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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、次のトピックの SMC クライアント オンライン ヘルプにも記載されています。

 l セキュリティ イベント リスト

 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。

Acronym 用語

ASA ASA

CI [リスク インデックス( 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 サービス拒否( DoS)

dvPort 分散仮想ポート

ESX Enterprise Server X

金融 ファイル共有インデックス

FTP File Transfer Protocol( FTP)

ICMP Internet Control Message Protocol

はじめに
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Acronym 用語

IDS 侵入検知システム

IP  インターネット プロトコル

IRC Internet Relay Chat

ISE Identity Services Engine

MAC メディア アクセス制御

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

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 Transmission Control Protocol

TI ターゲット インデックス

UDP User Datagram Protocol

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 Virtual Private Network：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 リスト
セキュリティ イベントは、インデックス ポイントをアラームに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、インデックス ポイントがそれに関連付けられたアラームに対して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 カテゴリのインデックス ポイントに貢献します。ポリシーで適用
された設定に応じて、アラーム カテゴリとセキュリティ イベントの両方でアラームをトリガーできます。詳
細は、SMC クライアント インターフェイスのオンライン ヘルプ トピック、ロール ポリシーの追加 /編集を参
照してください。

セキュリティ イベントを特定のサービスに関して  無効にすることも、ホスト グループ レベルで無効にする
こともできます。詳細については、SMC クライアント インターフェイスのオンライン ヘルプで「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プロセスが進行中です。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た場合の意味、詳細を調査する
ために従うべき手順などの情報が含まれます( 複数のテーブルに表示されます) 。セキュリ
ティ イベントが追加情報で増補されて新しいフォーマットに変換されるまで、この遷移期間
中は、このトピックで取り上げる一部のセキュリティ イベントは元のフォーマットのままになりま
す。

セキュリティ イベントについては、次を参照してください。

** NetFlow の StealthWatch フロー コレクタはこれらセキュリティ イベントをStealthwatch FlowSensor
と組み合わせて使用するときに限りサポートします。

Addr_Scan/tcp

Note:  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リスト
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セキュリティ イベントの内容

このイベントに関する質問 回答

このイベントでは、どのようなタイ
プの動作を探すのですか。

StealthWatch システムは、だれかが TCP 
を使っ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
のアクティビティをスキャン イベントとして記
録します。スキャン イベントによって多数の
ホストに影響が及んでいる場合、SMC は
セキュリティ イベントを起動します。

 
「スキャン イベント」の例には、不正な 
TCP フラグや、SYN の送信後に SYN-
ACK 応答がないなど、さまざまな兆候の
組み合わせがあります。

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

ホストは、利用可能な特定のサービスを
実行しているホストを検出しようとします。

次に何をすべきですか。 ホストが何をスキャンしていたのかを特定
します。広範なネットワークで調査を開始
して、絞り込みます。

上位ポート(アウトバウンド)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。リストされたターゲット IP 範囲にかか
わらず、任意のタイプのホストをスキャンで
きるため、内部ホスト、または外部ホスト
(または両方のホスト)で検索するかどうか
決定できます。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) ] を 
[フロー( Flows) ] に設定します。

結果が返されたら、ピアごとに並べ替える
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

セキュリティイベントリスト
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このイベントに関する質問 回答

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。また、ス
キャンに応答したホストの割合を確認する
ことも重要です。この時点で、スキャン対
象だったホストとスキャンされていたポート
を特定できる必要があります。

通常とは異なるフロー データが
必要ですか。

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)。

スキャンの中には、FlowSensor が送信し
たフラグに基づいて記録されるものもあれ
ば、ファイアウォールが送信したフラグに基
づいて記録されるものもあります(これらの
基準は、イベントの詳細に記録されま
す)。そのようなスキャンとして記録されて
いないスキャン イベントには、特定のデー
タは必要ありません。

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 回答

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
設定には、どのようなものがあり
ますか。

送信元ホストでイベントを有効にする必
要があります。

このイベントがデフォルトで有効
にされるポリシーはどれですか。

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

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。

ウイルス対策と SMS サーバ; ファイアウォー
ル、プロキシ、および NAT デバイス; ネット
ワーク管理とスキャナ

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、外部ホスト、クライアント IP 
ポリシー、ウイルス対策および SMS サー
バ、ファイアウォール、プロキシ、および 
NAT デバイス、ネットワーク管理およびス
キャナ

セキュリティイベントリスト
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イベントに関する質問 回答

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ですか、そ
れとも他をベースとしているので
すか。

適用外

デフォルト値および単位は何で
すか。

 

許容値 適用外

最小しきい値 適用外

最大しきい値 適用外

バリアンスベース以外のパラメー
タでイベントを調整することは可
能ですか。

適用外

可能な場合、調整できる属性
と単位は何ですか。

適用外

標準のポリシー エディタの外部で
イベントを調整することはできま
すか。

可能

その場合、調整可能な値の代
わりのロケーションはどこです
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。

×

それが存在する場合、それは
何ですか。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

イベントに関する質問 回答

イベントの送信元は何ですか。 スキャンを示す可能性のあるアクティビティ
を実行しているホスト。

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。

どのポリシーによってイベントがト 送信元ホスト

セキュリティイベントリスト
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イベントに関する質問 回答

リガーされるのですか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデック
ス、

数量はどの程度ですか。  l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

数量はどの程度ですか。

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 回答

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
細の表示

SMC クライアント インターフェイス：適用外

アラームの詳細をクリックすると、
どうなりますか。

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
ントの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：適用外

関連付けられたフローについて
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：適
用外

関連付けられたフローに、過去  5 分間を
基準にフィルタリングされたフロー テーブル
が表示されます。

このセキュリティ イベントに対する応答に関して、どのような情報を入手できますか。

イベントに関する質問 回答

イベント ID は何ですか SEC_ID_TCP_ADDR_SCAN (276)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostAlarm。詳細については、アラーム 
フィールドと ルール タイプの ホスト アラーム
列を参照してください。 

セキュリティイベントリスト
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イベントに関する質問 回答

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostAlarmCondition。詳細については、
SNMP アラームのフィールドに記載されて
いる [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

Addr_Scan/udp

Note:  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 イベントの内容

このイベントに関する質問 回答

このイベントでは、どのようなタイ
プの動作を探すのですか。

StealthWatch システムは、だれかが UDP を使ってネッ
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、そのアクティビティをスキャン イベントとして
記録します。スキャン イベントによって多数のホストに
影響が及んでいる場合、SMC はセキュリティ イベントを
起動します。

 
「スキャン イベント」の例には、各種の ICMP 拒否やファ
イアウォール フロー拒否メッセージなど、さまざまな兆候
を応答する UDP パケットの送信があります。

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。

ホストは、利用可能な特定のサービスを実行している
ホストを検出しようとします。

次に何をすべきですか。 ホストが何をスキャンしていたのかを特定します。広範
なネットワークで調査を開始して、絞り込みます。

上位ポート(アウトバウンド)レポートを実行して開始し

セキュリティイベントリスト
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このイベントに関する質問 回答

 に設定します。

結果が返されたら、ピアごと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。また、スキャンに応答し
たホストの割合を確認することも重要です。この時点
で、スキャン対象だったホストとスキャンされていたポート
を特定できる必要があります。

通常とは異なるフロー データが
必要ですか。

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)。

スキャンの中には、FlowSensor が送信したフラグに基
づいて記録されるものもあれば、ファイアウォールが送信
したフラグに基づいて記録されるものもあります(これら
の基準は、イベントの詳細に記録されます)。そのよう
なスキャンとして記録されていないスキャン イベントに
は、特定のデータは必要ありません。

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 回答

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
設定には、どのようなものがあり
ますか。

送信元ホストでイベントを有効にする必要があります。

このイベントがデフォルトで有効
にされるポリシーはどれですか。

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

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

セキュリティイベントリスト
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イベントに関する質問 回答

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) ]、[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。

×

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ですか、そ
れとも他をベースとしているので
すか。

適用外

デフォルト値および単位は何で
すか。

適用外

許容値 適用外

最小しきい値 適用外

最大しきい値 適用外

バリアンスベース以外のパラメー
タでイベントを調整することは可
能ですか。

適用外

可能な場合、調整できる属性
と単位は何ですか。

適用外

標準のポリシー エディタの外部で
イベントを調整することはできま
すか。

可能

その場合、調整可能な値の代
わりのロケーションはどこです
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。

適用外

ある場合、それは何ですか。 該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

セキュリティイベントリスト
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イベントに関する質問 回答

イベントの送信元は何ですか。 スキャンを示す可能性のあるアクティビティを実行してい
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。

どのポリシーによってイベントがト
リガーされるのですか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度ですか。  l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

数量はどの程度ですか。

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 回答

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：詳細の表示

SMC クライアント インターフェイス：適用外

アラームの詳細をクリックすると、
どうなりますか。

Web アプリケーション インターフェイス：addr_scan_udp 
を示すセキュリティ イベントの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：適用外

関連付けられたフローについて
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：適用外

関連付けられたフローに、過去  5 分間を基準にフィル
タリングされたフロー テーブルが表示されます。

このセキュリティ イベントに対する応答に関して、どのような情報を入手できますか。

イベントに関する質問 回答

イベント ID は何ですか SEC_ID_UDP_ADDR_SCAN (286)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostAlarm。詳細については、アラーム フィールドと 
ルール タイプの  [ホスト アラーム] 列を参照してください。 

セキュリティイベントリスト
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イベントに関する質問 回答

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostAlarmCondition。詳細については、SNMP アラー
ムのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列を
参照してください。

Bad_Flag_ACK**

Note:  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 イベントの内容

このイベントに関する質問 回答

このイベントでは、どのようなタイ
プの動作を探すのですか。

パケットに TCP acknowledge フラグが含まれておらず、
reset または synchronize 以外のフラグが含まれている
ことが確認される場合は、発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。

トリガーするときには、どのような
意味があるのですか。

通常、無効なフラグが含まれている TCP パケットは生
成されません。このようなパケットが生成される場合は、
パケットの送信先マシンに関する情報を収集する目的
で意図的に実行された可能性があります。これは、シ
ステム設定が応答する不良フラグの組み合わせは、シ
ステム設定によって異なるためです。

次に取るべき手順は何ですか。 このイベントのソースが内部ホストの場合、偵察アクティ
ビティのその他の兆候がないか検索する価値がありま
す。たとえば、ホストが不良フラグの組み合わせを複数
のホストに送信していますか。同一ポートで多数のホス
トをスキャンしていますか。1 つのホストの多数のポート
をスキャンしていますか。内部ホストが偵察を実行して
いる場合、これは望ましくないアクティビティまたはセキュ

セキュリティイベントリスト
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このイベントに関する質問 回答

リティ侵害を示す兆候である可能性があります。

通常とは異なるフロー 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 エディションの場合は、
FlowSensor が必要です。Flow Collector sFlow の場
合、特殊なフロー 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 回答

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
設定には、どのようなものがあり
ますか。

発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 ポリシー( Client IP Policy) ]

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。

ウイルス対策と SMS サーバ; ファイアウォール、プロキ
シ、および NAT デバイス; ネットワーク管理とスキャナ

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、外部ホスト、クライアント IP ポリシー、ウイ
ルス対策および SMS サーバ、ファイアウォール、プロキ
シ、および NAT デバイス、ネットワーク管理およびスキャ
ナ

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ですか、そ
れとも他をベースとしているので
すか。

適用外

デフォルト値および単位は何で
すか。

 

許容値 適用外

最小しきい値 適用外

最大しきい値 適用外

セキュリティイベントリスト
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イベントに関する質問 回答

バリアンスベース以外のパラメー
タでイベントを調整することは可
能ですか。

適用外

可能な場合、調整できる属性
と単位は何ですか。

適用外

標準のポリシー エディタの外部で
イベントを調整することはできま
すか。

適用外

その場合、調整可能な値の代
わりのロケーションはどこです
か。

適用外

イベントにはデフォルトの緩和が
設定されています。

適用外

ある場合、それは何ですか。 該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

イベントに関する質問 回答

イベントの送信元は何ですか。 不良パケットを送信したホスト

ターゲットは何ですか。 不良パケットの宛先としてリストされるホスト

どのポリシーによってイベントがト
リガーされるのですか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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。

セキュリティイベントリスト
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イベントに関する質問 回答

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 では、詳細列に [詳細
の表示( 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、
どうなりますか。

 l Web アプリケーション UI では、ソース 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。

関連付けられたフローについて
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 では、インターフェイスに
何も表示されません。

 l SMC クライアント インターフェイスの場合、この
インターフェイスには過去  5 分間に当該フローを
確認したフロー 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 イベントに対する応答に関して、どのような情報を入手できますか。

イベントに関する質問 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_NO_ACK(267)

イベントの Syslog タイプは何で
すか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

Bad_Flag_All**

Note:  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リスト
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セキュリティ イベントの内容

このイベントに関する質問 回答

このイベントでは、どのようなタイ
プの動作を探すのですか。

パケットにすべての TCP フラグ( synchronize、
acknowledge、reset、push、urgent、および finish)が
含まれていることが確認されると、発信元ホストでセ
キュリティ イベントがトリガーされます。

トリガーするときには、どのような
意味があるのですか。

すべてのフラグがセットされている TCP パケットは、通常
は生成されません。このようなパケットが生成される場
合は、パケットの送信先マシンに関する情報を収集す
る目的で意図的に実行された可能性があります。これ
は、システム設定が応答する不良フラグの組み合わせ
は、システム設定によって異なるためです。

次に取るべき手順は何ですか。 このイベントのソースが内部ホストの場合、偵察アクティ
ビティのその他の兆候がないか検索する価値がありま
す。たとえば、ホストが不良フラグの組み合わせを複数
のホストに送信していますか。同一ポートで多数のホス
トをスキャンしていますか。1 つのホストの多数のポート
をスキャンしていますか。内部ホストが偵察を実行して
いる場合、これは望ましくないアクティビティまたはセキュ
リティ侵害を示す兆候である可能性があります。

通常とは異なるフロー 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 エディションの場合は、
FlowSensor が必要です。Flow Collector sFlow の場
合、特殊なフロー 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。

セキュリティイベントリスト
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イベントに関する質問 回答

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
設定には、どのようなものがあり
ますか。

発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。

このイベントがデフォルトで有効
にされ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) ]

このイベントがデフォルトで無効
にされるポリシーはどれですか。

なし

このアラームがデフォルトで有効
にされ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) ]

このアラームがデフォルトで無効
にされるポリシーはどれですか。

なし

このイベントを調整することはで
きますか。

×

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ですか、そ
れとも他をベースとしているので
すか。

適用外

デフォルト値および単位は何で
すか。

 

許容値 適用外

最小しきい値 適用外

最大しきい値 適用外

バリアンスベース以外のパラメー
タでイベントを調整することは可
能ですか。

適用外

可能な場合、調整できる属性
と単位は何ですか。

適用外

標準のポリシー エディタの外部で
イベントを調整することはできま
すか。

適用外

その場合、調整可能な値の代
わりのロケーションはどこです
か。

適用外

セキュリティイベントリスト
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イベントに関する質問 回答

イベントにはデフォルトの緩和が
設定されています。

適用外

ある場合、それは何ですか。 該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

イベントに関する質問 回答

イベントの送信元は何ですか。 不良パケットを送信したホスト

ターゲットは何ですか。 不良パケットの宛先としてリストされるホスト

どのポリシーによってイベントがト
リガーされるのですか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

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 では、詳細列に [詳細
の表示( 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、
どうなりますか。

 l Web アプリケーション UI では、ソース 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。

関連付けられたフローについて
は、どのような情報が表示されま

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

セキュリティイベントリスト
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イベントに関する質問 回答

すか。  l SMC クライアント インターフェイスの場合、この
インターフェイスには過去  5 分間に当該フローを
確認したフロー 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 イベントに対する応答に関して、どのような情報を入手できますか。

イベントに関する質問 回答

イベント ID は何ですか SEC_ID_BAD_FLAG_XMAS (263)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

Bad_Flag_NoFlg**

Note:  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 イベントの内容

このイベントに関する質問 回答

このイベントでは、どのようなタイ
プの動作を探すのですか。

パケットに TCP フラグか含まれていないことが確認され
ると、発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。

トリガーするときには、どのような 通常、無効なフラグが含まれている TCP パケットは生
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このイベントに関する質問 回答

意味があるのですか。 成されません。このようなパケットが生成される場合は、
パケットの送信先マシンに関する情報を収集する目的
で意図的に実行された可能性があります。これは、シ
ステム設定が応答する不良フラグの組み合わせは、シ
ステム設定によって異なるためです。

次に取るべき手順は何ですか。 このイベントのソースが内部ホストの場合、偵察アクティ
ビティのその他の兆候がないか検索する価値がありま
す。たとえば、ホストが不良フラグの組み合わせを複数
のホストに送信していますか。同一ポートで多数のホス
トをスキャンしていますか。1 つのホストの多数のポート
をスキャンしていますか。内部ホストが偵察を実行して
いる場合、これは望ましくないアクティビティまたはセキュ
リティ侵害を示す兆候である可能性があります。

通常とは異なるフロー 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 エディションの場合は、
FlowSensor が必要です。Flow Collector sFlow の場
合、特殊なフロー 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 回答

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
設定には、どのようなものがあり
ますか。

発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 ポリシー( Client IP Policy) ]

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。

ウイルス対策と SMS サーバ; ファイアウォール、プロキ
シ、および NAT デバイス; ネットワーク管理とスキャナ

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、外部ホスト、クライアント IP ポリシー、ウイ
ルス対策および SMS サーバ、ファイアウォール、プロキ
シ、および NAT デバイス、ネットワーク管理およびスキャ
ナ

このイベントは調整可能です ×
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イベントに関する質問 回答

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ですか、そ
れとも他をベースとしているので
すか。

適用外

デフォルト値および単位は何で
すか。

 

許容値 適用外

最小しきい値 適用外

最大しきい値 適用外

バリアンスベース以外のパラメー
タでイベントを調整することは可
能ですか。

適用外

可能な場合、調整できる属性
と単位は何ですか。

適用外

標準のポリシー エディタの外部で
イベントを調整することはできま
すか。

適用外

その場合、調整可能な値の代
わりのロケーションはどこです
か。

適用外

イベントにはデフォルトの緩和が
設定されています。

適用外

ある場合、それは何ですか。 該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

イベントに関する質問 回答

イベントの送信元は何ですか。 不良パケットを送信したホスト

ターゲットは何ですか。 不良パケットの宛先としてリストされるホスト

どのポリシーによってイベントがト
リガーされるのですか。

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

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、
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イベントに関する質問 回答

れですか。

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

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 では、詳細列に [詳細
の表示( 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、
どうなりますか。

 l Web アプリケーション UI では、ソース 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。

関連付けられたフローについて
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 では、インターフェイスに
何も表示されません。

 l SMC クライアント インターフェイスの場合、この
インターフェイスには過去  5 分間に当該フローを
確認したフロー 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 イベントに対する応答に関して、どのような情報を入手できますか。

イベントに関する質問 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_NOFLAG( 269)

イベントの Syslog タイプは何で
すか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
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イベントに関する質問 回答

を参照してください。

Bad_Flag_Rsrvd

Note:  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 イベントの内容

このイベントに関する質問 回答

このイベントでは、どのようなタイ
プの動作を探すのですか。

初期  TCP 標準で予約されている TCP フラグがパケッ
トに含まれていることが確認される場合、発信元ホスト
でセキュリティ イベントがトリガーされます。

トリガーするときには、どのような
意味があるのですか。

通常、無効なフラグが含まれている TCP パケットは生
成されません。このようなパケットが生成される場合は、
パケットの送信先マシンに関する情報を収集する目的
で意図的に実行された可能性があります。これは、シ
ステム設定が応答する不良フラグの組み合わせは、シ
ステム設定によって異なるためです。

次に取るべき手順は何ですか。 このイベントのソースが内部ホストの場合、偵察アクティ
ビティのその他の兆候がないか検索する価値がありま
す。たとえば、ホストが不良フラグの組み合わせを複数
のホストに送信していますか。同一ポートで多数のホス
トをスキャンしていますか。1 つのホストの多数のポート
をスキャンしていますか。内部ホストが偵察を実行して
いる場合、これは望ましくないアクティビティまたはセキュ
リティ侵害を示す兆候である可能性があります。

通常とは異なるフロー データが
必要ですか。

Flow Collector NetFlow エディションはこのイベントをトリ
ガーすることはありません。Flow Collector sFlow の場
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このイベントに関する質問 回答

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)。

合、特殊なフロー 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 回答

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
設定には、どのようなものがあり
ますか。

発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 ポリシー( Client IP Policy) ]

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。

ウイルス対策と SMS サーバ; ファイアウォール、プロキ
シ、および NAT デバイス; ネットワーク管理とスキャナ

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、外部ホスト、クライアント IP ポリシー、ウイ
ルス対策および SMS サーバ、ファイアウォール、プロキ
シ、および NAT デバイス、ネットワーク管理およびスキャ
ナ

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ですか、そ
れとも他をベースとしているので
すか。

適用外

デフォルト値および単位は何で
すか。

 

許容値 適用外

最小しきい値 適用外

最大しきい値 適用外

バリアンスベース以外のパラメー
タでイベントを調整することは可
能ですか。

適用外
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イベントに関する質問 回答

可能な場合、調整できる属性
と単位は何ですか。

適用外

標準のポリシー エディタの外部で
イベントを調整することはできま
すか。

適用外

その場合、調整可能な値の代
わりのロケーションはどこです
か。

適用外

イベントにはデフォルトの緩和が
設定されています。

適用外

ある場合、それは何ですか。 該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

イベントに関する質問 回答

イベントの送信元は何ですか。 不良パケットを送信したホスト

ターゲットは何ですか。 不良パケットの宛先としてリストされるホスト

どのポリシーによってイベントがト
リガーされるのですか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

アラームの詳細にはどのような情  l Web アプリケーション UI では、詳細列に [詳細
の表示( View details) ] が表示されます。 
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イベントに関する質問 回答

報が表示されますか。  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、
どうなりますか。

 l Web アプリケーション UI では、ソース 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。

関連付けられたフローについて
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 では、インターフェイスに
何も表示されません。

 l SMC クライアント インターフェイスの場合、この
インターフェイスには過去  5 分間に当該フローを
確認したフロー 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 イベントに対する応答に関して、どのような情報を入手できますか。

イベントに関する質問 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_RESERVED (265)

イベントの Syslog タイプは何で
すか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

Bad_Flag_RST**

Note:  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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セキュリティ イベントの内容

このイベントに関する質問 回答

このイベントでは、どのようなタイ
プの動作を探すのですか。

パケットに TCP reset と、push または acknowledge 以
外のフラグが含まれていることが確認されると、発信元
ホストでセキュリティ イベントがトリガーされます。

トリガーするときには、どのような
意味があるのですか。

通常、無効なフラグが含まれている TCP パケットは生
成されません。このようなパケットが生成される場合は、
パケットの送信先マシンに関する情報を収集する目的
で意図的に実行された可能性があります。これは、シ
ステム設定が応答する不良フラグの組み合わせは、シ
ステム設定によって異なるためです。

次に取るべき手順は何ですか。 このイベントのソースが内部ホストの場合、偵察アクティ
ビティのその他の兆候がないか検索する価値がありま
す。たとえば、ホストが不良フラグの組み合わせを複数
のホストに送信していますか。同一ポートで多数のホス
トをスキャンしていますか。1 つのホストの多数のポート
をスキャンしていますか。内部ホストが偵察を実行して
いる場合、これは望ましくないアクティビティまたはセキュ
リティ侵害を示す兆候である可能性があります。

通常とは異なるフロー 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 エディションの場合は、
FlowSensor が必要です。Flow Collector sFlow の場
合、特殊なフロー 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 回答

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
設定には、どのようなものがあり
ますか。

発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 ポリシー( Client IP Policy) ]

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。

ウイルス対策と SMS サーバ; ファイアウォール、プロキ
シ、および NAT デバイス; ネットワーク管理とスキャナ

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
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イベントに関する質問 回答

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、外部ホスト、クライアント IP ポリシー、ウイ
ルス対策および SMS サーバ、ファイアウォール、プロキ
シ、および NAT デバイス、ネットワーク管理およびスキャ
ナ

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ですか、そ
れとも他をベースとしているので
すか。

適用外

デフォルト値および単位は何で
すか。

 

許容値 適用外

最小しきい値 適用外

最大しきい値 適用外

バリアンスベース以外のパラメー
タでイベントを調整することは可
能ですか。

適用外

可能な場合、調整できる属性
と単位は何ですか。

適用外

標準のポリシー エディタの外部で
イベントを調整することはできま
すか。

適用外

その場合、調整可能な値の代
わりのロケーションはどこです
か。

適用外

イベントにはデフォルトの緩和が
設定されています。

適用外

ある場合、それは何ですか。 該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

イベントに関する質問 回答

イベントの送信元は何ですか。 不良パケットを送信したホスト
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イベントに関する質問 回答

ターゲットは何ですか。 不良パケットの宛先としてリストされるホスト

どのポリシーによってイベントがト
リガーされるのですか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

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 では、詳細列に [詳細
の表示( 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、
どうなりますか。

 l Web アプリケーション UI では、ソース 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。

関連付けられたフローについて
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 では、インターフェイスに
何も表示されません。

 l SMC クライアント インターフェイスの場合、この
インターフェイスには過去  5 分間に当該フローを
確認したフロー 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 イベントに対する応答に関して、どのような情報を入手できますか。
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イベントに関する質問 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_BAD_RST( 266)

イベントの Syslog タイプは何で
すか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

Bad_Flag_SYN_FIN**

Note:  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 イベントの内容

このイベントに関する質問 回答

このイベントでは、どのようなタイ
プの動作を探すのですか。

パケットに TCP synchronize フラグと finish フラグか含ま
れていることが確認されると、発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。

トリガーするときには、どのような
意味があるのですか。

通常、無効なフラグが含まれている TCP パケットは生
成されません。このようなパケットが生成される場合は、
パケットの送信先マシンに関する情報を収集する目的
で意図的に実行された可能性があります。これは、シ
ステム設定が応答する不良フラグの組み合わせは、シ
ステム設定によって異なるためです。

次に取るべき手順は何ですか。 このイベントのソースが内部ホストの場合、偵察アクティ
ビティのその他の兆候がないか検索する価値がありま
す。たとえば、ホストが不良フラグの組み合わせを複数

セキュリティイベントリスト

© 2016 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

30



このイベントに関する質問 回答

のホストに送信していますか。同一ポートで多数のホス
トをスキャンしていますか。1 つのホストの多数のポート
をスキャンしていますか。内部ホストが偵察を実行して
いる場合、これは望ましくないアクティビティまたはセキュ
リティ侵害を示す兆候である可能性があります。

通常とは異なるフロー 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 エディションの場合は、
FlowSensor が必要です。Flow Collector sFlow の場
合、特殊なフロー 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 回答

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
設定には、どのようなものがあり
ますか。

発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 ポリシー( Client IP Policy) ]

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。

ウイルス対策と SMS サーバ; ファイアウォール、プロキ
シ、および NAT デバイス; ネットワーク管理とスキャナ

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、外部ホスト、クライアント IP ポリシー、ウイ
ルス対策および SMS サーバ、ファイアウォール、プロキ
シ、および NAT デバイス、ネットワーク管理およびスキャ
ナ

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ですか、そ
れとも他をベースとしているので
すか。

適用外

デフォルト値および単位は何で
すか。
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イベントに関する質問 回答

許容値 適用外

最小しきい値 適用外

最大しきい値 適用外

バリアンスベース以外のパラメー
タでイベントを調整することは可
能ですか。

適用外

可能な場合、調整できる属性
と単位は何ですか。

適用外

標準のポリシー エディタの外部で
イベントを調整することはできま
すか。

適用外

その場合、調整可能な値の代
わりのロケーションはどこです
か。

適用外

イベントにはデフォルトの緩和が
設定されています。

適用外

ある場合、それは何ですか。 該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

イベントに関する質問 回答

イベントの送信元は何ですか。 不良パケットを送信したホスト

ターゲットは何ですか。 不良パケットの宛先としてリストされるホスト

どのポリシーによってイベントがト
リガーされるのですか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で  l TI：True
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イベントに関する質問 回答

すか。

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 回答

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 では、詳細列に [詳細
の表示( 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、
どうなりますか。

 l Web アプリケーション UI では、ソース 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。

関連付けられたフローについて
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 では、インターフェイスに
何も表示されません。

 l SMC クライアント インターフェイスの場合、この
インターフェイスには過去  5 分間に当該フローを
確認したフロー 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 イベントに対する応答に関して、どのような情報を入手できますか。

イベントに関する質問 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_SYN_FIN(264)

イベントの Syslog タイプは何で
すか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

Bad_Flag_URG**

Note:  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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セキュリティ イベントの内容

このイベントに関する質問 回答

このイベントでは、どのようなタイ
プの動作を探すのですか。

パケットに TCP urgent フラグと、acknowledge 以外の
フラグが含まれていることが確認されると、発信元ホスト
でセキュリティ イベントがトリガーされます。

トリガーするときには、どのような
意味があるのですか。

通常、無効なフラグが含まれている TCP パケットは生
成されません。このようなパケットが生成される場合は、
パケットの送信先マシンに関する情報を収集する目的
で意図的に実行された可能性があります。これは、シ
ステム設定が応答する不良フラグの組み合わせは、シ
ステム設定によって異なるためです。

次に取るべき手順は何ですか。 このイベントのソースが内部ホストの場合、偵察アクティ
ビティのその他の兆候がないか検索する価値がありま
す。たとえば、ホストが不良フラグの組み合わせを複数
のホストに送信していますか。同一ポートで多数のホス
トをスキャンしていますか。1 つのホストの多数のポート
をスキャンしていますか。内部ホストが偵察を実行して
いる場合、これは望ましくないアクティビティまたはセキュ
リティ侵害を示す兆候である可能性があります。

通常とは異なるフロー 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 エディションの場合は、
FlowSensor が必要です。Flow Collector sFlow の場
合、特殊なフロー 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 回答

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
設定には、どのようなものがあり
ますか。

発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 ポリシー( Client IP Policy) ]

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。

ウイルス対策と SMS サーバ; ファイアウォール、プロキ
シ、および NAT デバイス; ネットワーク管理とスキャナ

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、外部ホスト、クライアント IP ポリシー、ウイ
ルス対策および SMS サーバ、ファイアウォール、プロキ
シ、および NAT デバイス、ネットワーク管理およびスキャ
ナ

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ですか、そ
れとも他をベースとしているので
すか。

適用外

デフォルト値および単位は何で
すか。

 

許容値 適用外

最小しきい値 適用外

最大しきい値 適用外

バリアンスベース以外のパラメー
タでイベントを調整することは可
能ですか。

適用外

可能な場合、調整できる属性
と単位は何ですか。

適用外

標準のポリシー エディタの外部で
イベントを調整することはできま
すか。

適用外

その場合、調整可能な値の代
わりのロケーションはどこです

適用外
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イベントに関する質問 回答

か。

イベントにはデフォルトの緩和が
設定されています。

適用外

ある場合、それは何ですか。 該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

イベントに関する質問 回答

イベントの送信元は何ですか。 不良パケットを送信したホスト

ターゲットは何ですか。 不良パケットの宛先としてリストされるホスト

どのポリシーによってイベントがト
リガーされるのですか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

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 では、詳細列に [詳細
の表示( 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、
どうなりますか。

 l Web アプリケーション UI では、ソース 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。
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イベントに関する質問 回答

関連付けられたフローについて
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 では、インターフェイスに
何も表示されません。

 l SMC クライアント インターフェイスの場合、この
インターフェイスには過去  5 分間に当該フローを
確認したフロー 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 イベントに対する応答に関して、どのような情報を入手できますか。

イベントに関する質問 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

ホストに対してビーコンを実行

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

ビーコン発信ホストは、別のホストからの更新プログラム
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)、コマンドおよび制御( C&C)サーバから
の新しい注文の取得、更新プログラムのダウンロードな
ど、さまざまな理由で使用できます。マルウェアもこの動
作の原因になる場合があることに注意してください。

次に何をすべきですか。 目的は、外部ホストが間違いなく C&C サーバであるこ
とを判断することです。多くの場合、StealthWatch シス
テムの内部と外部の両方でこのホストを調査するのに
役立ちます。適切な最初の手順は、StealthWatch シ
ステム内のターゲット ホストで上位ピア(アウトバウンド)
レポートを開くことです。このレポートには、外部ホストと
通信したデータ量ごとに並べ替えられた内部ピアのリス
トが記載されています。このリストから、ホストが環境内
の共通のピア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。
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イベントに関する質問 回答

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。

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。

Command and Control 上位インデックス、 高懸念イン
デックス

数量はどの程度で
すか。

 l Command and Control 上位インデック
ス：True

 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BEACONING_HOST( 39)

イベントの Syslog タイプは何で
すか。

. 詳細については、アラーム フィールドと ルール タイプの 
[ホスト アラーム] 列を参照してください。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

。詳細については、SNMP アラームのフィールドに記載
されている [ホスト アラーム] 列を参照してください。
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ボット コマンドおよび制御サーバ

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、コマンドおよび制御
( 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。

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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。
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イベントに関する質問 回答

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

ボットに感染したホスト：試行された C&C アクティビティ

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、既知のコマンドおよび制御
( 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
ルウェアや悪意のあるリダイレクトがこの動作の原因に
なる可能性があること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 サーバと通
信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 ホストと通信するホストが多
数あるか、通信履歴を確認する場合、C&C サーバが
誤って識別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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、
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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。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

ボットに感染したホスト：成功した C&C アクティビティ

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、既知のコマンドおよび制御
( C&C)サーバと通信しました。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 サーバと通
信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
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このイベントに関する質問 応答

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 ホストと通信するホストが多
数あるか、通信履歴を確認する場合、C&C サーバが
誤って識別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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。
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ブルート フォース(総当たり)ログイン

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、システムへのアクセスを試行するために、別のシ
ステムのログイン クレデンシャルを推測しようとしている
ホストを示している場合があります。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。

次に何をすべきですか。 目的は、サーバへの接続試行が適切あるかどうか判
断することです。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、誤って設定さ
れたアプリケーション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
サーバに対してこれらのタイプの接続を試行すると予測
されますか。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、上位ポート 
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
ガーされた同じポート(おそらく SSH)を経由して送信
元  IP が接続している他のホストを検出します。

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 回答

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。

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。

攻撃インデックス、高懸念インデックス
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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。

 l 攻撃インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BRUTE_FORCE_LOGIN( 58)

イベントの Syslog タイプは何で
すか。

. 詳細については、アラーム フィールドと ルール タイプの 
[ホスト アラーム] 列を参照してください。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

。詳細については、SNMP アラームのフィールドに記載
されている [ホスト アラーム] 列を参照してください。

Bogon アドレスからの接続試行

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

Bogon アドレスは、割り当てられていない IP アドレスの
ため、使用する必要はありません。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、この種類のトラフィックは、ネットワーク境界
でブロックされることがよくあります。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。

次に何をすべきですか。 Bogon アドレスからの一方向通信トラフィックを調査す
る際、最初に調べることが 2 つあります。1) Bogon アド
レス(または他の Bogon アドレス)がネットワーク内の他
のホストと通信しようとしているか。2) Bogon アドレスか
らトラフィックが送信されているホストが、異常に大量の
トラフィックを受信しているか。 
最初の質問に回答するために、Bogon ホスト グループ
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このイベントに関する質問 応答

に対して上位ホスト クエリまたはフロー クエリのいずれか
を実行できます。セキュリティ イベントからの Bogon IP 
アドレスに対して具体的に実行できますが、スプーフィ
ングされたトラフィックでは、攻撃者が多数の異なる 
Bogon IP を使用することはよくあります。クエリから返さ
れた結果を評価して、DoS 攻撃の一部であるか、ネッ
トワーク内の誤った設定 /未分類のホストかどうかを判
断します。一般的に、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。
有益な情報をすぐに取得する方法は、ターゲット ホス
トの他のセキュリティ イベントを表示して、「SYN を受
信」や「新しいフローを処理」などの DoS イベントを探
すか、Bogon からの大量の通信を探します。 
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。[日時( Date/Time) ] 
フィルタを Bogon 通信の時間と、その 2 時間前の時間
を含むように設定します。時間枠が長くなるとクエリは
長くなりますが、より有用なコンテキストが提供されま
す。ここで、内部的に起動された DoS 攻撃がないと思
われる場合、外部ホストからトラフィックのみを含めるよ
うホストをフィルタリングできます。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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、
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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。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

Bogon アドレスからの接続成功

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

「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 アドレスを使用した双方向通信が
発生するべきではありません。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。

次に何をすべきですか。 環境で内部的に特定の Bogon IP アドレス範囲を実
際に使用しているか、またはキャリア グレード NAT を使
用しているかどうかを特定します。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。
StealthWatch システム内で確認するには、Bogon の 
/24 でアクティブ フローを探すことです。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 

セキュリティイベントリスト

© 2016 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

46



このイベントに関する質問 応答

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。 
いずれも該当しない場合、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する)にホスト
を識別するのに役立つ情報が含まれます。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 ホストが関連しているその他の動作が
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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

Tor からの接続が試行されました

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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)
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イベントに関する質問 回答

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

Tor からの接続が成功しました

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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
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イベントに関する質問 回答

い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

Bogon アドレスへの接続試行

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

Bogon アドレスは、割り当てられていない IP アドレスの
ため、使用する必要はありません。一方向通信は少し
特殊な通信です。この場合、何かがネットワーク内のホ
ストに一方向通信を行うよう求めています。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  Denial of 
Service( DoS)攻撃の一部としてランダム化された発
信元アドレスを含むパケットを送信し、このようなランダ
ム化されたアドレスに応答した場合に発生します。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 アドレスへの一
方向通信も偵察や誤った設定のホストによる可能性
があります。

次に何をすべきですか。 環境で内部的に特定の Bogon IP アドレス範囲を実
際に使用しているか、またはキャリア グレード NAT を使
用しているかどうかを特定します。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。
StealthWatch システム内で確認するには、Bogon の 
/24 でアクティブ フローを探すことです。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 IP アドレスが 
100.64.0.0/10 内の場合、キャリア グレード NAT に予
約された IP 空間を使用しており、環境が背後ある場
合は問題ではありません。 
いずれも該当しない場合、イベントの送信元で他のセ
キュリティ イベントを確認します。Bogon や「SYN を受
信」や「新しいフローが処理されました」などの Denial of 
Service( DoS)イベントへの大量の通信を探します。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。DDoS の可能性をもう少し詳しく調べ
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このイベントに関する質問 応答

るには、フロー トラフィック 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。時間枠が
長くなるとクエリは長くなりますが、より有用なコンテキス
トが提供されます。ここで、内部的に起動された DoS 
攻撃がないと思われる場合、外部ホストからトラフィック
のみを含めるようホストをフィルタリングできます。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。

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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True
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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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

Bogon アドレスへの接続成功

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

「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 アドレスを使用した双方向通信が
発生するべきではありません。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。

次に何をすべきですか。 環境で内部的に特定の Bogon IP アドレス範囲を実
際に使用しているか、またはキャリア グレード NAT を使
用しているかどうかを特定します。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。
StealthWatch システム内で確認するには、Bogon の 
/24 でアクティブ フローを探すことです。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。 
いずれも該当しない場合、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する)にホスト
を識別するのに役立つ情報が含まれます。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

セキュリティイベントリスト

© 2016 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

52



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 ホストが関連しているその他の動作が
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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。
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Tor への接続試行

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

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 ネット
ワークを移動し終了する前に Tor 接続が通過する最
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。 
これは、ユーザ主導、またはマルウェアによるコマンドお
よび制御トラフィックの試行だった可能性があります。
ユーザ主導の場合、これはユーザのトラフィックの接続
先を難読化するか、ユーザが参照していた場所を難
読化しようとしていた可能性があります。一部の Tor エ
ントリ ノードは、他のサービスも実行しているサーバで
実行されることに注意する必要があります。たとえば、
DuckDuc kGo は検索を実行するためにアクセスされた
同じサーバ上で 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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]
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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。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

Tor への接続成功

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

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 ネット
ワークを移動し終了する前に Tor 接続が通過する最
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。 
これは、ユーザ主導、またはマルウェアによるコマンドお
よび制御トラフィックの試行だった可能性があります。
ユーザ主導の場合、これはユーザのトラフィックの接続
先を難読化するか、ユーザが参照していた場所を難
読化しようとしていた可能性があります。一部の Tor エ
ントリ ノードは、他のサービスも実行しているサーバで
実行されることに注意する必要があります。たとえば、
DuckDuc kGo は検索を実行するためにアクセスされた
同じサーバ上で 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。
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イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

偽装アプリケーションの検出

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

多くの場合この動作は、意図したサービス以外のサー
ビスを使用して一般的に許可されているポートからトラ
フィックを送信することにより、出力フィルタリングを回避
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このイベントに関する質問 応答

しようとするユーザやアプリケーションを示します。また、
SSH over TCP 8022 のようなセカンダリポートを使用し
てアプリケーションでまれに起動する標準ではないアプリ
ケーションを探します。

次に実行すべきステップは何で
すか。

調査の目標は、関連するフローを探し、それらのフロー
が漏洩やコマンドおよび制御の兆候が見られるか判断
することです。このイベントを調査する最初の手順は、
イベントに付随しているポートと関連しているホストを検
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
のバックアップ サーバで、イベントがポート 8022 でトリ
ガーされた場合、それは問題ではありません。一方、
ターゲット ホストが不明で、DNS 以外がポート 53 UDP 
経由で出てくるのが確認される場合、よく観察する必
要があります。 
これについてはいくつかの調査方法があります。セキュリ
ティ イベントは関連するポートにリストされ、非常に限
定的なフィルタの作成に使用できます。たとえば、関連
するポートを経由して 2 つの関連ホスト間のフローを
フィルタリングするだけでなく、「適切な」アプリケーション
(例：DNS 以外のポート 53 UDP 経由のフローを検索
する)を使用してフローを除外する場合、イベントを起
動させたフローが見つかります。 
代わりに、より一般的なクエリを実行して、イベントの
送信元とターゲット ホストのみをイベントの日付でフィル
タリングすると便利な場合もあります。これは、ポート/ア
プリケーションの不一致があるフローを超えているフロー
を明らかにする可能性がありますが、そのようなフローの
存在は、調査において貴重なコンテキストになります。
作業するフローを選択したら、悪用の兆候がないか宛
先ホスト、履歴、およびデータ量を調査します。

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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。
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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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

Flow_Denied

Note:  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 イベントの内容

このイベントに関する質問 応答

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

これは、主にコンテキストに依存します。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。
内部ホストにから内部ホストへのフロー拒否は、外部
から内部のものとは異なり、同じホスト/ポートのペアリン
グを何度も試みることは、さまざまな接続先にブロックさ
れることとは大きく異なります。 
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このイベントに関する質問 応答

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。さまざまなポートや内部
ホストへの多数の拒否されたフローは、偵察の可能性
があります。いずれにしても、実行するべきでないと決
定したことをホストが実行することを示しており、興味
深い動作です。内部ホストからインターネットでブロック
されたフローは、違反しようとしているルールのコンテキ
ストを必要としますが、ホストはセキュリティ ポリシーが実
行するべきでないと判断したことを実行しています。

次に何をすべきですか。 フロー拒否を調査する簡単な方法は、イベントの送信
元ホストでセキュリティ イベント クエリを実行します。イベ
ントの日にクエリを実行し、送信元ホストが最初のフ
ロー拒否イベントの送信元になるように設定し、他のフ
ロー拒否イベントのみを含むようタイプを設定します。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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

ターゲットで、セキュリティ イベント [高ターゲット インデックス( High Target Index) ]
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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。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

Frag: First_Too_Short**

Note:  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 イベントの内容

このイベントに関する質問 回答

このイベントでは、どのようなタイ
プの動作を探すのですか。

フラグメンテーション長が非常に短くてプロトコル 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。
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このイベントに関する質問 回答

トリガーするときには、どのような
意味があるのですか。

無効なフラグメンテーション値を持つ IP パケットは、通
常は発生しません。これが発生した場合、パケット送
信先のマシンに関する情報を収集しようと試みて意図
的に操作された可能性があります。オペレーティング シ
ステムやバージョンによって応答の方法が異なる場合が
あるためです。

次に取るべき手順は何ですか。 このイベントのソースが内部ホストの場合、偵察アクティ
ビティのその他の兆候がないか検索する価値がありま
す。たとえば、ホストが複数のホストに無効なフラグメン
トを送信していますか。同一ポートで多数のホストをス
キャンしていますか。1 つのホストの多数のポートをス
キャンしていますか。内部ホストが偵察を実行している
場合、これは望ましくないアクティビティまたはセキュリ
ティ侵害を示す兆候である可能性があります。

通常とは異なるフロー 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 エディションの場合は、
FlowSensor が必要です。Flow Collector sFlow の場
合、特殊なフロー 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 回答

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
設定には、どのようなものがあり
ますか。

送信元ホストでセキュリティ イベント Frag:First_Too_
Short が有効になっている必要があります。

このイベントがデフォルトで有効
にされるポリシーはどれですか。

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

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、ファイアウォール、プロ
キシ、および NAT デバイス、ネットワーク管理およびス
キャナ

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、外部ホスト、クライアント IP ポリシー、ウイ
ルス対策および SMS サーバ、ファイアウォール、プロキ
シ、および NAT デバイス、ネットワーク管理およびスキャ
ナ
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イベントに関する質問 回答

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ですか、そ
れとも他をベースとしているので
すか。

適用外

デフォルト値および単位は何で
すか。

 

許容値 適用外

最小しきい値 適用外

最大しきい値 適用外

バリアンスベース以外のパラメー
タでイベントを調整することは可
能ですか。

適用外

可能な場合、調整できる属性
と単位は何ですか。

適用外

標準のポリシー エディタの外部で
イベントを調整することはできま
すか。

適用外

その場合、調整可能な値の代
わりのロケーションはどこです
か。

適用外

イベントにはデフォルトの緩和が
設定されています。

適用外

ある場合、それは何ですか。 該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

イベントに関する質問 回答

イベントの送信元は何ですか。 不良パケットを送信したホスト

ターゲットは何ですか。 不良パケットの宛先としてリストされるホスト

どのポリシーによってイベントがト
リガーされるのですか。

送信元ホスト ポリシー

送信元で、セキュリティ イベント 攻撃インデックス、高懸念インデックス
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イベントに関する質問 回答

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。  l 攻撃インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度ですか。  l TI：True

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 回答

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 では、詳細列に [詳細
の表示( 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、
どうなりますか。

 l Web アプリケーション UI では、ソース 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。

関連付けられたフローについて
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 では、インターフェイスに
何も表示されません。

 l SMC クライアント インターフェイスの場合、この
インターフェイスには過去  5 分間に当該フローを
確認したフロー 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 イベントに対する応答に関して、どのような情報を入手できますか。

イベントに関する質問 回答

イベント ID は何ですか SEC_ID_FRAG_PKT_TOO_SHORT (281)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。 

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
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イベントに関する質問 回答

を参照してください。

Frag: Packet_Too_Long**

Note:  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 イベントの内容

このイベントに関する質問 回答

このイベントでは、どのようなタイ
プの動作を探すのですか。

最大パケット長を超過させるフラグメンテーション値を持
つパケットが検出された場合、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。

トリガーするときには、どのような
意味があるのですか。

無効なフラグメンテーション値を持つ IP パケットは、通
常は発生しません。これが発生した場合、パケット送
信先のマシンに関する情報を収集しようと試みて意図
的に操作された可能性があります。オペレーティング シ
ステムやバージョンによって応答の方法が異なる場合が
あるためです。

次に取るべき手順は何ですか。 このイベントのソースが内部ホストの場合、偵察アクティ
ビティのその他の兆候がないか検索する価値がありま
す。たとえば、ホストが複数のホストに無効なフラグメン
トを送信していますか。同一ポートで多数のホストをス
キャンしていますか。1 つのホストの多数のポートをス
キャンしていますか。内部ホストが偵察を実行している
場合、これは望ましくないアクティビティまたはセキュリ
ティ侵害を示す兆候である可能性があります。

通常とは異なるフロー データが
必要ですか。

Flow Collector NetFlow エディションの場合は、
FlowSensor が必要です。Flow Collector sFlow の場
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このイベントに関する質問 回答

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)。

合、特殊なフロー 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 回答

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
設定には、どのようなものがあり
ますか。

送信元ホストでセキュリティ イベント Frag:Packet_
Too_Long が有効になっている必要があります。

このイベントがデフォルトで有効
にされるポリシーはどれですか。

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

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、ファイアウォール、プロ
キシ、および NAT デバイス、ネットワーク管理およびス
キャナ

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、外部ホスト、クライアント IP ポリシー、ウイ
ルス対策および SMS サーバ、ファイアウォール、プロキ
シ、および NAT デバイス、ネットワーク管理およびスキャ
ナ

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ですか、そ
れとも他をベースとしているので
すか。

適用外

デフォルト値および単位は何で
すか。

 

許容値 適用外

最小しきい値 適用外

最大しきい値 適用外

バリアンスベース以外のパラメー
タでイベントを調整することは可

適用外
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イベントに関する質問 回答

能ですか。

可能な場合、調整できる属性
と単位は何ですか。

適用外

標準のポリシー エディタの外部で
イベントを調整することはできま
すか。

適用外

その場合、調整可能な値の代
わりのロケーションはどこです
か。

適用外

イベントにはデフォルトの緩和が
設定されています。

適用外

ある場合、それは何ですか。 該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

イベントに関する質問 回答

イベントの送信元は何ですか。 不良パケットを送信したホスト

ターゲットは何ですか。 不良パケットの宛先としてリストされるホスト

どのポリシーによってイベントがト
リガーされるのですか。

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。

攻撃インデックス、高懸念インデックス

数量はどの程度ですか。  l 攻撃インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度ですか。  l TI：True

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 回答

アラームの詳細にはどのような情  l Web アプリケーション UI では、詳細列に [詳細
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イベントに関する質問 回答

報が表示されますか。 の表示( 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、
どうなりますか。

 l Web アプリケーション UI では、ソース 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。

関連付けられたフローについて
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 では、インターフェイスに
何も表示されません。

 l SMC クライアント インターフェイスの場合、この
インターフェイスには過去  5 分間に当該フローを
確認したフロー 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 イベントに対する応答に関して、どのような情報を入手できますか。

イベントに関する質問 回答

イベント ID は何ですか SEC_ID_FRAG_PKT_TOO_LONG (282)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。 

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

Frag: Sizes_Differ**

Note:  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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セキュリティ イベントの内容

このイベントに関する質問 回答

このイベントでは、どのようなタイ
プの動作を探すのですか。

セグメント間でフラグメンテーション サイズが異なるパケッ
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。

トリガーするときには、どのような
意味があるのですか。

各セグメントのフラグメンテーション サイズが異なる IP パ
ケットは、通常は発生しません。これが発生した場合、
パケット検査ツールを途中で回避しようと試みて意図
的に操作された可能性があります。

次に取るべき手順は何ですか。 このイベントのソースが内部ホストの場合、偵察アクティ
ビティのその他の兆候がないか検索する価値がありま
す。たとえば、ホストが複数のホストに無効なフラグメン
トを送信していますか。同一ポートで多数のホストをス
キャンしていますか。1 つのホストの多数のポートをス
キャンしていますか。内部ホストが偵察を実行している
場合、これは望ましくないアクティビティまたはセキュリ
ティ侵害を示す兆候である可能性があります。

通常とは異なるフロー 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 エディションの場合は、
FlowSensor が必要です。Flow Collector sFlow の場
合、特殊なフロー 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 回答

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

送信元ホストでセキュリティ イベント Frag:Sizes_Differ 
が有効になっている必要があります。
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イベントに関する質問 回答

設定には、どのようなものがあり
ますか。

このイベントがデフォルトで有効
にされるポリシーはどれですか。

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

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、ファイアウォール、プロ
キシ、および NAT デバイス、ネットワーク管理およびス
キャナ

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、外部ホスト、クライアント IP ポリシー、ウイ
ルス対策および SMS サーバ、ファイアウォール、プロキ
シ、および NAT デバイス、ネットワーク管理およびスキャ
ナ

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ですか、そ
れとも他をベースとしているので
すか。

適用外

デフォルト値および単位は何で
すか。

 

許容値 適用外

最小しきい値 適用外

最大しきい値 適用外

バリアンスベース以外のパラメー
タでイベントを調整することは可
能ですか。

適用外

可能な場合、調整できる属性
と単位は何ですか。

適用外

標準のポリシー エディタの外部で
イベントを調整することはできま
すか。

適用外

その場合、調整可能な値の代
わりのロケーションはどこです
か。

適用外
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イベントに関する質問 回答

イベントにはデフォルトの緩和が
設定されています。

適用外

ある場合、それは何ですか。 該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

イベントに関する質問 回答

イベントの送信元は何ですか。 不良パケットを送信したホスト

ターゲットは何ですか。 不良パケットの宛先としてリストされるホスト

どのポリシーによってイベントがト
リガーされるのですか。

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。

攻撃インデックス、高懸念インデックス

数量はどの程度ですか。  l 攻撃インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度ですか。  l TI：True

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 回答

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 では、詳細列に [詳細
の表示( 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、
どうなりますか。

 l Web アプリケーション UI では、ソース 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。

関連付けられたフローについて
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 では、インターフェイスに
何も表示されません。
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イベントに関する質問 回答

 l SMC クライアント インターフェイスの場合、この
インターフェイスには過去  5 分間に当該フローを
確認したフロー 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 イベントに対する応答に関して、どのような情報を入手できますか。

イベントに関する質問 回答

イベント ID は何ですか SEC_ID_FRAG_DIFFERENT_SIZES (283)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。 

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

ハーフ オープン攻撃

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

これは Denial of Service( DoS)攻撃です。ハーフ オー
プン攻撃は、接続を開きますが、接続を実行しないた
め、帯域幅または接続ハンドラのいずれかを使い果た
そうとしている可能性があります。これにより、被害に
あったホストは悪意のある接続によりタイムアウトするま
で長時間待機させられます。

次に何をすべきですか。 目的は、ターゲットへの接続が適切で、ターゲットのパ
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このイベントに関する質問 応答

フォーマンスが低下しているか判断することです。2 つの
内部ホスト間の悪意のある動作である可能性がありま
すが、イベントは内部ホストと外部ホストの間で関連し
ている可能性があります。 
最初に、イベントの日のイベントの送信元とターゲット
間でフロー クエリを実行します。フローが進行中である
かどうか注意してください。進行していなくても、サービ
スが停止していなければ、多くの場合問題ではありま
せん。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。送信元ホストに
は複数のターゲットに対して、または履歴にこのイベン
トがありますか。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。 
送信元ホストには、一度にこのイベントをトリガーする
多数のホストがありますが、履歴にはありませんか。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。イベントが履歴どおりに発生してい
る場合、どのアプリケーションにサービスがホストしていて
も、通常の動作である可能性があります。この場合、
特定のホストの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 センサーで観察されていた
場合、パフォーマンス レポートを実行して、トラフィックの
性質により SRT(サーバ応答時間)が影響を受けてい
るか確認します。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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、
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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。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

上位ファイル共有インデックス

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)のしきい値を超えています。

このセキュリティ イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で  l 高偵察インデックス：True
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イベントに関する質問 応答

すか。  l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

高  SMB ピア

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

これが特定のシナリオで発生していることがわかっている
場合や、しきい値を非常に低く設定している場合を除
き、このイベントは間違いなくホストが侵害されている兆
候です。SMB 経由で自動的に広がるマルウェアの兆
候である場合が多くあります。

次に何をすべきですか。 このセキュリティ イベントは侵害の可能性がありますが、
特定の範囲に属している外部ホストを調査したり、接
続している外部ホストの数を確認したりできます。

これを行うには、フロー クエリを開始します。クエリの開
始時間をイベント日に設定します。[フィルタ] ダイアログ
の [ホスト] タブで、クライアントまたはサーバ ホストをイベ
ントの送信元として設定します。その他のホストは内部
ホスト グループです。[サービスおよびアプリケーション] タ
ブで、 サービスでフィルタ処理を行って 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。
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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 回答

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。

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。

高偵察インデックス、攻撃インデックス、ハイ リスク イン
デックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l 攻撃インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_HIGH_SMB_PEERS( 60)

イベントの Syslog タイプは何で
すか。

. 詳細については、アラームのフィールドおよびルール タ
イプに記載されている「ホスト アラーム」カラムを参照し
てください。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

。詳細については、SNMP アラームのフィールドに記載
されている [ホスト アラーム] 列を参照してください。

高トラフィック合計

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

トリガーされた場合、どのような 着信および発信トラフィックの両方をカウントするため、
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このイベントに関する質問 応答

意味がありますか。 過大な合計トラフィックは異常な動作の兆候です。こ
れは、主にインバウンドまたはアウトバウンドのいずれ
か、またはこれら 2 つの混合である場合があります。IP 
は単に異常に大量のトラフィックに関連しています。

次に何をすべきですか。 移動しているデータ量とそのデータがどこを移動してい
るかを特定します。これを調査する理想的な方法は、
送信元ホストにフロー クエリを実行することです。時間
帯を関連するセキュリティ イベントの日に設定し、送信
元ホストをクライアント ホストまたはサーバ ホストに設定
します。

結果が返されたら、最も大量のデータが送受信された
場所を特定します。[合計バイト数( Total Bytes) ] で
並べ替えて実行します。目的は、特殊なフローを見つ
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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True
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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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラームのフィール
ドおよびルール タイプに記載されている「ホスト アラー
ム」カラムを参照してください。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

高トラフィック

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

着信および発信トラフィックの両方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兆候です。こ
れは、主にインバウンドまたはアウトバウンドのいずれ
か、またはこれら 2 つの混合である場合があります。IP 
は単に異常に大量のトラフィックに関連しています。着
信または発信  DoS のインジケータの可能性がありま
す。

次に何をすべきですか。 移動しているデータ量とそのデータがどこを移動してい
るかを特定します。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
の開始時刻を関連するセキュリティ イベントの開始時
刻の 5 分前に設定し、終了時刻をアラームの終了時
刻に設定します(アラームを設定している場合)。送信
元ホストをクライアント ホストまたはサーバ ホストに設定
します。

結果が返されたら、最も大量のデータが送受信された
場所を特定します。[合計バイト数( Total Bytes) ] で
並べ替えて実行します。目的は、特殊なフローを見つ
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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラームのフィール
ドおよびルール タイプに記載されている「ホスト アラー
ム」カラムを参照してください。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

大容量電子メール

ホストは電子メール ワームに感染した可能性があり、5 分間の許容可能数を上回ったことに関連
するアラートを発生させました。

このセキュリティ イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。
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イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラームのフィール
ドおよびルール タイプに記載されている「ホスト アラー
ム」カラムを参照してください。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

ホスト ロック違反

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

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。このイベントの意味は、特定のホス
ト ロックの実装を決定した理由に応じて異なりますが、
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このイベントに関する質問 応答

一般的にユーザが送信元、接続先、および潜在的な
アプリケーションに基づいて不適切であると判断した接
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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラームのフィール
ドおよびルール タイプに記載されている「ホスト アラー
ム」カラムを参照してください。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。
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ICMP フラッド

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

これは、送信元ホストが DoS 攻撃(侵害されたホスト
またはユーザの操作が原因の可能性がある)、誤った
設定のネットワーク 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 全体に
送信されている)に関与していることを示します。

次に何をすべきですか。 ICMP パケットの送信数とレート、送信時刻、および送
信先を特定します。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するセキュリティ イベントの開始
時刻の 5 分前に設定し、終了時刻をアラームの終了
時刻に設定します(アラームを設定している場合)。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、検索した時間帯に最も多くの 
ICMP パケットがある場所を探します。イベントの件名
が大量の ICMP フローにあるクライアント ホストの場
合、[クライアント パケット( 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、特殊な
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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、
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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。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラームのフィール
ドおよびルール タイプに記載されている「ホスト アラー
ム」カラムを参照してください。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

ICMP を受信

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

これは、ターゲット ホストが DoS 攻撃の対象となってい
るか、誤った設定のネットワーク アプリケーションであるこ
とを示しています。

次に何をすべきですか。 ICMP パケットの受信数とレート、受信時刻、および受
信先を特定します。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するセキュリティ イベントの開
始時刻の 5 分前に設定し、終了時刻をアラームの終
了時刻に設定します(アラームを設定している場合)。
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、検索した時間帯に最も多くの 
ICMP パケットが送信された場所を探します。イベント
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このイベントに関する質問 応答

の件名が大量の ICMP フローにあるクライアント ホスト
の場合、[クライアント パケット( 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、特殊な
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。

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。これは、管理フィルタリングが原因でルータが
パケットを転送できない場合に生成されます。

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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リスト

© 2016 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

83



イベントに関する質問 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラームのフィール
ドおよびルール タイプに記載されている「ホスト アラー
ム」カラムを参照してください。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 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。

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
とルール タイプの「ホスト アラーム」列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 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。

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 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。

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの [ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

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。

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してください

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 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 ヘッダーの DF ビットが設定さ
れています。

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 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ます。要求された優先度が、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
合わせで許可されないことを示しています。

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True
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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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 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。

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True
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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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 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。

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True
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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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 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。

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True
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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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 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。

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True
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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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

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(たとえば UDP)はデータグラ
ムを逆多重化できませんが、送信側に通知するプロトコル メカニズムがありません。

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で  l TI：True
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イベントに関する質問 応答

すか。

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 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 オペレータは、操作に必要な最小優先レベルを指定しましたが、このレベルを下回る優
先度でデータグラムが送信されました。

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

ターゲットで、セキュリティ イベント [高ターゲット インデックス( High Target Index) ]
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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。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 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。

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で  l 高偵察インデックス：True
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イベントに関する質問 応答

すか。  l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 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。

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、
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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。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 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。

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。
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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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

ICMP_Timeout
ホストが送信したメッセージが原因で、「転送中に存続時間を超過した」という ICMP メッセージが
発生しました。これらのメッセージはしばしば、traceroute、ネットワークの誤動作 (ルーティング ルー
プ)、およびファイアウォーキング手法の結果として発生します。

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。
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イベントに関する質問 回答

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

内部  Tor エントリ検出

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

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 ネット
ワークを移動し終了する前に Tor 接続が通過する最
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 出口ノード
のホスティングは必ずしも問題にはなりませんが、ネット
ワークの管理者が気づくことなく発生することはほとんど
ありません。Tor 出口ノードとは異なり、Tor エントリ 
ノードは Tor ネットワーク内でのみトラフィックを転送する
ので、主に帯域幅が懸念されます。

次に何をすべきですか。 このイベントを調査する主な目的は、大部分が技術
的なものではありません。Tor エントリ ノードを認識して
いるユーザがいて、そのノードが許可されているか特定
します。その場合、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。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。
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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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

内部  Tor 出口検出

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

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 出口ノードは、Tor ネット
ワークを移動し終了する前に Tor 接続が通過する最
初のサーバで、最終的に接続の送信元と見なされる
ネットワーク接続の接続先です。 
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
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このイベントに関する質問 応答

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 
出口ノードのホスティングの懸念事項には、多くの場合
ノードを介してプロキシされているアクティビティに関する
帯域幅の使用法や潜在的な法的問題があります。

次に実行すべきステップは何で
すか。

このイベントを調査する主な目的は、大部分が技術
的なものではありません。Tor 出口ノードを認識してい
るユーザがいて、そのノードが許可されているか特定し
ます。その場合、特定の許可されたホストのイベントを
無効にします。セキュリティ イベント履歴を表示して、
Tor 出口ノードとして公開されているときに通信が開始
された時刻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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

低トラフィック

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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

セキュリティイベントリスト

© 2016 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

104



イベントに関する質問 回答

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

MAC アドレス違反

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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
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イベントに関する質問 回答

い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

メール拒否

拒否された電子メール試行数の許容値を超える数をターゲット ホストが受信し、5 分間の許容
数を超えたことに関連するアラートが出されました。

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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。
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イベントに関する質問 回答

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

メール リレー

5 分間の許容数を上回ったことに関連するアラートが出されたため、ターゲット ホストが電子メール 
リレーとして機能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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。
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イベントに関する質問 回答

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

最大数のフローを開始

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

これは、複数の異なる問題を示す可能性があります
が、最初に偵察の兆候か DoS 攻撃に関与しているホ
ストかどうかを特定する必要があります。

次に何をすべきですか。 これらのタイプの共通のリンクを見つけることで、これらの
タイプのフローの原因を特定します。たとえば、これらの
フローの多くは同じホストに移動しますか。これらのフ
ローは同じポートを使用して異なるホストに移動します
か。

これを調査する理想的な方法は、上位レポートの 1 つ
を実行することです。上位ピア レポートまたは上位ポー
ト レポートから開始できます。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。フローの大
部分を特定の行セットに適用するか決定します。(該
当しない場合、その他  2 つの推奨された上位レポート
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 回答

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。

該当なし
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このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

最大数のフローの処理

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

これは、複数の異なる問題を示す可能性があります
が、最初に偵察の兆候かホストが DoS 攻撃の対象と
なるホスト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
許容値の設定に応じて通常の使用が増える場合があ
ります。

次に何をすべきですか。 これらのタイプの共通のリンクを見つけることで、これらの
タイプのフローの原因を特定します。たとえば、これらの
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このイベントに関する質問 応答

フローの多くは同じホストから発生したものですか。これ
らのフローは同じポートをターゲットにしている異なるホ
ストに移動しますか。

これを調査する理想的な方法は、上位レポートの 1 つ
を実行することです。上位ピア レポートまたは上位ポー
ト レポートから開始できます。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。フローの大
部分を特定の行セットに適用するか決定します。(該
当しない場合、その他  2 つの推奨された上位レポート
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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で  l TI：True
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イベントに関する質問 応答

すか。

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

新しいフローの開始

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

これは、複数の異なる問題を示す可能性があります
が、最初に偵察の兆候か DoS 攻撃に関与しているホ
ストかどうかを特定する必要があります。

次に何をすべきですか。 これらのタイプの共通のリンクを見つけることで、これらの
タイプのフローの原因を特定します。たとえば、これらの
フローの多くは同じホストに移動しますか。これらのフ
ローは同じポートを使用して異なるホストに移動します
か。

これを調査する理想的な方法は、上位レポートの 1 つ
を実行することです。上位ピア レポートまたは上位ポー
ト レポートから開始できます。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。フローの大
部分を特定の行セットに適用するか決定します。(該
当しない場合、その他  2 つの推奨された上位レポート
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このイベントに関する質問 応答

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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。
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新しいフローの処理

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

これは、複数の異なる問題を示す可能性があります
が、最初に偵察の兆候かホストが DoS 攻撃の対象と
なるホスト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
許容値の設定に応じて通常の使用が増える場合があ
ります。

次に何をすべきですか。 これらのタイプの共通のリンクを見つけることで、これらの
タイプのフローの原因を特定します。たとえば、これらの
フローの多くは同じホストに移動しますか。これらのフ
ローは同じポートを使用して異なるホストに移動します
か。

これを調査する理想的な方法は、上位レポートの 1 つ
を実行することです。上位ピア レポートまたは上位ポー
ト レポートから開始できます。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。フローの大
部分を特定の行セットに適用するか決定します。(該
当しない場合、その他  2 つの推奨された上位レポート
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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。
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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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

新規ホスト アクティブ

新しいホストが検出されました。

このセキュリティ イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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 高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、
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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。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

パケット フラッド

送信元ホストは、過剰な数のショート パケットをターゲット ホストに送信しました。このセキュリティ イ
ベントは、総当たり攻撃、DoS 攻撃、およびネットワーク アプリケーションの障害の結果と見なされ
ます。 
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このセキュリティ イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 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。 

Note:  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リスト

© 2016 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

116



このセキュリティ イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。
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イベントに関する質問 回答

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

Ping_Oversized_Packet
送信元ホストは、90 データ バイトを超える ICMP エコー要求または応答を送信しました。これらの
イベントは無害なネットワーク健全性検査である可能性がありますが、隠れ(コバート)データ チャネ
ルを含んでいる可能性もあります。 

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True
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イベントに関する質問 応答

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

Ping_Scan

Note:  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 イベントの内容

このイベントに関する質問 応答

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

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

セキュリティイベントリスト

© 2016 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

119



このイベントに関する質問 応答

なり、一般的に、特定のサービスではなく単に応答す
るホストの検索であり、偵察の早期のタイプです。一般
的にホストの Ping スキャンは、詳細な調査を実行する
ために、ネットワーク上の他のアクティブ ホストを見つけ
ようとします。

次に実行すべきステップは何で
すか。

ホストが何をスキャンしていたのかを特定します。これは 
ICMP ベースのスキャンのため、主な目的は、スキャンさ
れているホストを把握することです。UDP または TCP 
スキャンの場合のように、ターゲットにされている特定の
サービスを把握することではありません。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 回答

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。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_PING_PROBE( 257)

イベントの Syslog タイプは何で
すか。

. 詳細については、アラーム フィールドと ルール タイプの
[ホスト アラーム] 列を参照してください。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

。詳細については、SNMP アラームのフィールドに記載
されている [ホスト アラーム] 列を参照してください。
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ポート スキャン

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 回答

このイベントでは、どのようなタイ
プの動作を探すのですか。

ポート スキャンは、あるホストが別のホストに通信する
場合の 1024 より小さいポート数をカウントします。設
定可能なしきい値を超えた場合、イベントがトリガーさ
れます。

トリガーするときには、どのような
意味があるのですか。

これは、ホストが別のホストを「ポート スキャン」している
と見なされたことを意味します。つまり、スキャンする側
のホストが、スキャンされる側のホストで提供されるサー
ビスを特定しようとしています。これが外部ホストによっ
て実行される場合は悪用の試みの前兆である可能性
がありますが、インターネットからのスキャンは予期される
動作です。スキャンする側のホストが内部ホストである
場合、攻撃者または侵害されたホストが組織のネット
ワーク内を移動しようとしている兆候である可能性があ
ります。

次に取るべき手順は何ですか。 このセキュリティ イベントの発信元ホストが外部ホストで
ある場合、スキャン対象ホストとの通信を続行したかど
うか確認してください。これを行うには、送信元ホストと
ターゲット ホストの間のフロー クエリを開きます。さらに、
送信元ホストとネットワークの間のすべてのトラフィックを
単純に確認するのも適切でしょう。このホストの発信
元が内部ホストである場合、フロー クエリを使って送信
元とターゲットの間のフローを確認し、これが予期された
動作であるかどうかを判別します。

通常とは異なるフロー 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 回答

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
設定には、どのようなものがあり
ますか。

スキャンを実行するホストでポート スキャンが有効に
なっている必要があります
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イベントに関する質問 回答

このイベントがデフォルトで有効
にされ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) ]

このイベントがデフォルトで無効
にされるポリシーはどれですか。

なし

このアラームがデフォルトで有効
にされるポリシーはどれですか。

なし

このアラームがデフォルトで無効
にされ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) ]

このイベントを調整することはで
きますか。

可能

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ですか、そ
れとも他をベースとしているので
すか。

しきい値ベース

デフォルト値および単位は何で
すか。

適用外

許容値 適用外

最小しきい値 適用外

最大しきい値 適用外

バリアンスベース以外のパラメー
タでイベントを調整することは可
能ですか。

可能

可能な場合、調整できる属性
と単位は何ですか。

調整可能なパラメータは、トリガーに必要なスキャン対
象ポートの数であり、デフォルトは 10 です。

標準のポリシー エディタの外部で
イベントを調整することはできま
すか。

適用外

その場合、調整可能な値の代
わりのロケーションはどこです
か。

適用外

イベントにはデフォルトの緩和が
設定されています。

適用外

ある場合、それは何ですか。 該当なし
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このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

イベントに関する質問 回答

イベントの送信元は何ですか。 スキャンを実行しているホスト

ターゲットは何ですか。 スキャンの対象となっているホスト

どのポリシーによってイベントがト
リガーされるのですか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度ですか。  l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度ですか。  l TI：True

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 回答

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 では、詳細列に [詳細
の表示( 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、
どうなりますか。

 l Web アプリケーション UI では、ソース 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。

関連付けられたフローについて
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 では、インターフェイスに
何も表示されません。

 l SMC クライアント インターフェイスの場合、この
インターフェイスには過去  5 分間に当該フローを
確認したフロー 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 イベントに対する応答に関して、どのような情報を入手できますか。
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イベントに関する質問 回答

イベント ID は何ですか SEC_ID_PORT_SCAN (55)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。 

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

リセット/TCP
送信元ホストが TCP パケットを送信し、ターゲット ホストに拒否されました。このセキュリティ イベン
トは、一般的にアプリケーションの不具合および TCP ポート スキャンの結果と見なされます。 

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、
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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。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

リセット/UDP
送信元ホストは、ターゲット ホストによって拒否された UDP パケットを送信しました。通常、このセ
キュリティ イベントは、ICMP ポート到達不能セキュリティ イベントと同時に発生します。 

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。
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イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 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、このネットワークをスキャンしてきたホストが、スキャン済みのいずれかの
ターゲット ホストと二方向カンバセーションを行っていることを示しています。 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。
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イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

低速接続フラッド

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

ホストが非常に低いパケット レートのターゲットと複数の
接続を開始したことを示しています。このような接続の
目的は、多くの帯域幅を必要とせずにオープンな接続
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このイベントに関する質問 応答

を維持することです。これは、アプリケーション Denial of 
Service( DoS)攻撃のタイプです。大量の帯域幅を必
要とせずにサービスを利用できないようにして、脆弱な
ホストに対して簡単に攻撃を実行できるようにします。
多くの場合、検出が困難になります。

次に何をすべきですか。 目的は、ターゲットへの接続が適切で、ターゲットのパ
フォーマンスが低下しているか判断することです。2 つの
内部ホスト間の悪意のある動作である可能性がありま
すが、イベントは内部ホストと外部ホストの間で関連し
ている可能性が高くなります。 
最初に、イベントの日のイベントの送信元とターゲット
間でフロー クエリを実行します。フローが進行中である
かどうか注意してください。進行していなくても、サービ
スが停止していなければ、多くの場合問題ではありま
せん。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。送信元ホストに
は複数のターゲットに対して、または履歴にこのイベン
トがありますか。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。 
送信元ホストには、一度にこのイベントをトリガーする
多数のホストがありますが、履歴にはありませんか。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。イベントが履歴どおりに発生してい
る場合、どのアプリケーションにサービスがホストしていて
も、通常の動作である可能性があります。この場合、
特定のホストの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 センサーで観察されていた
場合、パフォーマンス レポートを実行して、トラフィックの
性質により SRT(サーバ応答時間)が影響を受けてい
るか確認します。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 回答

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。

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。

高  DDoS 送信元インデックス、高懸念インデックス

数量はどの程度で
すか。

 l 高  DDoS 送信元インデックス：True
 l CI：True

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。

高  DDoS ターゲット インデックス、高ターゲット インデック
ス

数量はどの程度で
すか。

 l 高  DDoS ターゲット インデックス：True
 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_SLOW_CONNECTION_FLOOD( 44)

イベントの Syslog タイプは何で
すか。

. 詳細については、アラーム フィールドと ルール タイプの
[ホスト アラーム] 列を参照してください。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

。詳細については、SNMP アラームのフィールドに記載
されている [ホスト アラーム] 列を参照してください。

スパム送信元

1 電子メールあたりの許容アドレス数を超えたか、5 分間の許容数の超過に関連するアラートを発
生させたため、送信元ホストは電子メール スパムの発信源である可能性があります。

このセキュリティ イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、
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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。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 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およびターゲット 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。 

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

SSH リバース シェル

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

トリガーされた場合、どのような このセキュリティ イベント アラームの目的は、SSH リバー
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このイベントに関する質問 応答

意味がありますか。 ス シェルを検出することです。攻撃者は、侵害された
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
のときアウトバウンド SSH 接続に見える接続を利用し
ます。これにより、攻撃者は着信接続がファイアウォー
ルなどによりブロックされている場合でもシステムへのア
クセスを維持できます。

次に何をすべきですか。 このセキュリティ イベントを調査する場合、内部ネット
ワーク上にあると思われる送信元ホストの権限を維持
することが重要です。問題のホストが正式な機能の 
SSH または SFTP サーバの場合、これは誤ったアラー
ムであり、このようなデバイスからのアラームを制限する
ために、ホストのポリシー調整が必要になる場合があり
ます。 
ただし、内部ホストにそのようなデバイスとしての機能が
ない状況では、問題の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。それは有名なエンティティが
所有していますか。その場合、誤ったアラームの可能
性があります。有名なエンティティではない場合、ター
ゲット ホストで上位ピア(アウトバウンド)レポートを実行
します。このレポートには、外部ホストと通信したデータ
量ごとに並べ替えられた内部ピアのリストが記載されて
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 回答

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。

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。

Command and Control 上位インデックス、 高懸念イン
デックス

数量はどの程度で
すか。

 l Command and Control 上位インデック
ス：True
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イベントに関する質問 応答

 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_SSH_REV_SHELL( 61)

イベントの Syslog タイプは何で
すか。

. 詳細については、アラーム フィールドと ルール タイプの
[ホスト アラーム] 列を参照してください。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

。詳細については、SNMP アラームのフィールドに記載
されている [ホスト アラーム] 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 接続を作成したアプリケーショ
ンを示しています。セキュリティ イベントは、セキュリティ イベントが認識される前にアクセスされた最
後のターゲット ポートを示します。 

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。
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イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 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使用を行う巧妙に作成された 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可能性のあるスキャン実行側ホストによって「パケットが巧妙に
作成されている」ことを示します。 

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。
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イベントに関する質問 回答

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

データ蓄積の疑い

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 回答

このイベントでは、どのようなタイ
プの動作を探すのですか。

[データ貯蔵の疑い( Suspect Data Hoarding) ] は、クラ
イアントとして機能するときの内部ホストがリセット期間
中に他の内部ホストからダウンロードした TCP/UDP 
データ量をモニタします。指定されたホストに関するしき
い値をデータ量が超えると、イベントが発生します。この
しきい値をベースライン化によって自動的に作成するこ
とも、手動で設定することもできます。

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、内
部データの抽出やその他の通常より大規模なダウン
ロードを準備していることを示しています。

次に何をすべきですか。 ダウンロードされたデータ量とそのデータがどこからダウン
ロードされたのかを特定します。

これを調査する理想的な方法は、上位ピア(インバウ
ンド)レポートの 1 つを実行することです。クエリの時間
帯をイベントの日に設定します。[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、大部分の
データを送信する特殊なピアを見つけることです。

特殊なピアを見つけた後、観察された数量のこれらの
ピアから送信されるデータが予測される動作であるかど
うかを判断します。

通常とは異なるフロー データが
必要ですか。

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)。

適用外

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 回答

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
設定には、どのようなものがあり
ますか。

[内部ホスト( Inside Host) ] ホスト グループに関してこの
イベントが有効になっている必要があります。

このイベントがデフォルトで有効
にされ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

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、外部ホスト、ファイアウォール、プロキシ、お
よび NAT デバイス

このイベントは調整可能です
か。

可能

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。

バリアンス ベースまたはしきい値ベース。

既定値と単位は何ですか。  

許容値 92

最大しきい値 24 時間の 500M クライアント ペイロード バイト。

最小しきい値 24 時間の 1T ダウンロード済みペイロード バイト。

バリアンスベース以外のパラメー
タでイベントを調整することは可
能ですか。

可能

可能な場合、調整できる属性
と単位は何ですか。

ベースラインや許容度を考慮しない特定のバイト数で
トリガーするように、このイベントを設定できます。

標準のポリシー エディタの外部で
イベントを調整することはできま
すか。

×

その場合、調整可能な値の代
わりのロケーションはどこです
か。

適用外

イベントにはデフォルトの緩和が
設定されています。

×
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イベントに関する質問 回答

それが存在する場合、それは
何ですか。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

イベントに関する質問 回答

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。

どのポリシーが原因でイベントが
トリガーされますか。

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。

高データ ホーディング インデックス、高懸念インデックス

数量はどの程度ですか。  l 高データ ホーディング インデックス：True
 l CI：True

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。

数量はどの程度ですか。

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 回答

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：4.02G ポイントを
検出しました。ポリシーでは最大  300k ポイントまで許
可されます。

SMC クライアント インターフェイス：4.02G ポイントを検
出しました。ポリシーでは最大  300k ポイントまで許可さ
れます。(ダブルクリックすると詳細が表示されます。)

アラームの詳細をクリックすると、
どうなりますか。

Web アプリケーション インターフェイス：[セキュリティ イベ
ントの詳細( Security Events Details) ] に移動し、送
信元ホスト IP および見つかったイベント(存在する場
合)のリストを示します。

SMC クライアント インターフェイス：[送信元ホスト IP
( Source Host IP) ] でフィルタ処理された [セキュリティ イ
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イベントに関する質問 回答

ベント( Security Events) ] タブが開き、見つかったイベン
トをリストします(存在する場合)。

関連付けられたフローについて
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：Dragon squad か
らのテキストで置換

SMC クライアント インターフェイス：Dragon squad から
のテキストで置換

このセキュリティ イベントへの応答について、どのような情報が得られますか。

イベントに関する質問 回答

イベント ID は何ですか SEC_ID_SUSPECT_DATA_HOARD (315)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostVarianceAlarm。詳細については、アラーム フィー
ルドと ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくだ
さい。 

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostVarianceAlarmCondition。詳細については、
SNMP アラームのフィールドに記載されている [ホスト ア
ラーム] 列を参照してください。

データ損失の疑い

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 回答

このイベントでは、どのようなタイ
プの動作を探すのですか。

このイベントが発生した場合、クライアントとして機能す
る内部ホストが TCP または UDP ペイロード データ累
積量を外部ホストにすでにアップロードし、この累積量
が、内部ホストに適用されるポリシーで設定されたしき
い値を超えています。これをバリアンス 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。

許容可能な情報より多くの情報をインターネットにアッ
プロードするためにホストが利用されています。外部
バックアップ サービスとしての利用から悪意のある企業
データの漏洩まで、あらゆる行為に使用されます。

次に何をすべきですか。 アップロードされたデータ量とその大量のデータがどこに
移動したのかを特定します。

これを特定する理想的な方法は、セキュリティ イベント
の送信元だったホストで上位ピア(アウトバウンド)レ
ポートの 1 つを実行することです。このレポートで、クラ
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このイベントに関する質問 回答

 に設定するフィルタ処理を行います。目的は、大部分
のデータを受信する特殊なピアを見つけることです。

特殊なピアを見つけた後、観察された数量のこれらの
ピアにより受信されるデータが予測される動作であるか
どうかを判断します。

通常とは異なるフロー データが
必要ですか。

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)。

×

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 回答

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
設定には、どのようなものがあり
ますか。

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、このイベントが有効になっている必要がありま
す。 

このイベントがデフォルトで有効
にされるポリシーはどれですか。

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

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、NAT デバイス; ゲスト ワイヤ
レス; メール サーバ ポリシー; 信頼できるインターネット ホ
スト

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

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、NAT デバイス; ゲスト ワイヤ
レス; メール サーバ ポリシー; 信頼できるインターネット ホ
スト

このイベントは調整可能です
か。

可能

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。

バリアンス ベースまたはしきい値ベース。

既定値と単位は何ですか。  

許容値 50
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イベントに関する質問 回答

最大しきい値 24 時間の 1G クライアント ペイロード バイト。

最小しきい値 24 時間の 100G クライアント ペイロード バイト。

バリアンスベース以外のパラメー
タでイベントを調整することは可
能ですか。

可能

可能な場合、調整できる属性
と単位は何ですか。

ベースラインや許容度を考慮しない特定のバイト数で
トリガーするように、このイベントを設定できます。

標準のポリシー エディタの外部で
イベントを調整することはできま
すか。

適用外

その場合、調整可能な値の代
わりのロケーションはどこです
か。

適用外

イベントにはデフォルトの緩和が
設定されています。

×

それが存在する場合、それは
何ですか。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

イベントに関する質問 回答

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。 内部ホストからペイロード データを受信している外部ホ
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。

高漏洩インデックス、高懸念インデックス

数量はどの程度ですか。  l 高漏洩インデックス：True
 l CI：True

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。
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イベントに関する質問 回答

数量はどの程度ですか。

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 回答

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 3.54G ポイントを検出しました。 
 l ポリシーでは最大  30k ポイントまで許可されま

す。(ダブルクリックすると詳細が表示されま
す。)

アラームの詳細をクリックすると、
どうなりますか。

 l SMC Web アプリケーション UI では、送信元ホ
スト IP に関する [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(存在する場合)がリストさ
れます。 

 l SMC クライアント インターフェイスで、[送信元ホ
スト IP( Source Host IP) ] でフィルタ処理された 
[セキュリティ イベント( Security Events) ] テーブ
ルが開き、見つかったイベントをリストします(存
在する場合)。

関連付けられたフローについて
は、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、次の条件を満
たすすべてのフローが、関連するフローとして表示され
ます。

 l 午前  12:00 から現在までの時間

 l イベント発信元  IP と同等のクライアント ホスト

 l サーバ ホストには [外部ホスト( Outside Hosts) ] 
グループが含まれます

 l プロトコルは TCP または UDP です

 l 合計バイトが 1000 以上

 l クライアント バイトが 1 以上

このセキュリティ イベントに対する応答に関して、どのような情報を入手できますか。

イベントに関する質問 回答

イベント ID は何ですか SEC_ID_DATA_LOSS (40)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostVarianceAlarm。詳細については、アラーム フィー
ルドと ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくだ
さい。 
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イベントに関する質問 回答

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostVarianceAlarmCondition。詳細については、
SNMP アラームのフィールドに記載されている [ホスト ア
ラーム] 列を参照してください。

疑わしい長いフロー

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

このセキュリティ イベントは、リモート デスクトップ技術や 
VPN で使用されるような長時間確立している接続を
検出しますが、スパイウェア、IRC ボットネット、その他の
偽装通信手段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行為やそれによる侵
害を示すものではありませんが、関連しているホストの
特定に役立ちます。

次に何をすべきですか。 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。適切な開始
点は、セキュリティ イベントに関連するフロー テーブルに
ピボットして、フローの詳細(送信元と接続先の IP アド
レス、ポート、サービス、フローの開始時刻、位置情
報、およびユーザ名(ある場合)など)を取得することで
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できるネットワークの場合、ター
ゲットを対応するグループに分類する必要があります。
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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。
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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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

疑わしい非常に長いフロー

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、一部のコマンドおよび制御
( 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、およびその他の通信を
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。このイベントはバックグ
ラウンド Web サイトのハートビートも識別できることに注
意してください。

次に何をすべきですか。 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
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このイベントに関する質問 応答

いるかどうか判断することです。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。適切な開始
点は、セキュリティ イベントに関連するフロー テーブルに
ピボットして、フローの詳細(送信元と接続先の IP アド
レス、ポート、サービス、フローの開始時刻、位置情
報、およびユーザ名(ある場合)など)を取得することで
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できるネットワークの場合、ター
ゲットを対応するグループに分類する必要があります。
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は
少量のバイトが転送される周期的なパターンを示しま
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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]
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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。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

疑わしい UDP アクティビティ

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。この種の動作は、「SQL スラマー」や
「Witty」のような多くのシングルパケットの UDP ベースのワームに一貫しています。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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]
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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。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

SYN フラッド

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(侵害されたホスト
またはユーザの操作が原因の可能性がある)、または
誤った設定のネットワーク アプリケーションに関与してい
ることを示します。大規模な分散型  Denial-of-Service 
(DDoS) 攻撃の一部として、ターゲットの帯域幅を消
費するために多くの 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 接続を確立
できず、非常に高いレートで接続を再確立しようとして
いる場合があります。多数の IP に対してパケット数が
比較的少ない場合も、偵察の兆候を示している場合
があります。

次に何をすべきですか。 SYN の送信数とレート、送信時刻、および送信先を
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
始時刻を関連するセキュリティ イベントの開始時刻の 
5 分前に設定し、終了時刻をアラームの終了時刻に
設定します(アラームを設定している場合)。
結果が返されたら、検索した時間帯に最も多くの 
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このイベントに関する質問 応答

SYN パケットがある場所を探します。イベントの件名が
大量の SYN フローにあるクライアント ホストの場合、[ク
ライアント SYN パケット( Client SYN Packets) ]、[クライ
アント パケット( 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、特殊なフローを見つけ
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。多くの場合、内部から内部  SYN フ
ラッドは誤った設定です。内部から外部  SYN フラッドも
誤った設定の場合があります。

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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何 HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
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イベントに関する質問 回答

ですか。 と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

SYN を受信

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

これは、ターゲット ホストが DoS 攻撃の対象となってい
るか、誤った設定のネットワーク アプリケーションであるこ
とを示しています。大規模な DDoS または DoS 攻撃
の一部として、ターゲットの帯域幅を消費するために多
くの 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 接続を確立できず、非常に
高いレートで接続を再確立しようとしている場合があり
ます。

次に何をすべきですか。 SYN の送信数とレート、送信時刻、および発信元を
特定します。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
開始時刻を関連するセキュリティ イベントの開始時刻
の 5 分前に設定し、終了時刻をアラームの終了時刻
に設定します(アラームを設定している場合)。
結果が返されたら、検索した時間帯に最も多くの 
SYN パケットが送信された場所を探します。イベントの
ターゲットが大量の SYN フローにあるサーバ ホストの場
合、[クライアント SYN パケット( Client SYN 
Packets) ]、[クライアント パケット( 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、特
殊なフローを見つけることです。

特殊なフローを見つけた後、これが誤った設定かどうか
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。
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イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

ファントムとの通信

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

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を
送信しようとすることは、ほとんどありません。そのような
アクティビティにかかわるホストは注視してください。この
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このイベントに関する質問 応答

場合、何者かが偵察しようとしている兆候の可能性が
あります。ただし、ホストが存在していないホストと通信
するよう誤って設定されている可能性もあります。

次に何をすべきですか。 現在、このセキュリティ イベントはフロー クエリの一部と
して「ファントム」を指定できないため、調査するのは少
し難しいかもしれませんが、理解することはできます。
調査の目的は、応答のないホストに送信されたフロー
を見つけ、フロー間の共通のスレッドから状況を把握す
ることです。

一方向フローを見つけます。時間帯がセキュリティ イベ
ントの日のフロー 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。* これらのフロー間で共通のスレッドを見つけま
す。宛先がすべて同じサーバ ポートになっている。すべ
てはほぼ同時に発生していますか。以前存在した既
知のホストに移動しましたか。ホストはいくつありました
か。

* すべてが取得されるようにするには、このクエリを繰り
返します。このとき、イベントの送信元はフロー クエリの
サーバで、クライアント パケットは 0(ゼロ)以下です。こ
れで結果が追加されることはあまりありません。

ターゲット データの蓄積

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 回答

このイベントでは、どのようなタイ
プの動作を探すのですか。

[ターゲット データ貯蔵( Target Data Hoarding) ] は、
サーバとして機能するときの内部ホストがリセット期間
中に他の内部ホストに提供した TCP/UDP データ量を
モニタします。指定されたホストに関するしきい値をデー
タ量が超えると、イベントが発生します。このしきい値を
ベースライン化によって自動的に作成することも、手動
で設定することもできます。

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、データ漏洩や誤用に備えるために特
定の内部ホストから通常よりも多くのデータを収集する 
1 つまたは多数の内部ホストを示している可能性があ
ります。

セキュリティイベントリスト

© 2016 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

152



このイベントに関する質問 回答

次に何をすべきですか。 転送されたデータ量とそのデータの大部分がどこに移
動したのかを特定します。

これを特定する理想的な方法は、セキュリティ イベント
の送信元だったホストで上位ピア(アウトバウンド)レ
ポートの 1 つ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
ドされた大部分のデータを受信する特殊なピアを見つ
けることです。

特殊なピアを見つけた後、観察された数量のこれらの
ピアにより受信されるデータが予測される動作であるか
どうかを判断します。

通常とは異なるフロー データが
必要ですか。

( FlowSensor、プロキシ、ファイ
アウォールなど)。

適用外

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 回答

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
設定には、どのようなものがあり
ますか。

[内部ホスト( Inside Host) ] ホスト グループに関してこの
イベントが有効になっている必要があります。

このイベントがデフォルトで有効
にされ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

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、外部ホスト、ファイアウォール、プロキシ、お
よび NAT デバイス

このイベントは調整可能です
か。

可能
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イベントに関する質問 回答

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。

バリアンス ベースまたはしきい値ベース。

既定値と単位は何ですか。  

許容値 92

最大しきい値 24 時間の 500M クライアント ペイロード バイト。

最小しきい値 24 時間の 1T ダウンロード済みペイロード バイト。

バリアンスベース以外のパラメー
タでイベントを調整することは可
能ですか。

可能

可能な場合、調整できる属性
と単位は何ですか。

ベースラインや許容度を考慮しない特定のバイト数で
トリガーするように、このイベントを設定できます。

標準のポリシー エディタの外部で
イベントを調整することはできま
すか。

×

その場合、調整可能な値の代
わりのロケーションはどこです
か。

適用外

イベントにはデフォルトの緩和が
設定されています。

×

それが存在する場合、それは
何ですか。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

イベントに関する質問 回答

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。

どのポリシーによってイベントがト
リガーされるのですか。

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。
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イベントに関する質問 回答

数量はどの程度ですか。

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。

高データ ホーディング インデックス、上位ターゲット イン
デックス

数量はどの程度ですか。  l 高データ ホーディング インデックス：True
 l TI：True

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 回答

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：4.02G ポイントを
検出しました。ポリシーでは最大  300k ポイントまで許
可されます。

SMC クライアント インターフェイス：4.02G ポイントを検
出しました。ポリシーでは最大  300k ポイントまで許可さ
れます。(ダブルクリックすると詳細が表示されます。)

アラームの詳細をクリックすると、
どうなりますか。

Web アプリケーション インターフェイス：[セキュリティ イベ
ントの詳細( Security Events Details) ] に移動し、送
信元ホスト IP および見つかったイベント(存在する場
合)のリストを示します。

SMC クライアント インターフェイス：[送信元ホスト IP
( Source Host IP) ] でフィルタ処理された [セキュリティ イ
ベント( Security Events) ] タブが開き、見つかったイベン
トをリストします(存在する場合)。

関連付けられたフローについて
は、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、次の条件を満
たすすべてのフローが、関連するフローとして表示され
ます。

 l 期間：今日

 l サーバ ホスト：イベント ソース IP
 l 他のホスト：内部  ホスト

 l プロトコル： TCPまたは UDP
 l 合計バイト数：>=1000
 l サーバのバイト数：>=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。
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イベントに関する質問 回答

イベント ID は何ですか SEC_ID_TARGET_DATA_HOARD (316)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostVarianceAlarm。詳細については、アラーム フィー
ルドと ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくだ
さい。 

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostVarianceAlarmCondition。詳細については、
SNMP アラームのフィールドに記載されている [ホスト ア
ラーム] 列を参照してください。

タイムアウト/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。traceroute が UDP で発生し
ているため、TTL が短い TCP パケットは通常悪意のあるアクティビティ(例：ファイアウォーキング)、ま
たはネットワークの故障 (ルーティング ループ)であることを示します。 

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、
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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。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

タイムアウト/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。トレースルーティングは UDP 経
由で発生するため、このセキュリティ イベンはトごく一般的なイベントです。　ただし、大量発生はネッ
トワークの障害 (つまり、ルーティング ループ)を示している可能性があります。ポート 38293 を UDP 
のタイムアウトから除外して、ノートン アンチウィルス サーバに対応します。 

Note:  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 イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。
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イベントに関する質問 回答

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

接触済み

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。

このセキュリティ イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。
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イベントに関する質問 回答

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

[閉じ込められたホスト( Trapped Host) ]
ホストが Trapped Host 警告を受信できる月内の日数を超えました。

このセキュリティ イベントではどのようなポリシー設定を使用できますか。

イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
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イベントに関する質問 回答

を参照してください。

UDP フラッド

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

これは、送信元ホストが DoS 攻撃(侵害されたホスト
またはユーザの操作が原因の可能性がある)、誤った
設定のネットワーク アプリケーション、または送信元から
の 1 秒あたりの UDP パケットが異常に多い接続に関
与していることを示します。大規模な DDoS 攻撃の一
部として、ターゲットの帯域幅を消費するために多くの
パケットが送信されることがよくあります。ただし、高い 
SYN パケット レートよりも高い UDP パケット レートが一
般的です。このため、低いしきい値や許容度の設定に
より誤検出が増える可能性があります。多数の IP に
対してパケット数が比較的少ない場合も、偵察の兆
候を示している場合があります。

次に何をすべきですか。 UDP パケットの送信数とレート、送信時刻、および送
信先を特定します。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するセキュリティ イベントの開始
時刻の 5 分前に設定し、終了時刻をアラームの終了
時刻に設定します(アラームを設定している場合)。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、検索した時間帯に最も多くの 
UDP パケットがある場所を探します。イベントの件名が
大量の UDP フローにあるクライアント ホストの場合、[ク
ライアント パケット( 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、特殊なフローを見つ
けることです。

特殊なフローを見つけた後、これが予測された動作か
どうか判断します。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。
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イベントに関する質問 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

UDP を受信

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

これは、ターゲット ホストが DoS 攻撃の対象になってい
ること、誤設定のネットワーク アプリケーションがあるこ
と、または送信元からの 1 秒あたりの UDP パケットが
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このイベントに関する質問 応答

異常に高い接続があることを示しています。大規模な 
DDoS 攻撃の一部として、ターゲットの帯域幅を消費
するために多くのパケットが送信されることがよくありま
す。ただし、高い SYN パケット レートよりも高い UDP 
パケット レートが一般的です。このため、低いしきい値
や許容度の設定により誤検出が増える可能性があり
ます。

次に何をすべきですか。 目標は、UDP パケットの送信数とレート、受信時刻、
および送信元を特定することです。

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
連するセキュリティ イベントの開始時刻の 5 分前に設
定し、終了時刻をアラームの終了時刻に設定します
(アラームを設定している場合)。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、検索した時間帯に最も多くの 
UDP パケットが送信された場所を探します。イベントの
ターゲットが大量の UDP フローにあるサーバ ホストの場
合、[クライアント パケット( Client Packets) ] または [クラ
イアント パケット レート( pps) ( Client Packet Rate 
(pps)) ] のいずれかで並べ替えることができます。目的
は、特殊なフローを見つけることです。

特殊なフローを見つけた後、これが予測された動作か
どうか判断します。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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で  l 高偵察インデックス：True
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イベントに関する質問 応答

すか。  l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

アクティブ ホスト監視

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

これはユーザ設定イベントで、特定のホストが通信して
いることが観察された場合に通知されます。このイベン
トの意味は、特定のホストをウォッチ リストに含めた理
由に応じて異なりますが、通常は監視されているホス
トとの通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 回答

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。

該当なし
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このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。
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アクティブ ポート監視

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

これはユーザ設定イベントで、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察された場合
に通知されます。このイベントの意味は、特定のホスト
をウォッチ リストに含めた理由に応じて異なりますが、
通常は監視されているホストとの通信が不適切である
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 回答

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。

該当なし

このセキュリティ イベントは、どのようにカテゴリに含まれますか。

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。

高偵察インデックス、ハイ リスク インデックス、

数量はどの程度で
すか。

 l 高偵察インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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リスト

© 2016 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

166



イベントに関する質問 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_BAD_FLAG_URG(268)

このイベントの Syslog タイプは何
ですか。

HostFlowAlarm。詳細については、アラーム フィールド
と ルール タイプの[ホスト アラーム] 列を参照してくださ
い。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

hostFlowAlarmCondition。詳細については、SNMP ア
ラームのフィールドに記載されている [ホスト アラーム] 列
を参照してください。

ワームの活動

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、ホストがさまざまな内部ネッ
トワーク全体で過剰な偵察を実行しているように見え
ます。これは、ホストが侵害され、ネットワーク全体に感
染を伝達しようとしていること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。

このイベントはノイズが発生する場合があり、ネットワー
ク スキャナがどのように識別され、ネットワーク スキャナ 
ホスト グループに配置されているかに応じて結果が大
きく異なります。これを実行することで、これらのデバイ
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。ワーム アクティビティは、ホストが異なる論理  /24 
範囲の同様のポートをスキャンすることに大きく依存し
ます。 
上位ポート(アウトバウンド)レポートを実行して開始し
ます。時間帯をイベントの日に設定し、クライアント ホ
ストをイベントの送信元  IP に設定します。リストされた
ターゲット IP 範囲にかかわらず、任意のタイプのホスト
をスキャンできるため、内部ホスト、または外部ホスト
(または両方のホスト)で検索するかどうか決定できま
す。[フィルタ( Filter ) ] ダイアログの [Hosts(ホスト) ] タブ
で、必要に応じて [サーバ フィルタ( Server filter) ] を設
定し、[詳細( Advanced) ] タブで [返されるレコードの並
び順( Order the flow records returned by) ] を [フロー
( Flows) ] に設定します。結果をピアに基づいて並べ替
えます。 
いずれにしても、フローまたはピアごとに並べ替えられた
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このイベントに関する質問 応答

リストの上部から開始して、属していない、または異常
に高いと思われる特殊なポートを見つけることができま
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、上位ピア レポートを右クリックしてピ
ボットし、トラフィックがターゲット全体に均等に展開して
いるかどうかを判断することもできます。また、スキャンに
応答したホストの割合を確認することも重要です。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 回答

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。

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。

攻撃インデックス、高懸念インデックス

数量はどの程度で
すか。

 l 攻撃インデックス：True
 l CI：True

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。

数量はどの程度で
すか。

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_WORM_ACTIVITY( 35)

イベントの Syslog タイプは何で . 詳細については、アラーム フィールドと ルール タイプの
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イベントに関する質問 回答

すか。 「ホスト アラーム」列を参照してください。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

。詳細については、SNMP アラームのフィールドに記載
されている「ホスト アラーム」列を参照してください。

ワーム伝播

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

トリガーされた場合、どのような
意味がありますか。

これには次のイベント シーケンスが含まれます。1) ホス
トは、複数のホストをスキャンしている別のホストによっ
てスキャンされます。2) スキャンされたばかりのホストは、
他のホストのスキャンを開始します。この最初のホスト
は別の侵害されたホストにより侵害されたホストを探そ
うとします。この結果、ホストは他のホストを侵害しよう
とします。

次に何をすべきですか。 問題のホストを調べるために上位ピア レポートを実行
し、指定されたポートで問題のホストに接続している他
のホストを確認し、問題のポートでレポートをフィルタリ
ングします。これらのホストが既知のスキャナではなく、
観察されたスキャン アクティビティに参加する必要がな
いことを確認します。これらのホストが既知のスキャナの
場合、リスクが低減します。これらのホストが既知のス
キャナではない場合、スキャンが正当ではない、または
承認されていないためリスクが高まります。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 回答

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。

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

攻撃インデックス、高懸念インデックス
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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。

 l 攻撃インデックス：True
 l CI：True

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。

[高ターゲット インデックス( High Target Index) ]

数量はどの程度で
すか。

 l TI：True

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 回答

イベント ID は何ですか。 SEC_ID_WORM_PROPAGATION( 36)

イベントの Syslog タイプは何で
すか。

. 詳細については、アラーム フィールドと ルール タイプの
[ホスト アラーム] 列を参照してください。

イベントの SNMP タイプは何で
すか。

。詳細については、SNMP アラームのフィールドに記載
されている [ホスト アラーム] 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 は、特定のアラーム タイプにインデックス ポイントを提供します。
一部のセキュリティ イベントは、複数のタイプのアラーム カテゴリに含まれます。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、次の表に示すい
くつかのアラーム カテゴリの 1 つ以上にグループ化されます。アラーム カテゴリに含まれるのは、ホスト ア
ラームのみです。

注：

 l システム アラームはアラーム カテゴリには属しません。(アラーム カテゴリには、脅威で
あると見なされるイベントだけが含まれます。) Stealthwatch 管理コンソール( SMC)
クライアントに表示されるシステム アラームは、アプライアンスに問題があることを示し
ています。詳細は、 SMC Client オンライン ヘルプを参照してください。

 l アラーム カテゴリにはホスト グループ関係のアラームも含まれません。代わりに、マップ
に表示されるホスト グループ リレーションシップと関連付けられ、Stealthwatch 管理
コンソール( SMC)クライアントに表示されます。これらは、ポリシー設定に違反し、
結果としてアラームを生成する特定のホスト グループ間のインタラクションを示してい
ます。詳細は、 SMC Client 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たポイントは、元はリスク インデックスに属していま
した。アラーム カテゴリが追加されると、各アラーム カテゴリではインデックスがそれに
関連付けられ、ポイントはアラーム カテゴリに割り当てられたセキュリティ イベントに
従ってそれらのインデックスに属します。次のテーブルは、アラーム カテゴリと関連付け
られたインデックス、アラーム カテゴリに割り当てられたセキュリティ イベント、および各
セキュリティ イベントのデフォルト ポイントの数を示しています。

アラームの設定は、SMC クライアント インターフェイスのホスト ポリシー マネージャを使用して行いま
す。 

Important:  アラームを無効にすると、SMC Web アプリケーション インターフェイス
には表示されません。

次のアラーム カテゴリが使用されます。アラーム カテゴリのセキュリティ イベントのリストには最新リリース
時点のすべてのものが含まれます。

異常

アラーム カテゴリ インデックス：AN

ホストが異常な動作をしているか、普通ではないトラフィックを生成している活動の別のカテゴ
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リーと一致していないことを示すイベントを追跡します。

次のセキュリティ イベントは [異常 ( Anomaly) ] アラームに 関連付けられます。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

Bogonアドレスからの接続試行 900

Bogonアドレスからの接続成功 14,400

Bogonアドレスへの接続試行 8,100

Bogonアドレスへの接続成功 14,400

高合計トラフィック 監視対象フローに基づく。

高トラフィック 監視対象フローに基づく。

ICMP フラグが必要 700

ICMP ホストの優先順位 700

ICMP ホスト到達不能  TOS 2,800

ICMP ネット到達不能  TOS 2,800

ICMP 優先順位の遮断 700

ICMP プロトコル到達不能 700

ICMP SRC ルート失敗 700

低トラフィック 3,000

[最大数のフローが開始されました( Max Flows Initiated) ] 観測されたフローに基づく。

[最大数のフローが処理されました( Max Flows Served) ] 観測されたフローに基づく。

新しいフローを開始 観測されたフローに基づく。 

Src=Des(送信元  = 宛先) 4,000

C&C(コマンドおよび 制御 )
アラーム カテゴリ インデックス：C&C または CC

C&C サーバと連絡を取ろうとするネットワーク内のボットに感染したサーバまたはホストの存在を
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示しています。 

次のセキュリティ イベントは C&C アラームに関連付けられています：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 ポイントの数を示します。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

ホストに対してビーコンを実行 9,000

ボット コマンド アンド コントロール サーバ 32,000

ボットに感染したホスト：試行した C&C アクティビティ 32,000

ボットに感染したホスト：成功した C&C アクティビティ 22,400

Fake Application Detected 4,000

サイズ超過パケットの ping 2,400

SSH リバース シェル 11,700

疑わしい長いフロー 4,000

疑わしい目立たない長いフロー 4,000

データ漏洩

アラーム カテゴリ インデックス： EX

Note:  次のセキュリティ イベントが [データ漏洩 ( Data Exfiltration) ] アラームに属するよう
にし、発生したすべての [データ漏洩 ( Data Exfiltration) ] アラームの詳細を表示できるよ
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。ホストが設定されたしき
い値を超えてこれらのイベントをトリガーすると、[データ漏洩 ( Data Exfiltration) ] アラームが出さ
れます。 

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 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

データ損失の疑い 監視対象フローに基づく。 
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データ蓄積

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。

次のセキュリティ イベントは [データ貯蔵 ( Data Hoarding) ] アラームに関連付けられます。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 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

データ蓄積の疑い 観測されたフローに基づく。

データ蓄積のターゲット 監視対象フローに基づく。 

エクスプロイト

 アラーム カテゴリ インデックス： EP

ワームの増殖や総当りのクラッキングなどを通じた、ホストによる相互に侵入しようとする直接の
試みを追跡します。

次のセキュリティ イベントはエクスプロイト アラームに関連付けられています。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 ポイントの数を示しま
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

総当たりログイン 10,800

Frag:First_Too_Short 6,000

Frag:Sizes_Differ 6,000

Frag:Packet_Too_Long 6,000

高  SMB ピア 32,000

スキャナ通信 180

疑わしい UDP アクティビティ 9,000
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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

接触済み 8,000

ワームの活動 400

ワームの伝播 19,200

高リスク インデックス 
アラーム カテゴリ インデックス： CI

懸念インデックスが CI しきい値を超過しているか、または急速に増加したかホストを追跡しま
す。

上位リスク インデックス( CI)カテゴリおよび上位ターゲット インデックス( TI)カテゴリは、同じイベン
トを使用します。イベントがソース ホストによって発生させられた場合、[高  CI( High CI) ] カテゴ
リー アラームが発生します。イベントがターゲット ホストによって発生させられた場合、[高  TI 
( High TI) ] アラームが発生します。 

高リスク インデックス アラームには次のセキュリティ イベントが関連付けられています。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 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

ホストに対してビーコンを実行 9,000
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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

ボット コマンド アンド コントロール サーバ 32,000

ホストがボットに感染：C&C行動を試行 22,400

ホストがボットに感染：C&C行動成功 32,000

総当たりログイン 10,800

Bogonアドレスからの接続試行 900

Bogonアドレスからの接続成功 14,400

ToR からの接続試行 1,000

ToR からの接続成功 4,000

Bogonアドレスへの接続試行 8,100

Bogonアドレスへの接続成功 14,400

ToR への接続試行 5,400

ToR への接続成功 5,400

疑似アプリケーションの検出 4,000

フロー拒否 162

Frag:First_Too_Short 6,000

Frag:Packet_Too_Long 6,000

Frag:Sizes_Differ 6,000

ハーフ オープン攻撃 12,600

上位ファイル共有インデックス 観測されたフローに基づく。 

高  SMB ピア 32,000

高合計トラフィック 監視対象フローに基づく。 

高トラフィック 監視対象フローに基づく。 

High Volume Email 3,200

ホスト ロック違反 32,000

ICMP フラッド 観測されたフローに基づく。 
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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_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

内部  ToR エントリの検出 32,000

内部  ToR 発信検出 32,000

低トラフィック 3,000

MAC アドレスにおける違反 6,300

メール拒否 2,400

メール リレー 2,400

[最大数のフローが開始されました( Max Flows Initiated) ] 観測されたフローに基づく。 

新しいフローを開始 観測されたフローに基づく。 
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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

新規ホスト アクティブ 2,800

パケット フラッド 5,600

ping 7

サイズ超過パケットの ping  2,400

Ping スキャン 14,400

ポート スキャン 10,800

リセット/TCP 3

リセット/UDP 2

スキャナ通信 180

低速接続フラッド 10,800

スパム送信元 9,000

SSH リバース シェル 11,700

Stealth_Scan/tcp 5,200

Stealth_Scan/udp 4,800

データ蓄積の疑い 観測されたフローに基づく。 

データ損失の疑い 監視対象フローに基づく。 

疑わしい長いフロー 4,000

疑わしい目立たない長いフロー 4,000

疑わしい UDP アクティビティ 9,000

SYN フラッド 監視対象フローに基づく。 

ファントムとの通信 1,440

タイムアウト/TCP 4

タイムアウト/UDP 3

閉じ込められたホスト 11,700

UDP フラッド 観測されたフローに基づく。 
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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

アクティブ ホスト監視 32,000

アクティブ ポート監視 32,000

ワームの活動 400

ワームの伝播 19,200

高  DDoS 送信元インデックス

アラーム カテゴリ インデックス： DS

ホストが DDoS 攻撃の送信元として識別されたことを示します。 

次のセキュリティ イベントは [高  DDoS 送信元インデックス( High DDoS Source Index) ] アラーム
に関連付けられます。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

ハーフ オープン攻撃 12,600

ICMP フラッド 監視対象フローに基づく。 

パケット フラッド 5,600

低速接続フラッド 10,800

SYN フラッド 監視対象フローに基づく。 

UDP フラッド 監視対象フローに基づく。 

高  DDoS ターゲット インデックス

アラーム カテゴリ インデックス：DT

ホストが DDoS 攻撃のターゲットとして識別されたことを示します。

次のセキュリティ イベントは [高  DDoS ターゲット インデックス( High DDoS Target Index) ] アラー
ムに関連付けられています。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 ポイントの数を示します。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。
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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

Bogon アドレスからの接続試行 900

Bogon アドレスからの接続成功 14,400

ハーフ オープン攻撃 12,600

受信  ICMP 監視対象フローに基づく。 

新規フロー処理   監視対象フローに基づく。 

パケット フラッド 5,600

低速接続フラッド 10,800

SYN を受信 監視対象フローに基づく。 

UDP を受信 監視対象フローに基づく。 

高ターゲット インデックス 
アラーム カテゴリ インデックス： TI

内部ホストが複数の許容可能なスキャンまたはその他の悪意のある攻撃の受信者であったこと
を示しています。

上位リスク インデックス( CI)カテゴリおよび上位ターゲット インデックス( TI)カテゴリは、同じイベン
トを使用します。イベントがソース ホストによって発生させられた場合、[高  CI( High CI) ] カテゴ
リー アラームが発生します。イベントがターゲット ホストによって発生させられた場合、[高  TI 
( High TI) ] アラームが発生します。 

高ターゲット インデックス アラームには次のセキュリティ イベントが関連付けられています。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 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
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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_RST 4,800

Bad_Flag_SYN_FIN 4,800

Bad_Flag_URG 4,800

ホストに対してビーコンを実行 9,000

ホストがボットに感染：C&C行動を試行 22,400

ホストがボットに感染：C&C行動成功 32,000

総当たりログイン 10,800

Bogon アドレスからの接続試行 900

Bogon アドレスからの接続成功 14,400

ToR からの接続試行 1,000

ToRからの接続成功 4,000

Bogon アドレスへの接続試行 8,100

Bogon アドレスへの接続成功 14,400

疑似アプリケーションの検出 4,000

フロー拒否 162

Frag:First_Too_Short 6,000

Frag:Packet_Too_Long 6,000

Frag:Sizes_Differ 6,000

ハーフ オープン攻撃 12,600 

高  SMB ピア 32,000

ICMP 受信 観測されたフローに基づく。 

ICMP_Comm_Admin 7

ICMP_Dest_Host_Admin 7

ICMP_Dest_Host_Unk 7

ICMP_Dest_Net_Admin 7
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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_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

内部  ToR エントリの検出 32,000

内部  ToR 発信検出 32,000

サイズ超過パケットの ping 2,400

MAC アドレス違反 6,300

[最大数のフローが処理されました( Max Flows Served) ] 観測されたフローに基づく。 

新規フロー処理 監視対象フローに基づく。 

パケット フラッド 5,600

ping 7

サイズ超過パケットの ping 2,400

ポート スキャン 10,800

リセット/TCP 3

リセット/UDP 2
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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

スキャナ通信 180

低速接続フラッド 10,800

Src=Des(送信元  = 宛先) 4,000

SSH リバース シェル 11,700

Stealth_Scan/tcp 5,200

Stealth_Scan/udp 4,800

疑わしい長いフロー 4,000

疑わしい目立たない長いフロー 4,000

疑わしい UDP アクティビティ 9,000

SYN を受信 監視対象フローに基づく。 

ファントムとの対話 1,440

タイムアウト/TCP 4

タイムアウト/UDP 3

接触済み 8,000

閉じ込められたホスト  11,700

UDP Received 監視対象フローに基づく。 

ワームの伝播 19,200

ポリシー違反  
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。

次のセキュリティ イベントは、[ポリシー違反 ( Policy Violation) ] アラームに関連付けられます。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 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。
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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

ToR からの接続試行 1,000

ToR からの接続成功 4,000

ToR への接続試行 5,400

ToR への接続成功 5,400

上位ファイル共有インデックス 観測されたフローに基づく。 

High Volume Email 3,200

ホスト ロック違反 32,000

内部  ToR エントリの検出 32,000

内部  ToR 発信検出 32,000

MAC アドレス違反 6,300

メール拒否 2,400

メール リレー 2,400

新規ホスト アクティブ 2,800

スパム送信元 9,000

アクティブ ホスト監視 32,000

アクティブ ポート監視 32,000

偵察アラーム

アラーム カテゴリ インデックス： RC

組織のホストに対し、悪意のある可能性がある不正なスキャンが TCP または UDP を使用して
実行されていることを示します。「偵察 ( Recon) 」と呼ばれるこれらのスキャンは、ネットワークに
対する攻撃の兆候であり、組織の外部または内部からスキャンが行われている可能性がありま
す。

次のセキュリティ イベントは、[偵察 ( Recon) ] アラームに関連付けられます。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 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。
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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

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

フロー拒否 162

高  SMB ピア 32,000

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

ポート スキャン 10,800

リセット/TCP 3
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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

リセット/UDP 2

Stealth_Scan/tcp 5,200

Stealth_Scan/udp 4,800

ファントムとの通信 1,440

タイムアウト/TCP 4

タイムアウト/UDP 3

閉じ込められたホスト 11,700
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