます。

 l SMC クライアント  インターフェイスには何も表示
されません。

関連フローについてどのような情
報が表示されますか。

 l Web アプリケーション UI のインターフェイスには
何も表示されません。

 l SMC クライアント  インターフェイスには、直近  5 
分間に当該フローを観測したフロー コレクタから
のフローが表示されます。

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##55-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##55-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##55-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Reset/tcp
送信元ホストが送信した TCP パケットがターゲット  ホストにより拒否されました。通常このセキュリ
ティ イベントは、アプリケーションの不具合および TCP ポート  スキャンの結果として発生します。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。
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このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##262-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##262-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##262-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##262-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##262-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

セキュリティイベント一覧

© 2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

135



イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##262-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##262-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##262-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Reset/udp
送信元ホストが UDP パケットを送信し、ターゲットホストに拒否されました。通常このセキュリティ イ
ベントには、 ICMP ポート到達不能セキュリティ イベントが伴います。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##261-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。
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イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##261-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##261-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##261-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##261-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##261-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##261-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##261-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Scanner Talking
このセキュリティ イベントは、ネットワークをスキャンしていたホストが、スキャンしたいずれかのターゲット  
ホストと双方向の対話を行っていることを示します。これは、内部ホスト  ポリシーと外部ホストポリ
シーでデフォルトで有効になっています。ただし、ネットワーク管理およびスキャナ ロールのポリシーで
はデフォルトで無効になっています。  

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##63-variance-threshold-other-based##
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このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##63-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##63-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##63-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##63-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##63-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##63-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##63-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Slow Connection Flood
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

ホストが非常に低いパケット  レートでターゲットへの複数
の接続を開始していることを示します。このような接続
の目的は、多くの帯域幅を必要とせずに開いている接
続を維持することです。これはアプリケーション サービス
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このイベントに関する質問 応答

妨害( DoS)攻撃の一種です。これは、大量の帯域幅
を必要とせずに使用できないサービスをレンダリングでき
るため、脆弱なホストに対して簡単に攻撃を実行でき
るようになり、多くの場合検出が困難になります。

次に実行すべきステップは何で
すか。

目的は、ターゲットへの接続が正当であるかどうか、お
よびターゲットでパフォーマンスが低下しているかどうかを
判断することです。これは、2 つの内部ホスト間で悪意
のある動作である可能性がありますが、内部ホストと外
部ホスト間ではより興味深いイベントである可能性が
あります。

まず、イベント日に対して、イベントの送信元および
ターゲット間でフロー クエリを実行します。フローが継続
しているかどうかをメモします。継続していない場合は、
サービス停止は発生しておらず、問題ではない可能性
があります。また、送信元とターゲットの両方のホストの
セキュリティ イベント履歴もチェックできます。送信元ホ
ストでは、複数のターゲットに対して、または継続的に
このイベントが発生しているでしょうか。継続的に発生
している場合は、詳しく調査する必要があります。

ターゲット  ホストで、継続的ではなく一度に、ターゲット  
ホストに対して多数のホストがこのイベントをトリガーし
ているでしょうか。これは分散型サービス妨害( DDoS)
攻撃の兆候である可能性があります。また、イベントが
継続的に発生している場合は、サービスがホストしてい
る何らかのアプリケーションの通常の動作であることがあ
ります。この場合、特定のホストに対してイベントをオフ
にすることを検討してください。

関連するトラフィックがフロー センサーによって観測され
た場合は、パフォーマンス レポートを実行し、トラフィック
の特性のために SRT(サーバ応答時間)が影響を受け
ていないかどうかを確認します。これが正当なトラフィッ
クであるかどうかを示している可能性があります。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##44-variance-threshold-other-based##
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このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##44-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##44-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##44-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##44-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##44-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##44-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##44-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Spam Source
送信元ホストからの電子メールの宛先に指定されているアドレスの数が、1 通あたりの許容数を超
えているため、そのホストが電子メール スパムの送信元である可能性があります。または、5 分間の
許容回数を超えたことを示す関連アラートが発生しています。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース ##11-variance-threshold-other-based##
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イベントに関する質問 応答

またはしきい値ベースのいずれで
すか。

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##11-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##11-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##11-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##11-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##11-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##11-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##11-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Src=Des
IP データグラムの送信元ホストとターゲット  ホストが同じです。通常このセキュリティ イベントは、ルー
ティングの中断を目的として細工されたパケットが原因になっています。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。
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このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##273-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##273-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##273-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##273-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##273-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

セキュリティイベント一覧

© 2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

142



イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##273-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##273-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##273-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

SSH Reverse Shell
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

このセキュリティ イベント  アラームの目的は、SSH リバー
ス シェルを見つけることです。攻撃者は、発信  SSH 接
続のように見える接続を介して、感染したネットワーク
へのオンデマンド  アクセスを確立する方法として、SSH 
リバース シェルを使用することがあります。これにより攻
撃者は、ファイアウォールのようなもので着信接続がブ
ロックされる場合でもシステムへのアクセスを維持するこ
とができます。

次に実行すべきステップは何で
すか。

このセキュリティ イベントを調査するときは、多くは内部
ネットワーク上に置かれている、送信元ホストの役割を
正しく保つことが重要です。問題になっているホストが
正式な容量の SSH または SFTP サーバである場合、
これは誤ったアラームであることがあります。このようなデ
バイスからこれらのアラームを制限するには、ホストポリ
シーの調整が必要な場合があります。

しかし、内部ホストにそのようなデバイスの明確な容量
がない場合には、問題になっている外部ホストのアイデ
ンティティを確立する必要があります。既知のエンティ
ティによって所有されているかを確認し、そうである場合
は誤ったアラームである可能性があります。既知のエン
ティティではない場合は、ターゲット  ホストで [最上位ピ
ア( Top Peers) ](発信)レポートを実行します。このレ
ポートには、外部ホストと通信されたデータ量を基準に
並べ替えられた、内部ピアのリストが示されています。こ
れは、ご使用の環境内で非常に一般的なピアである
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このイベントに関する質問 応答

かどうかを示し、動作が予期されているものであるかど
うかを判断する上で役立つことがあります。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##61-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##61-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##61-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##61-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##61-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##61-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##61-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で ##61-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
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イベントに関する質問 応答

すか。 Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Stealth_Scan/tcp
送信元ホストが、同じ送信元ポートを使用して、ターゲット  ホスト上の複数のポートに同時に接続
していました。この動作は、raw ソケットを使用して TCP または UDP 接続を確立するアプリケー
ションがあることを示しています。このセキュリティ イベントでは、セキュリティ イベントが認識される前に
最後にアクセスしたターゲット  ポートが示されます。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##272-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##272-category-contribution-source##
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イベントに関する質問 応答

数量はどの程度で
すか。

##272-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##272-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##272-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##272-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##272-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##272-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Stealth_Scan/udp
送信元ホストによるポート番号の再利用を伴う、細工された UDP スキャン。これは多くの場合、
攻撃対象のホストを探しているスキャン元のホストが「パケット  クラフティング」を実行していることを
示します。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。
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このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##271-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##271-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##271-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##271-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##271-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。
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イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##271-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##271-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##271-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Suspect Data Hoarding
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントはどのような動作に
よって引き起こされますか。

Suspect Data Hoarding では、リセット期間中に、ある
内部ホストがクライアントとして他の内部ホストからダウ
ンロードする TCP/UDP データ量がモニタされます。所
定のホストでデータ量がしきい値を超えた場合にイベン
トが開始されます。このしきい値は、ベースライン化に
よって自動的に設定するか、手動で設定することがで
きます。

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

このイベントは、特定のホストがデータを収集して、漏
洩やその他通常よりも大規模な内部データのダウン
ロードの準備をしていることを示している可能性があり
ます。

次に実行すべきステップは何で
すか。

ダウンロードされたデータ量と、どこからダウンロードされ
たかを確認します。

これを調査する場合、 [最上位ピア( Top Peers) ](着
信)レポートを実行するのが最適な方法です。クエリ期
間をイベント日に設定します。 [クライアント ( Client) ]  ま
たは [サーバ ホスト ( Server Host) ]  がセキュリティイベン
トの送信元  IP で、 [その他のホスト ( Other Host) ]  が 
[内部ホスト ( Inside Hosts) ] ホストグループであるよう
に、レポートをフィルタ処理します。目的は、データの大
部分を送信した、突出したピアを見つけることです。

突出したピアを検出したら、観測されたデータ量のう
ち、これらのピアから送信されているデータが想定された
動作かどうかを判断します。
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このイベントに関する質問 応答

非標準のフロー データが必要で
すか。

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)

該当なし

注記 該当なし

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このセキュリティ イベントがトリ
ガーされるために必要なポリシー
設定は何ですか。

[内部ホスト ( Inside Host) ] ホスト  グループに対してこの
イベントを有効にする必要があります。

デフォルトでこのイベントがオンで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]

デフォルトでこのイベントがオフで
あるポリシーはどれですか。

[ファイアウォール、プロキシ、および NAT デバイス
( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]

デフォルトでこのアラームがオンで
あるポリシーはどれですか。

なし

デフォルトでこのアラームがオフで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [ファイアウォール、プロキシ、および NAT デバ
イス( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]

このイベントは調整可能です
か。

○

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##315-variance-threshold-other-based##

既定値と単位は何ですか。  

許容値 92

最小しきい値 24 時間のクライアント  ペイロードのバイト数：500 M

最大しきい値 24 時間でダウンロードされたペイロードのバイト数：1 T

バリアンス ベースではないパラ
メータを使用してイベントを調整

○
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イベントに関する質問 応答

できますか。

該当する場合、調整可能な
属性と単位は何ですか。

ベースラインまたは許容値を反映していない特定のバ
イト数をトリガー オフにするようイベントを設定することが
できます。

通常のポリシー エディタを使用せ
ずにイベントを調整できますか。

なし

該当する場合、調整可能な
値の代替ロケーションは何です
か。

該当なし

イベントにデフォルトの緩和策が
設定されていますか。

なし

該当する場合、それは何です
か。

該当なし

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

イベントの送信元は何ですか。 ペイロード  データを受信している内部ホスト

ターゲットは何ですか。 ペイロード  データを送信している 1 つまたは複数の内
部ホスト

イベントのトリガーを引き起こす
ポリシーはどれですか。

送信元のポリシー。

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##315-category-contribution-source##

数量はどの程度ですか。 ##315-source-quantity##

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##315-category-contribution-target##

数量はどの程度ですか。 ##315-target-quantity##

 

StealthWatch システム ユーザ インターフェイスでは、このイベントに関してどのような情報が
利用可能ですか。
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イベントに関する質問 応答

アラームの詳細にはどのような情
報が表示されますか。

Web アプリケーション インターフェイス：観測された 4.02 
G ポイント。ポリシー最大値では、300,000 ポイントまで
許容。

SMC クライアント  インターフェイス：観測された 4.02 G 
ポイント。ポリシー最大値では、300,000 ポイントまで
許容。(ダブルクリックして詳細を表示)

アラームの詳細をクリックすると何
が表示されますか。

Web アプリケーション インターフェイス：ソース ホスト  IP 
の [セキュリティ イベントの詳細( Security Events 
Details) ] が表示され、検出されたイベントがある場合
にはイベントのリストが表示されます。

SMC クライアント  インターフェイス：送信元ホスト  IP に
基づいてフィルタリング処理された [セキュリティ イベント
( Security Events) ] タブが開き、検出されたイベントが
ある場合は、イベントのリストが表示されます。

関連フローについてどのような情
報が表示されますか。

Web アプリケーション インターフェイス：Dragon squad の
テキストに置き換えられます。

SMC クライアント  インターフェイス：Dragon squad のテ
キストに置き換えられます。

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##315-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##315-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##315-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Suspect Data Loss
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。
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このイベントに関する質問 応答

このイベントはどのような動作に
よって引き起こされますか。

このイベントがトリガーされた場合は、内部ホストがクラ
イアントとして外部ホストにアップロードした TCP または 
UDP ペイロードデータの累積量が内部ホストに適用さ
れているポリシーで設定されたしきい値を超えたことを
示します。これはバリアンス ベースのアラームとして使用
できます。

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

ホストを使用して、許容できる以上の情報量がイン
ターネットにアップロードされています。これは、何者かが
外部バックアップサービスを使用し、悪意を持って企業
データを漏洩している可能性があります。

次に実行すべきステップは何で
すか。

アップロードされたデータの量、およびそのデータの移動
先を判断します。

これを判断する最適な方法は、セキュリティ イベントの
送信元であるホストで [最上位ピア( Top Peers) ](発
信)レポートを実行することです。このレポートで、クライ
アントをイベントの送信元とし、サーバ ホスト  グループを 
[外部ホスト ( Outeside Hosts) ]  に設定するフィルタ処
理を行います。目的は、データの大部分を受信した、
突出したピアを見つけることです。

突出したピアを検出したら、観測されたデータ量のう
ち、これらのピアが受信しているデータが想定された動
作かどうかを判断します。

非標準のフロー データが必要で
すか。

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)

なし

注記 該当なし

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このセキュリティ イベントがトリ
ガーされるために必要なポリシー
設定は何ですか。

送信元ホストとターゲット  ホストの両方に適用されるポ
リシーでこのイベントを有効にする必要があります。

デフォルトでこのイベントがオンで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client IP) ] ポリシー
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イベントに関する質問 応答

デフォルトでこのイベントがオフで
あるポリシーはどれですか。

[ファイアウォール、プロキシ、および NAT デバイス
( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]、 [ゲスト  ワイヤ
レス( Guest Wireless) ]、 [メール サーバ ポリシー( Mail 
Server Policy) ]、 [信頼できるインターネット  ホスト
( Trusted Internet Hosts) ]

デフォルトでこのアラームがオンで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [クライアント  IP( Client IP) ] ポリシー

デフォルトでこのアラームがオフで
あるポリシーはどれですか。

[ファイアウォール、プロキシ、および NAT デバイス
( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]、 [ゲスト  ワイヤ
レス( Guest Wireless) ]、 [メール サーバ ポリシー( Mail 
Server Policy) ]、 [信頼できるインターネット  ホスト
( Trusted Internet Hosts) ]

このイベントは調整可能です
か。

○

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##40-variance-threshold-other-based##

既定値と単位は何ですか。  

許容値 50

最小しきい値 24 時間のクライアント  ペイロードのバイト数：1 G

最大しきい値 24 時間のクライアント  ペイロードのバイト数：100 G

バリアンス ベースではないパラ
メータを使用してイベントを調整
できますか。

○

該当する場合、調整可能な
属性と単位は何ですか。

ベースラインまたは許容値を反映していない特定のバ
イト数をトリガー オフにするようイベントを設定することが
できます。

通常のポリシー エディタを使用せ
ずにイベントを調整できますか。

該当なし

該当する場合、調整可能な
値の代替ロケーションは何です
か。

該当なし

イベントにデフォルトの緩和策が
設定されていますか。

なし
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イベントに関する質問 応答

該当する場合、それは何です
か。

該当なし

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

イベントの送信元は何ですか。 クライアントとして機能し、ペイロード  データを送信して
いる内部ホスト

ターゲットは何ですか。 内部ホストからのペイロード  データを受信している 1 つ
または複数の外部ホスト

イベントのトリガーを引き起こす
ポリシーはどれですか。

送信元のポリシー。

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##40-category-contribution-source##

数量はどの程度ですか。 ##40-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##40-category-contribution-target##

数量はどの程度ですか。 ##40-target-quantity##

 

StealthWatch システム ユーザ インターフェイスでは、このイベントに関してどのような情報が
利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

アラームの詳細にはどのような情
報が表示されますか。

 l 観測された 3.54 G ポイント  
 l ポリシー最大値では、30,000 ポイントまで許

容。(ダブルクリックして詳細を表示)

アラームの詳細をクリックすると何
が表示されますか。

 l SMC Web アプリケーション UI では、送信元ホ
スト  IP の [セキュリティ イベントの詳細( Security 
Events Details) ] ページが表示され、検出され
たイベントがある場合は、そのイベントのリストが
表示されます。
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イベントに関する質問 応答

 l SMC クライアント  インターフェイスで、 [セキュリ
ティ イベント ( Security Events) ] テーブルを開き
ます。このテーブルは送信元ホスト  IP に基づい
てフィルタ処理されており、検出されたイベントが
ある場合は、それらのイベントが表示されます。

関連フローについてどのような情
報が表示されますか。

SMC クライアント  インターフェイスでは、次の基準を満
たすすべてのフローが関連フローに表示されます。

 l 期間は午前  12:00 から現在まで

 l クライアント  ホストがイベント送信元  IP に一致
する

 l サーバ ホストに [外部ホスト ( Outside Hosts) ] グ
ループが含まれている

 l プロトコルは TCP または UDP
 l 合計バイト数は 1000 以上

 l クライアント  バイト数は 1 以上

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##40-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##40-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##40-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Suspect Long Flow
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

このセキュリティ イベントは、リモート  デスクトップ テクノロ
ジーと VPN が使用する接続など、長期間確立される
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このイベントに関する質問 応答

接続を検出しますが、スパイウェア、 IRC ボットネット、
およびそのほかの通信を隠れて行う方法などの通信
チャネルも検出できます。このイベントは必ずしも悪意
のある動作または感染を示すわけではありませんが、
対象ホストの識別に役立ちます。

次に実行すべきステップは何で
すか。

目的は、このトラフィックが通常のアクティビティを表して
いるかどうかを判断することです。多くの場合、トラフィッ
クの宛先を特定することで判断できます。送信元と宛
先の IP アドレス、ポート、サービス、フローの開始時
刻、geo-location 情報、およびユーザ名(もしあれば)
など、フローの詳細情報を取得するために、セキュリ
ティ イベントの関連フロー テーブルをピボットとして調査
を開始するのが適切です。

ターゲットが外部ホストの場合、外部参照を実行して 
IP の所有者を確認します。ターゲットが既知のビジネス 
パートナーまたは信頼ネットワークである場合、ターゲッ
トを該当するグループに分類してください。ホストを外
部参照しても特定が十分ではない場合は、 [最上位
ピア( Top Peers) ] レポートを実行してターゲットと通信
している他のホストを識別し、同様の動作を特定しま
す。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##33-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##33-category-contribution-source##

数量はどの程度で ##33-source-quantity##                                                 
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イベントに関する質問 応答

すか。

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##33-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##33-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##33-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##33-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##33-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Suspect Quiet Long Flow
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

このセキュリティ イベントは、一部の指揮統制( C&C)ア
クティビティで使用されるハートビート接続と、スパイウェ
ア、 IRC ボットネット、およびその他通信を隠れて行う
方法など、他の疑わしい通信チャネルを識別します。
このイベントは Beaconing Host に似ていますが、転送
するデータの量が少ない場合に双方向通信が含まれ
ることが異なります。このイベントでは、バックグラウンド
の Web サイト  ハートビートも特定できる点に注意してく
ださい。

次に実行すべきステップは何で
すか。

目的は、このトラフィックが通常のアクティビティを表して
いるかどうかを判断することです。多くの場合、トラフィッ
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このイベントに関する質問 応答

クの宛先を特定することで判断できます。送信元と宛
先の IP アドレス、ポート、サービス、フローの開始時
刻、geo-location 情報、およびユーザ名(もしあれば)
など、フローの詳細情報を取得するために、セキュリ
ティ イベントの関連フロー テーブルをピボットとして調査
を開始するのが適切です。

ターゲットが外部ホストの場合、外部参照を実行して 
IP の所有者を確認します。ターゲットが既知のビジネス 
パートナーまたは信頼ネットワークである場合、ターゲッ
トを該当するグループに分類してください。ホストを外
部参照しても特定が十分ではない場合は、 [最上位
ピア( Top Peers) ] レポートを実行してターゲットと通信
している他のホストを識別し、同様の動作を特定しま
す。また、 [フロー トラフィック( Flow Traffic) ] レポートを
実行して疑わしいトラフィック パターンを視覚化すること
もできます。C&C サーバへのハートビートにより、少量
のバイトが転送される周期的なパターンが示されます。

 

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##48-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##48-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##48-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど

##48-category-contribution-target##
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イベントに関する質問 応答

れですか。

数量はどの程度で
すか。

##48-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##48-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##48-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##48-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Suspect UDP Activity
送信元ホストが、UDP ポートで複数のホストをスキャンしていることが特定され、サイズの大きい 
UDP パケットを以前スキャンした別のホストに送信しました。このタイプの動作は、「SQL 
Slammer」や「Witty」など、多くのシングルパケット  UDP ベースのワームの特徴に合致しています。こ
のセキュリティ イベントの調査をただちに行ってください。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##24-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント ##24-category-contribution-source##
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イベントに関する質問 応答

が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

数量はどの程度で
すか。

##24-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##24-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##24-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##24-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##24-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##24-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

SYN Flood
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

送信元ホストが DoS 攻撃(感染したホスト、または
ユーザが発生元の可能性があります)または誤設定さ
れたネットワーク アプリケーションに関係していることを示
しています。さらに大きな分散型サービス妨害
( DDoS)の一環として、ターゲットの帯域幅を消費する
目的で大量の SYN パケットが送信されることがよくあり
ます。ただし、アプリケーションが TCP 接続の確立に失
敗して、非常に高いレートで TCP 接続を再度確立し
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このイベントに関する質問 応答

ようとしていることも考えられます。多数の IP に対して
相対的にパケット数が少ない場合も偵察行為を示し
ている可能性があります。

次に実行すべきステップは何で
すか。

送信されている SYN の数やレート、送信のタイミング、
および宛先を確認します。これを調査する理想的な方
法は、送信元ホストに対してフロー クエリを実行するこ
とです。クエリの開始時刻を、関連付けられているセ
キュリティ イベントの開始時刻の 5 分前に設定し、(ア
ラームが存在する場合)終了時刻はアラームの終了時
刻に設定します。

結果が返されたら、検索期間中に大部分の SYN パ
ケットがどこへ送信されたのかを確認します。このイベン
トの対象が、大量の SYN パケットがあるフロー内のクラ
イアント  ホストの場合、 [クライアント  SYN パケット数
( Client SYN Packets) ]、 [クライアント  パケット数
( Client Packets) ]、または [クライアント  パケット  レート
( pps) ( Client Packet Rate (pps)) ] で並べ替えることが
できます。目的は、突出したフローを見つけることで
す。

突出したフローを見つけた後は、これが設定ミスかどう
かを判断します。内部から内部への SYN フラッドは多
くの場合設定ミスです。内部から外部への SYN フラッ
ドでの設定ミスは、ときおり発生します。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##5-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##5-category-contribution-source##
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イベントに関する質問 応答

数量はどの程度で
すか。

##5-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##5-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##5-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##5-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##5-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##5-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

SYNs Received
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

これは、ターゲット  ホストが DoS 攻撃のターゲットにされ
ているか、誤設定されたネットワーク アプリケーションで
あることを示します。大きな DDoS または Dos 攻撃の
一環として、ターゲットの帯域幅を消費する目的で大
量の SYN パケットが送信されることがよくあります。ただ
し、アプリケーションが TCP 接続の確立に失敗して、
非常に高いレートで TCP 接続を再度確立しようとして
いる場合も考えられます。

次に実行すべきステップは何で
すか。

送信されている SYN パケットの数やレート、送信のタイ
ミング、および送信元を確認します。これを調査する理
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このイベントに関する質問 応答

想的な方法は、ターゲット  ホストに対してフロー クエリを
実行することです。クエリの開始時刻を、関連付けられ
ているセキュリティ イベントの開始時刻の 5 分前に設
定し、(アラームが存在する場合)終了時刻はアラーム
の終了時刻に設定します。

結果が返されたら、検索期間中に大部分の SYN パ
ケットがどこから送信されたのかを確認します。このイベ
ントのターゲットが、大量の SYN パケットがあるフロー内
のサーバ ホストの場合、 [クライアント  SYN パケット数
( Client SYN Packets) ]、 [クライアント  パケット数
( Client Packets) ]、または [クライアント  パケット  レート
( pps) ( Client Packet Rate (pps)) ] で並べ替えることが
できます。目的は、突出したフローを見つけることで
す。

突出したフローを見つけた後は、これが設定ミスかどう
かを判断します。内部から内部への SYN フラッドは多
くの場合設定ミスです。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##19-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##19-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##19-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##19-category-contribution-target##
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イベントに関する質問 応答

数量はどの程度で
すか。

##19-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##19-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##19-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##19-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Talks to Phantoms
このホストは、過去に存在を確認されたことがなく、応答しない他のホストと通信しています。

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

コンピュータが存在しないホストに未承認トラフィックの
送信を試行することはほとんどないため、このようなアク
ティビティに関与するホストには注意します。何者かが
偵察行為をしようとしている可能性もありますが、ホス
トに設定ミスがあり存在しないホストと通信している可
能性もあります。

次に実行すべきステップは何で
すか。

現時点ではフロー クエリで「phantoms」を指定できない
ため、このセキュリティ イベントの調査はやや複雑になり
ますが、これに近い結果が得られます。この調査の目
的は、応答しないホストへ送信されたフローを検出し、
これらのフローの共通スレッドから推測することです。

一方向のフローを検出します。時間範囲としてセキュリ
ティ イベントの日付を設定したフロー クエリを作成しま
す。クライアント  ホストをセキュリティ イベントの送信元  
IP にして、サーバ ホストを任意の IP にします。 [トラ
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このイベントに関する質問 応答

フィック( Traffic) ] タブで、サーバ パケット数が 0 以下と
なるようにフィルタ処理します。*これらのフローに共通す
る次のようなスレッドを検出します。宛先がすべて同じ
サーバ ポートになっている。すべてほぼ同時刻に発生
した。かつて存在したホストが宛先になっている。フロー
に存在するホスト数。

* すべてがキャプチャされていることを確認するには、イ
ベントの送信元をフロー クエリのサーバに設定し、クライ
アント  パケット数を 0 以下に設定して、このクエリを繰り
返す必要があります。これで結果が追加されることはあ
まりありません。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##59-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##59-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##59-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##59-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##59-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。
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イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##59-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##59-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##59-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Target Data Hoarding
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントはどのような動作に
よって引き起こされますか。

Target Data Hoarding では、リセット期間中に、ある内
部ホストがサーバとして他の内部ホストに配信する 
TCP/UDP データ量をモニタします。所定のホストで
データ量がしきい値を超えた場合にイベントが開始され
ます。このしきい値は、ベースライン化によって自動的
に設定するか、手動で設定することができます。

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

このイベントは、1 台以上の内部ホストが通常よりも多
いデータを特定の内部ホストから収集している可能性
と、漏洩や不正使用の準備である可能性を示してい
ます。

次に実行すべきステップは何で
すか。

転送されたデータ量とこの一括データの移動先を確認
します。

これを判断する最適な方法は、セキュリティ イベントの
送信元であるホストで [最上位ピア( Top Peers) ](発
信)レポートを実行することです。 [クライアント ( Client) ]  
または [サーバ ホスト ( Server Host) ]  がセキュリティイベ
ントのターゲット  IP で、 [その他のホスト ( Other Host) ]  
が [内部ホスト ( Inside Hosts) ] ホスト  グループであるよ
うに、レポートをフィルタ処理します。目的は、アップロー
ド  データの大部分を受信した、突出したピアを見つけ
ることです。

突出したピアを検出したら、観測されたデータ量のう
ち、これらのピアが受信しているデータが想定された動
作かどうかを判断します。
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このイベントに関する質問 応答

非標準のフロー データが必要で
すか。

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)

該当なし

注記 該当なし

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このセキュリティ イベントがトリ
ガーされるために必要なポリシー
設定は何ですか。

[内部ホスト ( Inside Host) ] ホスト  グループに対してこの
イベントを有効にする必要があります。

デフォルトでこのイベントがオンで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]

デフォルトでこのイベントがオフで
あるポリシーはどれですか。

[ファイアウォール、プロキシ、および NAT デバイス
( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]

デフォルトでこのアラームがオンで
あるポリシーはどれですか。

なし

デフォルトでこのアラームがオフで
あるポリシーはどれですか。

[内部ホスト ( Inside Hosts) ]、 [外部ホスト ( Outside 
Hosts) ]、 [ファイアウォール、プロキシ、および NAT デバ
イス( Firewalls, Proxies, & NAT Devices) ]

このイベントは調整可能です
か。

○

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##316-variance-threshold-other-based##

既定値と単位は何ですか。  

許容値 92

最小しきい値 24 時間のクライアント  ペイロードのバイト数：500 M

最大しきい値 24 時間でダウンロードされたペイロードのバイト数：1 T

バリアンス ベースではないパラ
メータを使用してイベントを調整

○
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イベントに関する質問 応答

できますか。

該当する場合、調整可能な
属性と単位は何ですか。

ベースラインまたは許容値を反映していない特定のバ
イト数をトリガー オフにするようイベントを設定することが
できます。

通常のポリシー エディタを使用せ
ずにイベントを調整できますか。

なし

該当する場合、調整可能な
値の代替ロケーションは何です
か。

該当なし

イベントにデフォルトの緩和策が
設定されていますか。

なし

該当する場合、それは何です
か。

該当なし

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

イベントの送信元は何ですか。 ペイロード  データを送信している内部ホスト

ターゲットは何ですか。 ペイロード  データを受信している 1 つまたは複数の内
部ホスト

イベントのトリガーを引き起こす
ポリシーはどれですか。

送信元のポリシー。

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##316-category-contribution-source##

数量はどの程度ですか。 ##316-source-quantity##

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##316-category-contribution-target##

数量はどの程度ですか。 ##316-target-quantity##

 

StealthWatch システム ユーザ インターフェイスでは、このイベントに関してどのような情報が
利用可能ですか。
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イベントに関する質問 応答

アラームの詳細にはどのような情
報が表示されますか。

Web アプリケーション インターフェイス：観測された 4.02 
G ポイント。ポリシー最大値では、300,000 ポイントまで
許容。

SMC クライアント  インターフェイス：観測された 4.02 G 
ポイント。ポリシー最大値では、300,000 ポイントまで
許容。(ダブルクリックして詳細を表示)

アラームの詳細をクリックすると何
が表示されますか。

Web アプリケーション インターフェイス：ソース ホスト  IP 
の [セキュリティ イベントの詳細( Security Events 
Details) ] が表示され、検出されたイベントがある場合
にはイベントのリストが表示されます。

SMC クライアント  インターフェイス：送信元ホスト  IP に
基づいてフィルタリング処理された [セキュリティ イベント
( Security Events) ] タブが開き、検出されたイベントが
ある場合は、イベントのリストが表示されます。

関連フローについてどのような情
報が表示されますか。

SMC クライアント  インターフェイスでは、次の基準を満
たすすべてのフローが関連フローに表示されます。

 l 期間：今日

 l サーバ ホスト：イベント送信元  IP
 l その他のホスト：内部  Hosts
 l プロトコル：TCP または UDP
 l 合計バイト数：> = 1000
 l サーバ バイト数：> = 1

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##316-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##316-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##316-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。
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Timeout/tcp
送信元ホストが送信した TCP パケット内の TTL が 2 未満でした。トレースルートは UDP で発生
するため、TCP パケットの TTL が短い場合は、多くの場合、悪意のあるアクティビティ(ファイアウォー
クなど)またはネットワークの不具合 (ルーティング ループなど)を示します。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##260-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##260-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##260-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##260-category-contribution-target##
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イベントに関する質問 応答

数量はどの程度で
すか。

##260-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##260-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##260-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##260-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Timeout/udp
送信元ホストが送信した UDP パケット内の TTL が 2 未満でした。UDP でトレースルートが行わ
れるため、このセキュリティ イベントはかなり頻繁に発生する可能性があります。ただし、数値が大き
い場合はネットワークの不具合 (ルーティングループなど)を示している傾向があります。Norton 
Antivirus サーバに対応するため、ポート  38293 が UDP タイムアウトから除外されています。

( 注)   このセキュリティ イベントに関連付けられているアラームに対する緩和策はありません。

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。
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イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##259-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##259-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##259-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##259-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##259-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##259-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##259-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##259-SNMP-type##詳細については、「SNMP 
Alarm Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Touched
アラーム対象ホスト ( High Concern Index アラームまたは Trapped Host セキュリティ イベントが発
生しているホスト )からターゲット  ホストへの接続が開始され、データ交換が行われました。
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このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##28-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##28-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##28-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##28-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##28-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##28-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##28-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##28-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Trapped Host
ホストが Trapped Host アラートを受信できる 1 ヵ月あたりの日数を超えました。
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このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##34-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##34-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##34-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##34-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##34-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##34-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##34-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##34-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

UDP Flood
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これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

送信元ホストが、DoS 攻撃(感染したホスト、または
ユーザが攻撃元である可能性があります) 、誤設定さ
れたネットワーク アプリケーション、または送信元からの
秒あたりの UDP パケット数が異常に多い接続に関係
していることを示しています。さらに大きな DDoS 攻撃
の一環として、ターゲットの帯域幅を消費する目的で
大量のパケットが送信されることがよくあります。ただし、
UDP パケット  レートが高いのは、SYN パケット  レートが
高いことよりも一般的なため、下限しきい値や許容度
設定が原因で大量の誤検知が発生する場合がありま
す。多数の IP に対して相対的にパケット数が少ない
場合も偵察行為を示している場合があります。

次に実行すべきステップは何で
すか。

送信されている UDP パケットの数やレート、送信のタ
イミング、および送信先を確認します。これを調査する
理想的な方法は、送信元ホストに対してフロー クエリ
を実行することです。クエリの開始時刻を、関連付けら
れているセキュリティ イベントの開始時刻の 5 分前に設
定し、(アラームが存在する場合)終了時刻はアラーム
の終了時刻に設定します。プロトコル フィルタを [UDP 
のみ( UDP only) ]  に設定します。

結果が返されたら、検索期間中に大部分の UDP パ
ケットがどこへ送信されたのかを確認します。このイベン
トの対象が、大量の UDP パケットがあるフローのクライ
アントホストである場合、 [クライアント  パケット数( Client 
Packets) ] または [クライアント  パケット  レート ( pps)
( Client Packet Rate (pps)) ] で並べ替えることができま
す。目的は、突出したフローを見つけることです。

突出したフローを見つけた後は、これが想定された動
作であるかどうかを確認します。想定された動作の例と
しては、UDP ベースの VPN 接続や UDP を使用した 
Web サーバへのアップロード ( Google でよく見られます)
などがあります。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース ##6-variance-threshold-other-based##
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イベントに関する質問 応答

またはしきい値ベースのいずれで
すか。

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##6-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##6-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##6-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##6-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##6-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##6-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##6-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

UDP Received
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。
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このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

ホストされているターゲットが、DoS 攻撃、誤設定され
たネットワーク アプリケーション、または送信元からの秒
あたりの UDP パケット数が異常に多い接続のターゲッ
トになっていることを示しています。さらに大きな DDoS 
攻撃の一環として、ターゲットの帯域幅を消費する目
的で大量のパケットが送信されることがよくあります。た
だし、UDP パケット  レートが高いのは、SYN パケット  
レートが高いことよりも一般的なため、下限しきい値や
許容度設定が原因で大量の誤検知が発生する場合
があります。

次に実行すべきステップは何で
すか。

この目的は、受信されている UDP パケットの数やレー
ト、受信のタイミング、および送信元を確認することで
す。

これを調査する理想的な方法は、ターゲット  ホストに
対してフロー クエリを実行することです。クエリの開始時
刻を、関連付けられているセキュリティ イベントの開始
時刻の 5 分前に設定し、(アラームが存在する場合)
終了時刻はアラームの終了時刻に設定します。プロト
コル フィルタを [UDP のみ( UDP only) ]  に設定します。

結果が返されたら、検索期間中に大部分の UDP パ
ケットがどこから送信されたのかを確認します。このイベ
ントのターゲットが、大量の UDP パケットがあるフローの
サーバ ホストである場合、 [クライアント  パケット数
( Client Packets) ] または [クライアント  パケット  レート
( pps) ( Client Packet Rate (pps)) ] で並べ替えることが
できます。目的は、突出したフローを見つけることで
す。

突出したフローを見つけた後は、これが想定された動
作であるかどうかを確認します。想定された動作の例
は、UDP ベースの VPN 接続です。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##49-variance-threshold-other-based##
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このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##49-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##49-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##49-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##49-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##49-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##49-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##49-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Watch Host Active
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

特定のホストが通信していることが観測されたことを通
知するユーザ設定のイベントです。このイベントの目的
は、ユーザがウォッチリストに特定のホストを追加した理
由によりますが、一般的に、このイベントは監視対象ホ
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このイベントに関する質問 応答

ストからの送受信が不適切であることを示します。

次に実行すべきステップは何で
すか。

このセキュリティ イベントの調査手順は、ホストがウォッ
チ リストに追加されたコンテキストに大きく依存していま
す。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##31-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##31-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##31-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##31-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##31-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##31-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##31-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
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イベントに関する質問 応答

い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##31-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Watch Port Active
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

特定のホストが特定のポートを経由して通信している
ことが観測されたことを通知するユーザ設定のイベント
です。このイベントの目的は、ユーザがウォッチリストに
特定のホストを追加した理由によりますが、一般的
に、このイベントは監視対象ホストからの送受信が不
適切であることを示します。

次に実行すべきステップは何で
すか。

このセキュリティ イベントの調査手順は、ポートがウォッ
チ リストに追加されたコンテキストに大きく依存していま
す。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##13-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##13-category-contribution-source##
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イベントに関する質問 応答

数量はどの程度で
すか。

##13-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##13-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##13-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##13-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##13-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##13-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Worm Activity
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

このセキュリティ イベントは、ホストが各種内部ネット
ワーク間で過度の量の偵察行為を実行している兆候
を示しています。これはホストが感染しており、ネット
ワーク全体に感染を拡大しようとしている可能性を示
します。

次に実行すべきステップは何で
すか。

このイベントにはノイズが含まれている可能性があり、
役に立つかどうかは、ネットワーク スキャナがどの程度
特定され、ネットワーク スキャナ ホスト  グループに追加
されるかによります。これを行うことで、デバイスはワーム 
アクティビティを無効にするポリシーを継承します。ワー
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このイベントに関する質問 応答

ム アクティビティは多くの場合、異なる論理  /24 の範囲
間の類似ポートに対するホスト  スキャニングによって行
います。

[最上位ポート ( Top Ports) ](発信)レポートを実行し
て開始します。イベントの期間と、送信元  IP となるクラ
イアント  ホストを設定します。リストされている送信先  
IP 範囲に関係なく任意の種類のホストをスキャンでき
るため、内部ホスト、外部ホスト、またはその両方で検
索が必要かどうかを判断できます。 [フィルタ( Filter) ] ダ
イアログの [ホスト ( Hosts) ] タブで、 [サーバ( Server) ] 
フィルタを適切に設定し、 [詳細( Advanced) ] タブで 
[返されるレコードの順序( Order the records returned 
by) ] に [フロー( Flows) ] を設定します。結果をピアに
基づいて並べ替えます。

最初はリストの上部をフローまたはピア別に並び替え
て、所属先を持たない、あるいは異常に高い数値を
示す突出したポートを検出します。 IP アドレスを右ク
リックしてフローにピボットすることで、さまざまな IP アドレ
スを表示したり、特定のホスト  グループが主なターゲット
となっているかどうかを判断したりします。また、右クリッ
クして [最上位ピア( Top Peers) ] レポートにピボットす
ることで、トラフィックがターゲット全体に均等に行き渡っ
ているかどうかを判断できます。スキャンに対応するホス
トの割合に着目することも可能です。この時点でホスト
をスキャンしたユーザとスキャンされたポートを判断でき
るようにする必要があります。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##35-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。
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イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##35-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##35-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##35-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##35-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。

 

イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##35-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##35-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##35-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。

 

Worm Propagation
 

これはどのようなセキュリティ イベントですか。

 

このイベントに関する質問 応答

このイベントがトリガーされる場
合、何を意味していますか。

これは、1)ホストが、複数のホストをスキャンしている別
のホストによりスキャンされ、2)スキャンされたホストが他
のホストのスキャンを開始するという一連のイベントに関
係しています。最初のホストは、別の感染ホストから感
染したホストを検出しようとし、その結果ホストは別の
ホストに感染を拡大しようとします。
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このイベントに関する質問 応答

次に実行すべきステップは何で
すか。

[最上位ピア( Top Peers) ] レポートを実行して、当該
ホストを調べます。指定のポートでレポートをフィルタリン
グして、他のどのホストがその指定のポートを経由して
当該ホストにアクセスしたかどうかを確認します。これら
のホストが不明なスキャナであり、これまでに観測され
たスキャニング アクティビティには参加していないことを
確認します。既知のスキャナの場合は、リスクが軽減し
ます。不明なスキャナの場合は、スキャンが正当ではな
いか、未承認であるためリスクが増加します。この場
合、このイベントはホストが感染していることを示す可
能性があります。

 

このセキュリティ イベントに使用できるポリシー設定がありますか。

 

イベントに関する質問 応答

このイベントは、バリアンス ベース
またはしきい値ベースのいずれで
すか。

##36-variance-threshold-other-based##

 

このセキュリティ イベントはカテゴリにどのように関与しますか。

 

イベントに関する質問 応答

送信元で、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##36-category-contribution-source##

数量はどの程度で
すか。

##36-source-quantity##                                                 

ターゲットで、セキュリティ イベント
が関与するアラーム カテゴリはど
れですか。

##36-category-contribution-target##

数量はどの程度で
すか。

##36-target-quantity##                                                 

 

このセキュリティ イベントの応答についてどのような情報が利用可能ですか。
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イベントに関する質問 応答

イベント  ID は何ですか。 ##36-event-id-name##

イベントの syslog タイプは何です
か。

##36-syslog-type##詳細については、「Alarm Fields 
and Rule Types」の「Host Alarm」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

##36-SNMP-type##詳細については、「SNMP Alarm 
Fields」の「Host Alarm」列を参照してください。
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3 

アラーム カテゴリ
特定のタイプのセキュリティ イベントが発生すると、特定のタイプのアラームにインデックス ポイントが加
算されます。一部のセキュリティ イベントは、複数のアラーム カテゴリに関与します。アラームは、発生
するセキュリティ イベントのタイプに基づいて生成されます。アラームはそのタイプに応じて、1 つ以上の
アラーム カテゴリにグループ化されます。以下の表にアラーム カテゴリを示します。アラーム カテゴリには
ホスト  アラームだけが含まれます。

( 注)
 l システム アラームは、アラーム カテゴリには関与しません。(アラーム カテゴリには、脅

威を表しているものと判断されたイベントだけが含まれます。)システム アラームは 
Stealthwatch 管理コンソール( SMC)クライアントに表示され、アプライアンスに問題
があることを示します。詳細については、SMC クライアント  オンライン ヘルプを参照し
てください。

 l ホスト  グループ リレーションシップ アラームもアラーム カテゴリには含まれません。これら
のアラームはその代わりにホスト  グループ リレーションシップに関連付けられ、
Stealthwatch 管理コンソール( SMC)クライアントに表示されます。ホスト  グループ リ
レーションシップはマップに示されます。ポリシー設定に違反する特定のホスト  グルー
プ間でのやりとりを示し、結果としてアラームが生成されます。詳細については、
SMC クライアント  オンライン ヘルプを参照してください。

 l セキュリティ イベントに割り当てられているポイントは、当初は Concern Index に加
算されていました。アラーム カテゴリの追加に伴い、各カテゴリにインデックスが関連
付けられ、アラーム カテゴリに割り当てられているセキュリティ イベントに基づいてこれ
らのインデックスにポイントが加算されます。次の表に、アラーム カテゴリに関連付け
られているインデックス、アラーム カテゴリに割り当てられているセキュリティ イベント、
および各セキュリティ イベントのデフォルト  ポイント数を示します。

アラームの設定を行うには、SMC クライアント  インターフェイスでホスト  ポリシー マネージャを使用しま
す。

重要：  アラームを無効にすると、そのアラームは SMC Web アプリケーション イン
ターフェイスには表示されなくなります。

使用されるアラーム カテゴリを次に示します。アラーム カテゴリ内のセキュリティ イベントの一覧は、最
終リリースの時点での内容です。

Anomaly
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アラーム カテゴリ インデックス：AN
 

ホストの動作が異常であるか、またはホストが生成しているトラフィックが、普通ではないが他の
アクティビティ カテゴリに一致していないことを示すイベントを追跡します。

Anomaly アラームに関連付けられているセキュリティ イベントを次に示します。2 番目の列は、セ
キュリティ イベントの発生時にアラーム カテゴリに割り当てられるデフォルトのポイント数を示しま
す。一部のセキュリティ イベントにはポイントが設定されていません。これらのイベントは可変で
す。

セキュリティ イベントの名前
デフォルトでカテゴリに割り当てら

れるポイント数

Connection from Bogon Address Attempted 900

Connection from Bogon Address Successful 14,400

Connection to Bogon Address Attempted 8,100

Connection to Bogon Address Successful 14,400

High Total Traffic 監視対象フローに基づく。

High Traffic 監視対象フローに基づく。

ICMP Frag Needed 700

ICMP Host Precedence 700

ICMP Host Unreach TOS 2,800

ICMP Net Unreach TOS 2,800

ICMP Precedence Cutoff 700

ICMP Proto Unreach 700

ICMP Src Route Failed 700

Low Traffic 3,000

Max Flows Initiated 監視対象フローに基づく。

Max Flows Served 監視対象フローに基づく。

New Flows Initiated 監視対象フローに基づく。

Src=Des 4,000
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C&C( Command & Control)
アラーム カテゴリ インデックス：C&C または CC
 

ネットワーク内でボットに感染したサーバまたはホストが C&C サーバにアクセスしようとしたことを示
します。

C&C アラームに関連付けられているセキュリティ イベントを次に示します。2 番目の列は、セキュ
リティ イベントの発生時にアラーム カテゴリに割り当てられるデフォルトのポイント数を示します。
一部のセキュリティ イベントにはポイントが設定されていません。これらのイベントは可変です。

セキュリティ イベントの名前
デフォルトで割り当てられるポイン

ト数

Beaconing Host 9,000

Bot Command And Control Server 32,000

Bot Infected Host - Attempted C&C Activity 32,000

Bot Infected Host - Successful C&C Activity 22,400

Fake Application Detected 4,000

Ping_Oversized_Packet 2,400

SSH Reverse Shell 11,700

Suspect Long Flow 4,000

Suspect Quiet Long Flow 4,000

 

Exfiltration
 

アラーム カテゴリ インデックス：EX
 

( 注)   次のセキュリティ イベントが Data Exfiltration アラームに関与できるようにし、また発
生した Data Exfiltration アラームに関する詳細情報を確認できるようにするには、
StealthWatch 機能ライセンスを購入する必要があります。

異常な量のデータが転送される内部ホストと外部ホストを追跡します。ホストでこれらのイベン
トが多数トリガーされ、その数が設定されているしきい値を超えると、Data Exfiltration アラーム
が発生します。
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Data Exfiltration アラームに関連付けられているセキュリティ イベントを次に示します。2 番目の
列は、セキュリティ イベントの発生時にアラーム カテゴリに割り当てられるデフォルトのポイント数を
示します。一部のセキュリティ イベントにはポイントが設定されていません。これらのイベントは可
変です。

セキュリティ イベントの名前
デフォルトで割り当てられるポイン

ト数

Suspect Data Loss 監視対象フローに基づく。

 

Data Hoarding
 

アラーム カテゴリ インデックス：DH
 

ネットワーク内の送信元ホストまたはターゲット  ホストで、1 つ以上のホストから異常な量のデー
タがダウンロードされたことを示します。

Data Hoarding アラームに関連付けられているセキュリティ イベントを次に示します。2 番目の列
は、セキュリティ イベントの発生時にアラーム カテゴリに割り当てられるデフォルトのポイント数を示
します。一部のセキュリティ イベントにはポイントが設定されていません。これらのイベントは可変
です。

セキュリティ イベントの名前
デフォルトで割り当てられるポイン

ト数

Suspect Data Hoarding 監視対象フローに基づく。

Target Data Hoarding 監視対象フローに基づく。

 

Exploitation
 

アラーム カテゴリ インデックス：EP
 

ホストが直接、ワーム伝播やブルート  フォース パスワード クラックなどによって相互感染を試行し
た場合にそのホストを追跡します。

エクスプロイト  アラームに関連付けられているセキュリティ イベントを次に示します。2 番目の列
は、セキュリティ イベントの発生時にアラーム カテゴリに割り当てられるデフォルトのポイント数を示
します。一部のセキュリティ イベントにはポイントが設定されていません。これらのイベントは可変
です。

アラームカテゴリ

© 2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

190



セキュリティ イベントの名前
デフォルトで割り当てられるポイン

ト数

Brute Force Login 10,800

Frag:First_Too_Short 6,000

Frag:Sizes_Differ 6,000

Frag:Packet_Too_Long 6,000

High SMB Peers 32,000

Scanner Talking 180

Suspect UDP Activity 9,000

Touched 8,000

Worm Activity 400

Worm Propagation 19,200

 

Concern Index
 

アラーム カテゴリ インデックス：CI
 

Concern Index が Concern Index( CI)  しきい値を超えているホスト、または急速に増加している
ホストを追跡します。

Concern Index カテゴリと Target Index カテゴリは同じイベントを使用します。イベントが送信元
ホストによってトリガーされると、Concern Index アラームが発生します。イベントがターゲット  ホス
トによってトリガーされると、Target Index アラームが発生します。

Concern Index アラームに関連付けられているセキュリティ イベントを次に示します。2 番目の列
は、セキュリティ イベントの発生時にアラーム カテゴリに割り当てられるデフォルトのポイント数を示
します。一部のセキュリティ イベントにはポイントが設定されていません。これらのイベントは可変
です。

セキュリティ イベントの名前
デフォルトで割り当てられるポイン

ト数

Addr_Scan/TCP 4,000

Addr_Scan/UDP 4,800

Bad_Flag_ACK 4,800
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セキュリティ イベントの名前
デフォルトで割り当てられるポイン

ト数

Bad_Flag_All 4,800

Bad_Flag_NoFlg 4,800

Bad_Flag_Rsrvd 0

Bad_Flag_RST 4,800

Bad_Flag_SYN_FIN 4,800

Bad_Flag_URG 4,800

Beaconing Host 9,000

Bot Command and Control Server 32,000

Bot Infected Host – Attempted C&C Activity 22,400

Bot Infected Host – Successful C&C Activity 32,000

Brute Force Login 10,800

Connection from Bogon Address Attempted 900

Connection from Bogon Address Successful 14,400

Connection from Tor Attempted 1,000

Connection from Tor Successful 4,000

Connection to Bogon Address Attempted 8,100

Connection to Bogon Address Successful 14,400

Connection to Tor Attempted 5,400

Connection to Tor Successful 5,400

Fake Application Detected 4,000

Flow Denied 162

Frag:First_Too_Short 6,000

Frag:Packet_Too_Long 6,000

Frag:Sizes_Differ 6,000

Half Open Attack 12,600
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セキュリティ イベントの名前
デフォルトで割り当てられるポイン

ト数

High File Sharing Index 監視対象フローに基づく。

High SMB Peers 32,000

High Total Traffic 監視対象フローに基づく。

High Traffic 監視対象フローに基づく。

High Volume Email 3,200

Host Lock Violation 32,000

ICMP Flood 監視対象フローに基づく。

ICMP_Comm_Admin 7

ICMP_Dest_Host_Admin 7

ICMP_Dest_Host_Unk 7

ICMP_Dest_Net_Admin 7

ICMP_Dest_Net_Unk 7

ICMP_Frag_Needed 700

ICMP_Host_Precedence 700

ICMP_Host_Unreach 7

ICMP_Host_Unreach_TOS 2,800

ICMP_Net_Unreach 7

ICMP_Net_Unreach_TOS 2,800

ICMP_Port_Unreach 7

ICMP_Precedence_Cutoff 700

ICMP_Proto_Unreach 700

ICMP_Src_Host_Isolated 7

ICMP_Src_Route_Failed 700

ICMP_Timeout 1

Inside Tor Entry Detected 32,000
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セキュリティ イベントの名前
デフォルトで割り当てられるポイン

ト数

Inside Tor Exit Detected 32,000

Low Traffic 3,000

MAC Address Violation 6,300

Mail Rejects 2,400

Mail Relay 2,400

Max Flows Initiated 監視対象フローに基づく。

New Flows Initiated 監視対象フローに基づく。

New Host Active 2,800

Packet Flood 5,600

Ping 7

Ping_Oversized_Packet  2,400

Ping Scan 14,400

Port Scan 10,800

Reset/tcp 3

Reset/udp 2

Scanner Talking 180

Slow Connection Flood 10,800

Spam Source 9,000

SSH Rev Shell 11,700

Stealth_Scan/tcp 5,200

Stealth_Scan/udp 4,800

Suspect Data Hoarding 監視対象フローに基づく。

Suspect Data Loss 監視対象フローに基づく。

Suspect Long Flow 4,000

Suspect Quiet Long Flow 4,000
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セキュリティ イベントの名前
デフォルトで割り当てられるポイン

ト数

Suspect UDP Activity 9,000

Syn Flood 監視対象フローに基づく。

Talks to Phantoms 1,440

Timeout/tcp 4

Timeout/udp 3

Trapped Host 11,700

UDP Flood 監視対象フローに基づく。

Watch Host Active 32,000

Watch Port Active 32,000

Worm Activity 400

Worm Propagation 19,200

 

DDoS Source
 

アラーム カテゴリ インデックス：DS
 

ホストが DDoS 攻撃の送信元であると判明したことを示します。

DDoS Source アラームに関連付けられているセキュリティ イベントを次に示します。2 番目の列
は、セキュリティ イベントの発生時にアラーム カテゴリに割り当てられるデフォルトのポイント数を示
します。一部のセキュリティ イベントにはポイントが設定されていません。これらのイベントは可変
です。

セキュリティ イベントの名前
デフォルトで割り当てられるポイン

ト数

Half Open Attack 12,600

ICMP Flood 監視対象フローに基づく。

Packet Flood 5,600

Slow Connection Flood 10,800
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セキュリティ イベントの名前
デフォルトで割り当てられるポイン

ト数

SYN Flood 監視対象フローに基づく。

UDP Flood 監視対象フローに基づく。

 

DDoS Target
 

アラーム カテゴリ インデックス：DT
 

ホストが DDoS 攻撃のターゲットであると判明したことを示します。

DDoS Target アラームに関連付けられているセキュリティ イベントを次に示します。2 番目の列
は、セキュリティ イベントの発生時にアラーム カテゴリに割り当てられるデフォルトのポイント数を示
します。一部のセキュリティ イベントにはポイントが設定されていません。これらのイベントは可変
です。

セキュリティ イベントの名前
デフォルトで割り当てられるポイン

ト数

Connection From Bogon Address Attempted 900

Connection From Bogon Address Successful 14,400

Half Open Attack 12,600

ICMP Received 監視対象フローに基づく。

New Flows Served  監視対象フローに基づく。

Packet Flood 5,600

Slow Connection Flood 10,800

SYNs Received 監視対象フローに基づく。

UDP Received 監視対象フローに基づく。

 

Target Index
 

アラーム カテゴリ インデックス：TI
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許容可能な数を超えるスキャンまたはその他の悪意のある攻撃を受けた内部ホストを追跡しま
す。

Concern Index カテゴリと Target Index カテゴリは同じイベントを使用します。イベントが送信元
ホストによってトリガーされると、Concern Index アラームが発生します。イベントがターゲット  ホス
トによってトリガーされると、Target Index アラームが発生します。

Target Index アラームに関連付けられているセキュリティ イベントを次に示します。2 番目の列
は、セキュリティ イベントの発生時にアラーム カテゴリに割り当てられるデフォルトのポイント数を示
します。一部のセキュリティ イベントにはポイントが設定されていません。これらのイベントは可変
です。

セキュリティ イベントの名前
デフォルトで割り当てられるポイン

ト数

Bad_Flag_ACK 4,800

Bad_Flag_All 4,800

Bad_Flag_NoFlg 4,800

Bad_Flag_Rsrvd 0

Bad_Flag_RST 4,800

Bad_Flag_SYN_FIN 4,800

Bad_Flag_URG 4,800

Beaconing Host 9,000

Bot Infected Host – Attempted C&C Activity 22,400

Bot Infected Host – Successful C&C Activity 32,000

Brute Force Login 10,800

Connection From Bogon Address Attempted 900

Connection From Bogon Address Successful 14,400

Connection From Tor Attempted 1,000

Connection From Tor Successful 4,000

Connection To Bogon Address Attempted 8,100

Connection To Bogon Address Successful 14,400

Fake Application Detected 4,000

Flow Denied 162
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セキュリティ イベントの名前
デフォルトで割り当てられるポイン

ト数

Frag:First_Too_Short 6,000

Frag:Packet_Too_Long 6,000

Frag:Sizes_Differ 6,000

Half Open Attack 12,600 

High SMB Peers 32,000

ICMP Received 監視対象フローに基づく。

ICMP_Comm_Admin 7

ICMP_Dest_Host_Admin 7

ICMP_Dest_Host_Unk 7

ICMP_Dest_Net_Admin 7

ICMP_Dest_Net_Unk 7

ICMP_Frag_Needed 700

ICMP_Host_Precedence 700

ICMP_Host_Unreach 7

ICMP_Host_Unreach_TOS 2,800

ICMP_Net_Unreach 7

ICMP_Net_Unreach_TOS 2,800

ICMP_Port_Unreach 7

ICMP_Precedence_Cutoff 700

ICMP_Proto_Unreach 700

ICMP_Src_Host_Isolated 7

ICMP_Src_Route_Failed 700

ICMP_Timeout 1

Inside Tor Entry Detected 32,000

Inside Tor Exit Detected 32,000

アラームカテゴリ
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セキュリティ イベントの名前
デフォルトで割り当てられるポイン

ト数

Ping_Oversized_Packet 2,400

MAC Address Violation 6,300

Max Flows Served 監視対象フローに基づく。

New Flows Served 監視対象フローに基づく。

Packet Flood 5,600

Ping 7

Ping_Oversized_Packet 2,400

Port Scan 10,800

Reset/tcp 3

Reset/udp 2

Scanner Talking 180

Slow Connection Flood 10,800

Src = Des 4,000

SSH Rev Shell 11,700

Stealth_Scan/tcp 5,200

Stealth_Scan/udp 4,800

Suspect Long Flow 4,000

Suspect Quiet Long Flow 4,000

Suspect UDP Activity 9,000

SYNs Received 監視対象フローに基づく。

Talks to phantoms 1,440

Timeout/tcp 4

Timeout/udp 3

Touched 8,000

Trapped Host  11,700

アラームカテゴリ
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セキュリティ イベントの名前
デフォルトで割り当てられるポイン

ト数

UDP Received 監視対象フローに基づく。

Worm Propagation 19,200

 

Policy Violation
 

アラーム カテゴリ インデックス：PV
 

サブジェクトは、通常のネットワーク ポリシーに違反する動作を示しています。

Policy Violation アラームに関連付けられているセキュリティ イベントを次に示します。2 番目の列
は、セキュリティ イベントの発生時にアラーム カテゴリに割り当てられるデフォルトのポイント数を示
します。一部のセキュリティ イベントにはポイントが設定されていません。これらのイベントは可変
です。

セキュリティ イベントの名前
デフォルトで割り当てられるポイン

ト数

Connection from Tor Attempted 1,000

Connection from Tor Successful 4,000

Connection to Tor Attempted 5,400

Connection to Tor Successful 5,400

High File Sharing Index 監視対象フローに基づく。

High Volume Email 3,200

Host Lock Violation 32,000

Inside Tor Entry Detected 32,000

Inside Tor Exit Detected 32,000

MAC Address Violation 6,300

Mail Rejects 2,400

Mail Relay 2,400

New Host Active 2,800

アラームカテゴリ
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セキュリティ イベントの名前
デフォルトで割り当てられるポイン

ト数

Spam Source 9,000

Watch Host Active 32,000

Watch Port Active 32,000

 

Recon 
アラーム カテゴリ インデックス：RC
 

組織のホストに対し、TCP または UDP を使用して実行されている、不正なスキャンまたは悪意
のある可能性があるスキャンの存在を示します。このようなスキャンは「Reconnaissance(偵
察 ) 」と呼ばれ、ネットワークに対する攻撃を早期の段階で示します。スキャンは組織の内外か
ら実行される可能性があります。

Recon アラームに関連付けられているセキュリティ イベントを次に示します。2 番目の列は、セ
キュリティ イベントの発生時にアラーム カテゴリに割り当てられるデフォルトのポイント数を示しま
す。一部のセキュリティ イベントにはポイントが設定されていません。これらのイベントは可変で
す。

セキュリティ イベントの名前
デフォルトで割り当てられるポイン

ト数

Addr_Scan/TCP 4,000

Addr_Scan/UDP 4,800

Bad_Flag_ACK 4,800

Bad_Flag_All 4,800

Bad_Flag_NoFlg 4,800

Bad_Flag_Rsrvd 0

Bad_Flag_RST 4,800

Bad_Flag_SYN_FIN 4,800

Bad_Flag_URG 4,800

Flow Denied 162

High SMB Peers 32,000

アラームカテゴリ
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セキュリティ イベントの名前
デフォルトで割り当てられるポイン

ト数

ICMP_Comm_Admin 7

ICMP_Dest_Host_Admin 7

ICMP_Dest_Host_Unk 7

ICMP_Dest_Net_Admin 7

ICMP_Dest_Net_Unk 7

ICMP_Host_Unreach 7

ICMP_Net_Unreach 7

ICMP_Port_Unreach 7

ICMP_Src_Host_Isolated 7

ICMP_Timeout 1

Ping 7

Ping_Scan 14,400

Port Scan 10,800

Reset/tcp 3

Reset/udp 2

Stealth_Scan/tcp 5,200

Stealth_Scan/udp 4,800

Talks To Phantoms 1,440

Timeout/tcp 4

Timeout/udp 3

Trapped Host 11,700

アラームカテゴリ
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