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Stealthwatch ヘようこそ
このドキュメントは、Lancope®社提供のStealthwatch®システムが、ネットワーク、セキュリ
ティ、およびデータセンターの運用に関する実用的な洞察を提供することにより、ブランチオ
フィスから10Gデータセンターまで、組織がビジネス上の問題を迅速に解決するための方法を
説明するガイドとして役立ちます。優れた拡張性を備えたStealthwatchは、強力なネットワー
クパフォーマンスの監視、高度な脅威検出、および動作ベースの異常検出を組み合わせて、
単一の統合プラットフォームから物理環境と仮想環境におけるネットワーク全体の可視性を提
供します。

Stealthwatchはインフラストラクチャの奥深くに浸透するとともに、異なる ITチーム間の境界を
なくし、協力と効率性を向上させる、統一された可視性を実現します。Stealthwatchは、異なる
グループをまとめることによってリソースを最大化し、コストを最小限に抑え、アプリケーション
のパフォーマンス、ネットワーク運用、セキュリティをより適切に管理できるようにします。

数多くの利点に加え、StealthwatchはNetFlow、IPFIX、jFlow、sFlow、およびパケットレベルの
データなど、多くの主要なネットワークフローテレメトリフォーマットを活用して、IT担当者を支
援します。

l セキュリティリスクを最大90%削減します。
o 「Stealthwatchは、導入してすぐに400の不正なホストを検出し、ネットワーク

の脅威を90%削減するのに役立ちました」（Jason Jeffords氏、Director of
Security Services for Dartmouth College、USA）

l ゼロデイ攻撃、高度で連続的な脅威（APT）、ボットネットアクティビティなど、リアルタイム
のネットワークセキュリティインシデントのトラブルシューティングを行います。

l ネットワークの死角を排除

l パフォーマンスの問題の根本原因を、アプリケーション、ネットワーク、またはセキュリ
ティ上の懸念事項に切り分ける

l フローマップを使用して、組織全体のトラフィック関係を可視化する

l いつ、どこで、誰によって、どのアプリケーションが使用されているか把握する

l 企業ポリシーの監視

l コンプライアンスに関する支援

l すべての IP通信の監査証跡の維持

Stealthwatchは、世界中のGlobal 2000組織、教育機関、政府機関のネットワークを監視しま
す。フロー収集と分析における業界のリーダーであるLancope社は、シスコ、IBM Tivoli、
TippingPoint、ArcSight、およびA10 Networksなどの数多くのトップクラスのベンダーと、テクノ
ロジーアライアンスプログラムを通じた戦略的関係があります。

マップを使用した注意すべき場所の把握
今日の IT組織が直面している最大の課題の1つは、アプリケーション、ネットワーク、またはセ
キュリティ上の懸念に、パフォーマンスの問題が関連しているかどうかを判断することです。こ
の課題は、顧客関係管理（CRM）アプリケーションなど、ビジネスの財務に影響するビジネスク
リティカルなアプリケーションが含まれている場合に、特に深刻です。

このような場合、トラブルシューティングのプロセスを開始する前に問題の原因がどこにあるか
を特定するため、複数の異なるチームが数日または数時間作業する必要があります。
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Stealthwatchは、ユーザがソースの場所を数分以内に表示できるようにすることでこのプロセ
スを打開します。これにより、最も適切なチームが解決の手続きを直ちに開始できるようになり
ます。

Stealthwatchのリレーションシップマップは、ネットワークトラフィックの現在の状態をグラフィカ
ルに表示してネットワークおよびセキュリティ運用チームに提供するため、担当者は注意すべ
き場所をすぐに知ることができます。これらのマップを使用すると、管理者は、場所、機能、仮
想環境などの任意の基準に基づいて、組織のネットワークトラフィックを簡単に表示できます。

次のマップは、多層アプリケーションとその構成ユーザコミュニティを示しています。このアプリ
ケーションが正常に動作していないか、または完全にダウンしたことが、あるユーザによってIT
チームに報告されました。この状況が発生した理由を、Stealthwatchによってすばやく特定す
る方法をご確認ください。

パス：[エンタープライズツリー（Enterprise Tree）] > [マップ（Map）] > [マップ（Map）]

サーバの存在

サーバがユーザのリクエストに応答している場所の把握
Gartner 社の調査によると、「アプリケーションのパフォーマンスと可用性の障害の80%はネット
ワークの問題によるが、ネットワークは根本原因の20%未満である」とのことです。（Debra
Curtis氏、Gartner社『NetworkManagement: Tools of the Trade, Trends and Best Practices.』）こ
のことを念頭に置くと、パフォーマンスの低下の問題が発生した場合に、サーバを最初に確認
することは理にかなっています。
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1. サーバ応答時間（SRT）に関連する統計情報のみを表示するにはどうすればよいです
か。

2. SRTに関連するすべてのアラームを表示するにはどうすればよいですか。

3. サーバがユーザ要求に応答するのに要する時間はどれくらいですか。

4. 他よりも影響を受けるユーザコミュニティはどれですか。（ヒント：緑色以外の色は異常な
状態を示します）

右上隅のドロップダウンオプションを使用して、監視対象のトラフィックのさまざまな
ビューを選択します。
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インテリジェントなネットワークの安全性

ゼロデイ攻撃を含む脅威の存在の把握

ネットワーク上のボットネットアクティビティの存在（[サイバー脅威ダッシュ
ボード（Cyber Threats Dashboard）]：[ボットネット（Botnet）] タブ）
内部ネットワークにおける脅威の検出は、多くのセキュリティ運用チームにとって特に困難な作
業です。従来のネットワーク周辺セキュリティ製品には、内部ネットワークにおけるすべてのトラ
フィックに対する完全な可視性が備わっていません。つまり、内部ネットワークでの脅威の検出
は、困難であるだけでなく、可視性が不足しているために不可能な場合もあります。
Stealthwatchシステムは、詳細なフォレンジック機能を備えた完全なネットワーク可視性と、脅
威検出ソリューションを提供します。

パス：[ステータス（Status）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [サイバー脅威（Cyber Threats）] ダッシュボード > [ボットネット
（Botnet）]

[サイバー脅威（Cyber Threats）]ダッシュボードの [ボットネット（Botnet）]タブには、ネットワー
ク上の潜在的なボットネットアクティビティの高度なグラフィカルビューが表示され、最初に調査
する脅威の優先順位付けに役立ちます。感染した上位のホストコンポーネントを見ると、ホスト
xxx.xxx.7.38がほとんどのボットネット関連アラームのターゲットになっていることがわかります。
アラーム数をダブルクリックすると[アラームテーブル（Alarm Table）]が表示され、詳細を確認
できます。
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パス：[ステータス（Status）] > [アラームテーブル（Alarm Table）]

ネットワーク侵害の手口（アラームテーブル（Alarm Table））

1. アクティビティはいつ発生しましたか。

2. この内部ホストはネットワーク（ホストグループ）のどの領域に存在していますか。

3. どのユーザがこのホストにログインしていますか。

4. どのボットネットまたはマルウェアファミリが関係していますか。

5. どのポートやプロトコルが使用されていますか。

Stealthwatchデスクトップクライアント内の任意の場所にあるホスト IPアドレスをダブ
ルクリックして、対応するホストスナップショットを表示します。

パス：[ホスト（Hosts）] > [ホストスナップショット（Host Snapshot）] > [上位アクティブフロー（Top Active Flows）]
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この内部ホストが実行しているもの（[ホストスナップショット（Host
Snapshot）]：[上位のアクティブなフロー（Top Active Flows）] タブ）

1. この内部ホストが接続している内部ホストはどれですか。

2. これらの内部ホストはどのホストグループに属していますか。

3. 転送されたデータ量はどの程度ですか。

4. どのサービスが使用されていますか。

このホストに関連するその他のタイプの異常な動作（[ホストスナップショット
（Host Snapshot）]：[アラーム（Alarms）] タブ）

5. このホストに関連付けられているアラームはどれですか。

6. これらのアラームはいつ発生しましたか。

7. 疑わしいデータ損失アラームはありますか。

8. データがアップロードされた量はどの程度ですか。

パス：[ホスト（Hosts）] > [ホストスナップショット（Host Snapshot）] > [アラーム（Alarms）]

[アラーム（Alarms）]コンポーネントの右上にある アイコンをクリックして、選択した
アラームの[フローテーブル（FlowTable）]を開きます。

データの移動先（[フローテーブル（Flow Table）] およびフローのクイック
ビュー）

1. データはどこに送信されましたか。

2. データがアップロードされた量はどの程度ですか。

3. 接続はどのくらい継続しましたか。

4. 交換されたデータの合計量はどの程度ですか。
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パス、フローテーブル：[フロー（Flows）] > [フローテーブル（Flow Table）]

パス、クイックビュー：[フローテーブル（Flow Table）] の列をハイライト表示し、スペースバーを押す

ネットワークにおけるホストおよびデバイスの最大の脅威を知
る
最大の脅威をもたらす内部ホストの特定（[サイバー脅威ダッシュボード（Cyber Threats
Dashboard）]：[レピュテーション（Reputation）]タブ）

Stealthwatchは、ネットワーク上のボットネットアクティビティを検出するだけでなく、各ホストの
ホストグループメンバーシップやデバイスタイプの識別に役立ちます。さらに、Stealthwatchで
は追加のソフトウェアや高価なプローブの導入を必要とせず、既存のネットワークインフラスト
ラクチャによって収集されたモバイルデバイス情報を分析します。

[サイバー脅威ダッシュボード（Cyber Threats Dashboard）]の [レピュテーション（Reputation）]
タブには、ネットワーク上の不審な動作の送信元またはターゲットであると思われるホストが表
示されます。疑わしい内部ホストの観察：今日のコンポーネントでは、ホストxxx.xxx.3.50が過剰
な割合のリスクインデックス（CI）ポイントを受信したことが確認できます。ホストの IPアドレスを
ダブルクリックし、ホストスナップショットの [CI イベント（CI Events）]タブを表示することで、この
動作をさらに調査できます。
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パス：[ステータス（Status）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [サイバー脅威ダッシュボード（Cyber Threats Dashboard）] >
[レピュテーション（Reputation）]

含まれている不審な動作（[ホストスナップショット（Host Snapshot）]：[CI イ
ベント（CI Events）] タブ）

1. このホストが関与しているアクティビティの種類は何ですか。

2. 最も普及しているアクティビティはどれですか。

3. このアクティビティはいつ発生しましたか。

4. このアクティビティのターゲットとなるホストはどれですか。

5. ターゲットホストはどこに存在しますか。
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パス：[ホスト（Hosts）] > [ホストスナップショット（Host Snapshot）] > [セキュリティイベント（Security Events）]

使用されているデバイスタイプの特定（[ホストスナップショット（Host
Snapshot）]：[アイデンティティ、DHCP&ホストメモ（Identity, DHCP & Host
Notes）] タブ）

1. どの種類のデバイスが使用されていますか。

2. どのユーザがこのホストにログインしていますか。

3. このユーザがログインしたのはいつですか。

4. このユーザはまだログインしていますか。

5. このホストが接続されているスイッチのポートは、次のうちどれですか。

パス：ホスト（Hosts） > ホストスナップショット（host snapshot） > アイデンティティ、DHCP &ホストメモ（Identity, DHCP & Host
Notes））
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マルウェア、スパイウェア、ボットネットの場所を特定

関与している内部ホスト（[ホストスナップショット（Host Snapshot）]：[識別
（Identification）] タブ）
Stealthwatchシステムでは、ネットワーク上で特定の疑わしいアクティビティが発生するたび
に、電子メールアラートを受信することができます。たとえば、特定の内部ホストと不明な外部
ホスト間で異常に長い接続があることを示す、Stealthwatchシステムからの電子メールを受信
できます。ホストがボットネットの一部である場合、この種のアクティビティが見受けられる場合
があります。

内部ホストのホストスナップショットは、この状況の調査を開始するのに適しています。

1. このホストはネットワーク（ホストグループ）のどこに存在していますか。

2. このホストはどのような種類のサービスとアプリケーションを使用していますか。

3. このホストでアラートが生成されましたか。

4. このホストが使用しているオペレーティングシステムはどれですか。

パス：[ホスト（Hosts）] > [ホストスナップショット（Host Snapshot）] > [ID（Identification）]

ホストで発生しているその他の悪意のあるアクティビティ（[ホス
トスナップショット（Host Snapshot）]：[アラーム（Alarms）] タブ）

1. このホストで生成されたアラームの種類は何ですか。

2. このアクティビティはいつ発生しましたか。
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3. このホストの通信相手の正体は?

4. 特定のアラームに関連付けられているすべてのフローを表示するにはどうすればよいで
すか。

ユーザのマシンの IPアドレスがわかっている場合は、[ホスト（Hosts）] > [ホストスナッ
プショット（Host Snapshot）]をクリックして、[ホストスナップショットフィルタ（Host
Snapshot Filter）]に IPアドレスを入力すると、対象のホストのスナップショットにすぐ
に移動できます。

パス：[ホスト（Hosts）] > [ホストスナップショット（Host Snapshot）] > [アラーム（Alarms）]

攻撃者の特定（フローテーブル（Flow Table）およびフローのクイック
ビュー）

1. この内部ホストに接続しているホスト（悪意のある攻撃者）はどれですか。

2. 疑わしいホストがあるのはどの国ですか。

3. 転送されたデータ量はどの程度ですか。

4. データの転送に使用されたサービスやアプリケーションは何ですか。

5. この接続はどのくらいの期間アクティブでしたか。

6. データフローの行き先はどこですか。

7. どのインターフェイスが関係していますか。
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パス：[フロー（Flows）] > [フローテーブル（Flow Table）]

パス：[フロー（Flow）] デーブルの行を強調表示し、スペースバーを押します

次のヒントを参照してください。

l Stealthwatchデスクトップクライアントの任意のテーブル内で任意の行のクイックビュー
を開くには、行を選択し、キーボードのスペースキーを押します。また、行を右クリックし
て[クイックビュー（Quick View）]を選択できます。

l クイックビューを閉じるには、キーボードのEscキーを押すだけです。

l クイックビュー内でタブからタブに移動するには、キーボードの左または右矢印キーとAlt
キーを同時に押します。

l クイックビュー内でフローからフローに移動するには、キーボードの上または下矢印キー
とAlt キーを同時に押します。

ワームの存在、場所、および拡散状況の把握

ネットワーク内のアクティブなワームの存在の把握（アラームサマリー
（Alarm Summary） /アラームテーブル（Alarm Table））
[アラームサマリー（Alarm Summary）]と [アラームテーブル（Alarm Table）]は、一般的に使用さ
れているオペレーティングシステムのサービスを対象とした新しい脆弱性が検出された場合な
ど、ネットワーク上の新しい脅威を特定するのに役立ちます。Stealthwatchシステムを使用し
て、このワームがネットワーク上にあるかどうかを判断し、潜在的な脅威をプロアクティブに特
定します。

1. ネットワーク（ホストグループ）のどの部分がこのワームの影響を受けていますか。

2. このワームが発信されたのはいつですか。

3. このワームの原因となっているホストはどれですか。
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4. このワームによって重要な資産がターゲットにされていますか。

5. 問題のあるホストをブロック（軽減）するにはどうすればよいですか。

パス：[ステータス（Status）] > [アラームサマリー（Alarm Summary）]

パス：[ステータス（Status）] > [アラームテーブル（Alarm Table）]

ワームの詳細については、[アラームテーブル（Alarm Table）]の [詳細（Details）]列
に示されている場所をダブルクリックして、[ワームトラッカー（Worm Tracker）]を開き
ます。
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ワームの拡散状況（ワームトラッカー（Worm Tracker））

1. このワームはどの程度拡散していますか。

2. このワームを発信したホストはどれですか。（ヒント：紫色の IPアドレスを探します）

3. どのホストが感染していますか。（ヒント：緑色の IPアドレスを探します）

4. 他のどのサブネットがターゲットになっていますか。（ヒント：青色の IPアドレスを探しま
す）

5. どのポートが使用されていますか。

この情報をチームの他のメンバーに送信するには、メインメニューで[ファイル（File）]
> [ファイルへ出力（Print to File）]の順に選択して、電子メールで送信可能なPDF
ファイルを作成します。
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パス：[セキュリティ（Security）] > [ワームトラッカー（Worm Tracker）] > [伝播（Propogation）]

企業のポリシーとコンプライアンス違反のタイミングを把握
Stealthwatchシステムは、継続的なネットワークの監視を通じて、業界および政府の規制への
準拠を実現および維持するために必要な個々のホストおよびネットワーク通信の両方に、比類
のないレベルの可視性、アカウンタビリティ、および測定可能性を提供します。Stealthwatchシ
ステムには、複数の方法が用意されています。

ネットワーク間における特定のアクセスの許可または拒否の方法（ホスト
ロック設定（Host Locking Configuration））
Stealthwatchシステムのホストロック機能を使用すると、ホストまたはホストグループ間のデー
タフローのルールを設定できます。ホストロック機能により、セキュリティポリシー定義を簡単に
作成、変更、および監査できます。禁止されているサービスやアプリケーション、および不正ア
クセスもすばやく特定できます。法規制の遵守の向上、運用リスクの軽減に役立ち、運用効率
の向上による運用コストの削減が実現します。

1. アクセスが制限されているクライアントはどれですか。

2. アクセスが制限されているサーバはどれですか。

3. トラフィックは許可ですか、不許可ですか。

4. 確立されたルールの例外であるサービスやアプリケーションはどれですか。

5. 双方向のトラフィックだけでなく、すべてのトラフィックでアラームを発生させるようにシス
テムを設定するにはどうすればよいですか。

パス：[設定（Configuration）] > [ホストロック設定（Host Locking Configuration）]
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パス：ルールを選択し、[ホストロックの設定（Host Locking Configuration）] ダイアログの下部にある [編集（Edit）] をクリックし
ます。

ホストロックルール違反のタイミングを把握（ホストロックレポート（Host
Locking Report）およびアラームテーブル（Alarm Table））
ホストロックルールの作成後は、そのルールを逸脱した通信では、ホストロック違反アラームが
発生します。ホストロックレポートには、システム上のすべてのホストロックルールが表示され、
それらのルールのいずれかが違反しているかどうかと、その回数が示されます。違反があった
場合は、当該の違反数をダブルクリックして、その特定のルール違反のアラームのみを表示
するようにフィルタ処理されたアラームテーブルを表示できます。このアラームにより、関係す
る送信元アドレス、サービス、またはアプリケーションを識別し、問題のあるホストをすばやく特
定できます。問題を迅速に解決することで、運用コストが削減され、ネットワークリソースの使
用効率が向上し、ネットワークのダウンタイムが短縮されます。

1. 攻撃者であるホストはどれですか。

2. 攻撃者であるホストの場所はどこですか。

3. どのルールが違反され、どのサービスまたはアプリケーションが使用されましたか。

4. 対象となった資産は何ですか。
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パス：[レポート（Reports）] > [ホストロックレポート（Host Locking Report）]

パス：[ステータス（Status）] > [アラームテーブル（Alarm Table）]

ルールを調整する必要があると判断した場合は、アラームテーブルの[詳細
（Details）]列をダブルクリックしてルールを編集できます。

貴重な帯域幅を浪費している内部ホストの特定[ファイル共有インデックス
（File Sharing Index™）]
[ファイル共有インデックス（File Sharing Index）]ドキュメントには、データ漏洩イベントに関連付
けられている可能性があるピアツーピア（P2P）ファイル共有アクティビティに参加していると思
われる、ネットワーク内のホストが表示されます。

1. P2Pファイル共有アクティビティでネットワークを最も悪用しているホストはどれですか。

2. このホストはネットワーク（ホストグループ）のどの領域に存在していますか。

3. 他のホストと比較して、このファイル共有アクティビティはどの程度深刻ですか。

4. このホストはどのアプリケーションとサービスを使用していますか。

パス：[セキュリティ（Security）] > [ファイル共有インデックス（File Sharing Index）]

不正なサーバにアクセスしているユーザの把握（アラームテーブル（Alarm
Table））
[アラームテーブル（Alarm Table）]は、ユーザがネットワークの制限された領域にアクセスした
時点を示します。たとえば、勤務先を退職する前に、社外秘の情報や機密情報のダウンロード
を試みている、不満のある従業員がいるかもしれません。この情報は、HIPPAやPCIなどの
政府規制に準拠するためにも有用です。
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1. ネットワークの制限された領域に侵入したユーザはいますか。（ヒント：[ホストロック違反
（Look for Host LockViolation）]アラームを確認します）

2. 影響を受けたネットワーク（ホストグループ）のセグメントはどれですか。

3. このセグメントにアクセスしているホストはどれですか。

4. このアクティビティはいつ発生しましたか。

パス：[ステータス（Status）] > [アラームテーブル（Alarm Table）]

著作権侵害のソースを追跡する方法

問題のあるフローを発見する方法（フローテーブル（Flow Table））
インターネット上で無料で入手できる情報を使用すると、著作権違反が発生することは珍しくあ
りません。組織で著作権違反が発生すると、右側の例に示すように、違反のタイムスタンプ、IP
アドレス、IPポートなどの特定の情報を含む、著作権侵害の電子メール通知を受け取ることが
できます。

Stealthwatchシステムでは、NAT変換を含むエンドポイント間のすべてのフロー情報がステッ
チングされて、まとまった1つのレコードにコンパイルされるため、ログのレコードを手動でス
キャンする時間を節約できます。フロークエリを実行することにより、著作権侵害を迅速かつ詳
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細に調査できます。マウスを 3回クリックするだけで、わずか30秒で特定のユーザまで戻って
イベントを追跡できます。

1. 違反が発生した時間範囲はいつですか。

2. このホストの内部 IPアドレスは何ですか。

3. NAT変換された IPアドレスは何ですか。

4. データが転送されたのはどのポートですか。

5. このホストが通信している外部ホストはどれですか。

パス：[フロー（Flows）] > [フローテーブル（Flow Table）] > [テーブル（Table）]

問題のあるホストを特定する方法（フローのクイックビュー（Quick View for
Flow））

1. このホストはどこに存在しますか。

2. データの転送に使用されているポートはどれですか。

3. 交換されたデータ量はどの程度ですか。

4. NAT変換された IPアドレスは何ですか。
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パス：[フロー（Flow）] デーブルの行を強調表示し、スペースバーを押します。

クライアントホストの IPアドレスの横にある緑色の矢印を右クリックして、そのホスト
のホストスナップショットに移動します。

このイベントに関連付けられているユーザの特定（[ホストスナップショット
（Host Snapshot）]：[アイデンティティ、DHCP&ホストメモ（Identity, DHCP
Host Notes）] タブ）

1. イベント発生時にこのホストにログインしていたのはどのユーザですか。

2. 使用されているデバイスのMACアドレスは何ですか。

3. どのタイプのデバイスが使用されていますか。

4. このイベントにはどのスイッチが使用されていますか。

パス：[ホスト（Host）] > [ホストスナップショット（Host Snapshot）] > [アイデンティティ、DHCP &ホストメモ（Identity, DHCP &
Host Notes）]
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ネットワークアプリケーションパフォーマンス
についての実用的な洞察

ネットワークの正常性を把握
環境内におけるアプリケーションとネットワークパフォーマンスの正常な状態を理解すること
は、遅延が問題となるタイミングを判断する上で重要です。たとえば、特定のサーバとある
WANサイト間を通過するトラフィックの通常の所要時間がわからない場合、何らかの理由で突
然長い時間がかかり始めたタイミングを、どのように判断すればよいでしょうか。

Stealthwatchは、パケットレベルのパフォーマンス統計情報を分析して、通常のアプリケーショ
ンとネットワークパフォーマンスの基準を構築します。低下が発生した場合、Stealthwatchは
自動的にアラートを生成し、特定のアプリケーションまたはネットワークの問題に対する根本原
因を数秒で隔離できます。

WANの動作状態を確認する方法（リレーショナルフローマップ）

1. クライアントがWANを通じてサーバに接続する所要時間はどの程度ですか。

2. 高ラウンドトリップ時間、高サーバ応答時間、高TCP再送信に関するアラームはありま
すか。

3. サイト間のトラフィックがサイトのキャパシティに到達しているかどうかを判断するにはど
うすればよいですか。

4. ネットワーク上で悪意のあるアクティビティが発生している疑いはありますか。
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特定のトラフィックストリームで過去5分間に使用されているアプリケーションを確認
するには、マップ上のトラフィック回線を選択して右クリックし、ポップアップメニューで
[上位（Top）] > [アプリケーション（Applications）]を選択します。

特定の時間帯に定期的に使用されているアプリケーションの把握（上位ア
プリケーション（Top Applications））

1. 特定の時間内に使用されていたアプリケーションの数はいくつですか。

2. 関連するホストグループ内のホストは、使用されていたアプリケーションのクライアントか
サーバ、もしくはその両方として動作していますか。

3. 合計帯域幅のうち、上位のアプリケーションで消費される割合はどのくらいですか。

4. 最も多くの帯域幅を消費しているホストの数はいくつですか。

5. これらのアプリケーションのいずれかで、クライアント開始時の量に問題がありますか。

6. 最も多くのフローを生成しているアプリケーションはどれですか。

7. 内部ホストがこのアプリケーションに接続しているホスト（ピア）は、他にいくつあります
か。

パス：[上位（Top）] > [アプリケーション（Applications）] > [合計（Total）]

[上位アプリケーション（Top Applications）]ドキュメントで[ホスト（Host）]列の番号を
ダブルクリックすると、指定された期間に特定のアプリケーションを使用していたホス
トを確認できます。

帯域幅を最も使用しているホストの把握（上位ホスト（Top Hosts））

1. 帯域幅を最も使用しているホストはどれですか。

2. このホストはネットワーク（ホストグループ）のどの領域に存在していますか。

3. 合計帯域幅のうち、各ホストで消費される割合はどのくらいですか。

4. これらのホストによって転送されたデータの合計量はどの程度ですか。
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パス：[上位（Top）] > [ホスト（Hosts）] > [合計（Total）]

ネットワークの特定の領域における異常なトラフィックスパイクの原因（上位
カンバセーション（Top Conversations））

1. トップトーカーはどのホストですか。

2. このホストはどの程度の帯域幅を消費していますか。

3. 自身のホストグループの外部と通信しているホストはどれですか。

4. 転送されたデータ量はどの程度ですか。

5. この通信で最も多くのデータを転送したのはどのホスト（クライアントまたはピア）ですか。

パス：[上位（Top）] > [メッセージ交換（Conversations）] > [合計（Total）]

正しいネットワークの把握

疑わしいユーザの IPアドレスを迅速に特定する方法（[IDとデバイス
（Identity and Device）] テーブル）
多くの場合、ネットワークが低速化しているという最初の兆候は、あるユーザからのSOSで
す。トラブルシューティングの最初の手順の1つは、ユーザのアクティビティを確認するために
ユーザの IPアドレスを取得することです。以前は、IPアドレスの取得はユーザエクスペリエンス
を低下させる複雑なプロセスでした。

ところが、Stealthwatch IDentity アプライアンスでは、数時間かかっていたこのプロセスを数秒
で実行できるようになります。このタブを使用して、ユーザがデータを交換するために通信して
いるホスト IPアドレスやホストグループなど、特定のユーザに関する情報を表示します。
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パス：画面右上隅にある [検索（Search）] フィールドにユーザ名を入力し、Enter キーを押します。

パス：[検索（Search）] > [ユーザ名（User Name）] > [ユーザスナップショット（User Snapshot）] > [ID（Identification）]

過負荷になっている関連するインターフェイスの特定[ホストスナップショット
（Host Snapshot）]：[エクスポータインターフェイス（Exporter Interfaces）] タ
ブ
Stealthwatchシステムを使用すると、IPアドレスをダブルクリックして該当するユーザのホスト
スナップショットを開くことにより、ユーザがトラフィックを通過させているインターフェイスを見つ
けることができます。
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1. このユーザのトラフィックが通過しているルータやスイッチはどれですか。

2. プリセットされた制限を超えてトラフィックを交換しているインターフェイスはどれですか。

3. このインターフェイスを通過するトラフィックの量はどの程度ですか。

4. 過負荷のインターフェイスがない場合、マシンの速度を低下させる可能性のある
BitTorrent などのアプリケーションをユーザが実行しているかどうか、どこで確認できま
すか。

パス：[ホスト（Host）] > [ホストスナップショット（Host Snapshot）]：[エクスポータインターフェイス（Exporter Interfaces）]

特定のインターフェイスに最もアクセスしているホストを確認するには、インターフェイ
スを右クリックし、ポップアップメニューから [上位（Top）] > [メッセージ交換
（Conversations）] > [合計（Total）]を選択します。

このインターフェイスがキャパシティを超過している理由（インターフェイスサ
マリーダッシュボード（Interface Summary Dashboard））

1. 最も多くの帯域幅を使用しているアプリケーションは何ですか。

2. トラフィックの多くはどこから来ていますか。（ヒント：インバウンド通信の場合、ホストで
す。アウトバウンド通信の場合、ピアです）。

3. トラフィックはどこに移動しますか。

4. どの程度の量のトラフィックが交換されていますか。

次のヒントを参照してください。

l Stealthwatch Identity アプライアンスを使用している場合、ホストの IPアドレスを右クリッ
クし、[ホスト（Hosts）] > [IDとデバイス（Identity and Device）]テーブルを選択すると、関連
付けられているユーザ名がすぐに表示されます。

l このダッシュボードの左側にはトレンド情報が表示されます。この情報は、ダッシュボード
の右側に表示されるデータに対してLEDが点灯しているトラフィックの種類を示していま
す。
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パス：[ステータス（Status）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [インターフェイス サマリー ダッシュボード（Interface Summary
Dashboard）]

サーバ対ネットワークの応答時間を確認する方法（ネットワークとサーバの
パフォーマンス（Network and Server Performance））
StealthWatch FlowSensor は、ネットワークとサーバのパフォーマンスメトリックの包括的な表示
を提供する、フローベースの応答時間管理（RTM）を提供します。役員室にいる誰かが財務ア
プリケーションサーバにある財務レポートにアクセスできない、という苦情があるとします。該当
するユーザのホストスナップショットの [上位アクティブフロー（Top Active Flows）]タブを確認す
ると、アクセスされているサーバを簡単に判別できます。

次に、Stealthwatch FlowSensor テクノロジーを使用して、[ネットワークとサーバのパフォーマン
ス（Network and Server Performance）]ドキュメントにアクセスし、サーバに応答の問題がある
かどうかをすぐに確認できます。そこから個々のフローを確認し、問題が発生している箇所を
正確に特定するためにすばやく移動できます。以降のトラブルシューティング作業の影響も確
認できます。

1. 指定された時間内におけるこのアプリケーションサーバのラウンドトリップ時間（RTT）と
サーバ応答時間（SRT）のトレンドは何ですか。

2. 応答時間が増加し始めたのはいつですか。

3. 異常に長い応答時間が続いたのはどの程度の時間でしたか。（ヒント：今後のトラブル
シューティングのため、この情報はアプリケーションサーバチームに連絡できます。）
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パス：[フロー（Flows）] > [ネットワークとサーバのパフォーマンス（Network and Server Performance）] > [RTT + SRT]

[TCP再送信比率（TCP Retransmission Ratio）]タブを選択して、接続に問題がある
可能性のある、再送信された各フローのTCPパケットの平均割合を表示します。

最も帯域幅を消費しているアプリケーションの特定

ホストがネットワーク上で最も多くの帯域幅を消費するタイミング（[ホストグ
ループアプリケーショントラフィック（Host Group Application Traffic）]：[イン
バウンドおよびアウトバウンド（Inbound and Outbound）] ）

1. 最後の営業日中に帯域幅の使用量がピークになったのはいつですか。

2. 帯域幅の使用率は常に許容レベルを超えていますか。

3. ストリーミングオーディオやビデオ、P2Pファイル共有など、無許可のアプリケーションが
ありますか。

次のヒントを参照してください。

l ラウンドトリップ時間（RTT）の統計情報を調べて、クライアントがアプリケーションサーバ
に接続するためにかかっている時間を確認します。

l アラームボックスを表示または非表示にするには、マップツールバーのトグルボタンを使
用します。
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パス：[トラフィック（Traffic）] > [ホスト グループ アプリケーション トラフィック（Host Group Application Traffic）] > [インバウン
ドおよびアウトバウンド（Inbound and Outbound）]

誰がどのようなデータを転送して最も多くの帯域幅を使用しているのでしょ
うか。
上位の通信ドキュメントは、MP3やストリーミングデータなど、大量の非生産的データをダウン
ロードしているネットワーク上のユーザを判断するのに役立ちます。

1. 最も多くの帯域幅を消費しているホストはどれですか。

2. このホストはネットワーク（ホストグループ）のどの領域に存在していますか。

3. 合計帯域幅のうち、このホストで消費される割合はどのくらいですか。

4. どのサービスが使用されていますか。

パス：[上位（Top）] > [メッセージ交換（Conversations）] > [合計（Total）]

通信に関する詳細情報の入手先（フローのクイックビュー（Quick View for
Flow））
フローテーブルを表示するには、[フロー（Flow）]をダブルクリックします。次に、フローを選択
し、スペースバーを押して詳細を表示します。
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1. ユーザのMACアドレスは何ですか。

2. NAT変換されたホストの IPアドレスは何ですか。

3. NAT変換されたポートとは何ですか。

パス：[フロー（Flow）] デーブルの行を強調表示し、スペースバーを押します。

帯域幅が必要になる時点の把握

高優先度のアプリケーションの帯域幅割り当てをリアルタイムで監視する
方法（DSCPステータス（DSCPStatus））
Stealthwatchシステムは、Diffserv コードポイント（DSCP）値のレポートとグラフを使用して、
Quality of Service（QoS）の可視性を実現します。共通のDSCP設定を使用してプロファイルを
作成したり、インターフェイスごとにポリシーを作成したりできます。次に、DSCPステータスド
キュメントを使用して、特定のサービスが予約済みの帯域幅を超過する危険があるかどうかを
判断できます。

1. 帯域幅の割り当てを超過しているのはどこですか。

2. インターフェイスが過剰に使用されていますか。

3. インバウンドで使用されている帯域幅割り当ての割合は何パーセントですか。

4. アウトバウンドで使用されている帯域幅割り当ての割合は何パーセントですか。

特定のDSCP値の経時的な使用傾向を確認するには、該当するインターフェイスを
右クリックし、[トラフィック（Traffic）] > [DSCPトラフィック（DSCP Traffic）]の順に選択
して、DSCP トラフィックドキュメントを表示します。
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パス：[ステータス（Status）] >[DSCPステータス（DSCP Status）]

帯域幅割り当てに必要な増加を計画する方法（DSCPトラフィック（DSCP
Traffic））
リアルタイム分析は、ユーザが問題を報告する前に理解するための優れた方法です。ただし、
DSCPレポートの実際の利点は、ユーザのニーズをより適切に計画して理解できるようにする
ことです。DSCP トラフィックドキュメントをフィルタリングして拡張タイムフレームにおける値を表
示することにより、帯域幅の使用状況の傾向を把握できます。この点を理解することは、重要
なアプリケーションで常に適切な帯域幅アクセスを確保するために大切です。理解できていな
いと、重要なアプリケーションが優先度の低いキューにルーティングされる可能性があります。

たとえば、Voice over IP（VoIP）トラフィックの増加傾向を分析する必要があるとします。[DSCP
トラフィック（DSCP Traffic）]チャートを調べることで、帯域幅予約を増やす必要があるか、また
は現在の割り当てが適切であるかどうかをすぐに確認できます。

パス：[ネットワーク デバイス インターフェイス（Network Device Interface）] > [トラフィック（Traffic）] > [DSCPトラフィック
（DSCP Traffic）]

容量を超過した、または超過しそうなインターフェイスの特定（Flow Collector
ダッシュボード（Flow Collector Dashboard））
組織が拡大している場合、または追加のアプリケーションの導入を予定している場合、新しい
要件を処理するために十分な帯域幅があるかどうかを判断するには、Stealthwatchシステム
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が役立ちます。[FlowCollectorダッシュボード（FlowCollector Dashboard）]には、フローの統計
情報と帯域幅の使用率を理解するために必要な、初期のサマリー情報が表示されます。

1. エクスポータでの受信の最大使用率はどの程度ですか。

2. エクスポータでの送信の最大使用率はどの程度ですか。

3. ルータまたはスイッチで観測された1秒あたりのフローの平均数はどの程度ですか。

4. 各ルータで確認されたフローの数はいくつですか。

次のヒントを参照してください。

感嘆符 アイコンが表示されている場合は、それをダブルクリックして、対応するエクスポータで
発生している問題を確認できます。

パス：[ステータス（Status）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [Flow Collectorダッシュボード（Flow Collector Dashboard）] >
[ステータス（Status）]

注意が必要なインターフェイスの特定（アラームテーブル）

1. 容量を超過しているルータ（エクスポータ）インターフェイスはどれですか。

2. 過負荷になっているインターフェイスはどれですか。

3. これらのインターフェイスは許容されるしきい値を超えていますか。

4. これらのインターフェイスが容量を超過したのはいつですか。

次のヒントを参照してください。

l [アラームテーブル（Alarm Table）]のフィルタを使用して、インターフェイス使用率超過ア
ラームなど、特定のタイプのアラームに注目できます。

l ある時点での特定のインターフェイスにおける上位10個のトーカーを表示するには、[詳
細（Details）]列をダブルクリックします。インターフェイスが自身の容量を超過した時点を
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知ることにより、インターフェイスの使用状況にパターンがあるかどうかを判断でき、ネッ
トワーク全体のトラフィックを管理するのに役立ちます。

パス：[ステータス（Status）] >[アラームテーブル（Alarm Table）]

時間の経過とともにインターフェイスのトラフィックが着実に増
加している場合（インターフェイストラフィック（Interface Traffic）
およびインターフェイスアプリケーション トラフィック（Interface
Application Traffic））

1. 帯域幅の使用率増加が始まったのはいつですか。

2. 複数のポイントで使用されている帯域幅の量はどの程度ですか。

3. 受信で最も多くの帯域幅を使用したアプリケーションはどれですか。

4. 送信で最も多くの帯域幅を使用したアプリケーションはどれですか。

5. 全体で最も多くの帯域幅を使用しているアプリケーションはどれですか。

帯域幅使用量のスパイクを、ネットワーク上で行われた特定の変更と関連付けでき
る場合は、インターフェイスの制限に近付いており、より多くの帯域幅が必要である
ことがわかります。そうでない場合は、原因を特定してそれに応じて軽減するため、
さらに調査する必要があることがわかります。
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[ネットワークデバイス（Network Device）] > [トラフィック（Traffic）] > [インターフェイス アプリケーション トラフィック（Interface
Application Traffic）] > [ステータス（Status）]

パス：[ネットワーク デバイス インターフェイス（Network Device Interface）] > [トラフィック（Traffic）]
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帯域幅使用量増加の原因になっているトラフィックの種類の特定（上位カン
バセーション（Top Conversations））

1. 帯域幅を最も消費しているホストはどれですか。

2. 関係するホストのロールは何ですか。

3. どのホストグループが影響を受けますか。

4. どのようなサービスを使用していますか。

5. 各通信で使用されている合計帯域幅の割合は何パーセントですか。

6. これらの上位トーカーによって転送されたデータ量はどの程度ですか。

次のヒントを参照してください。

l この情報は、MP3やストリーミングビデオのダウンロードなど、不適切な帯域幅の使用
があるかどうかを判断するのに役立ちます。

l また、特定のホストグループに事前の予想よりも大量の帯域幅が必要かどうかを判断で
きます。

パス：[ネットワーク デバイス インターフェイス（Network Device Interface）] > [上位（Top）] > [通信（Conversations）] > [合計
（Total）]

サーバで使用されているポートの把握

ネットワーク上で実行されているアプリケーションサーバのアプリケーション
の種類（[ホストスナップショット（Host Snapshot）]：[識別（Identification）] タ
ブ）
管理者は、企業や部署（ネットワークを含む）がマージされている環境において、新たに結合さ
れたネットワークの異なる部分がそれぞれ独立して動作しているか、または連動して動作して
いるかどうかを把握する必要があります。この洞察により、リソースを統合したり、組織のより
論理的なセグメントに機器を再配置したりできる場所の判断に役立ちます。

まず、サーバのホストスナップショットについて詳しく説明されている特定のサーバの特性を調
べることから始めます。
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1. このサーバで使用されているアプリケーションは何ですか。

2. どのようなサービスを使用していますか。

3. このサーバはネットワーク（ホストグループ）のどの領域に存在していますか。

パス：[ホスト（Hosts）] > [ホストスナップショット（Host Snapshot）] > [識別（Identification）]

同じアプリケーションを実行している別のサーバの把握（ホスト情報（Host
Information））
ホスト情報クエリを実行することにより、ネットワーク全体で同様の特性を持つサーバを見つけ
ることができます。サーバを見つけることにより、承認されたサーバと不正なサーバの両方を
検出できるようになります。

1. これらのサーバはネットワーク（ホストグループ）のどの領域に存在していますか。

2. これらのサーバの IPアドレスは何ですか。

3. これらのサーバ上で実行されている他のアプリケーションは、ネットワーク上のサーバの
数を最小限に抑えるために組み合わせることができますか。

4. これらのサーバに共通するその他の特性は何ですか。
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パス：[ホスト（Hosts）] > [ホスト情報（Host Information）]

特定のアプリケーションがネットワークに影響する理由

このアプリケーションが消費する帯域幅の量の把握（ホストグループアプリ
ケーショントラフィック（Host Group Application Traffic））
[ホストグループアプリケーショントラフィック（Host Group Application Traffic）] ドキュメントに
は、ある一定期間内にネットワーク上で消費されている帯域幅の量が表示されます。この情報
を入手すると、ネットワーク上のサーバの配置と使用について、より適切な情報を得ることがで
きます。

1. この期間中に実行されている他のすべてのアプリケーションと比較して、このアプリケー
ションはどの程度の帯域幅を消費していますか。

2. 使用パターンは一貫していますか。

3. この期間中にこのアプリケーションが送受信した合計バイト数はいくつですか。

4. このアプリケーションは、最後に完了した5分間に1秒あたり何ビットを消費しましたか。

5. この期間に観測されたトラフィックの最高レートはどの程度ですか。

6. この期間に観測されたトラフィックの平均レートはどの程度ですか。

7. このホストグループ単独での、このアプリケーションのトラフィックパターンと統計情報は
どの程度ですか。

次のヒントを参照してください。

l [フィルタ（filter）]を使用して、Exchangeなど1つのアプリケーションのみのアクティビティ
を表示します。[ホストグループアプリケーショントラフィック（Host Group Application
Traffic）] ドキュメントを開くとき、キーボードのCtrlキーを押したままにすると、フィルタが
最初に開きます。

l また、ドキュメントを開いた後に[フィルタ（Filter）]ボタンをクリックして、分析をさらに絞り
込むこともできます。
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パス：[トラフィック（Traffic）] > [ホストグループ（Host Group）] > [アプリケーション トラフィック（Application Traffic）]

パス：[トラフィック（Traffic）] > [ホスト グループ アプリケーション トラフィック（Host Group Application Traffic）]
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仮想ネットワークの詳細

ブラインドスポットの排除
Stealthwatchシステムは、セキュリティとパフォーマンスを向上させると同時に、仮想ネットワー
クや物理ネットワークに対する比類のない可視性を提供し、複雑さを最小限に抑え、節約を最
大化します。仮想マシン（VM）が存在するホストマシンの物理的な場所は、Stealthwatchシス
テムとは無関係です。

すべてのVMサーバの場所を把握（SMCエンタープライズ（SMC
Enterprise）ツリー）
[エンタープライズ（Enterprise）]ツリーでは、すべてのVMサーバが配置されている場所をすぐ
に確認できます。VMサーバを移動する必要がある場合でも、問題はありません。ネットワーク
内にVMotionイベントが発生するたびに、ツリーは自動的に更新されます。

1. すべてのVMサーバはどこで表示できますか。

2. VMはどこにありますか。

3. 仮想サーバのいずれかの動作ステータスを確認するにはどうすればよいですか。

アイコンを確認するか、サーバ名の上にカーソルを合わせると、ツールヒントが表示
されます。

パス：[エンタープライズツリー（Enterprise Tree）] > [VM サーバ（VM Servers）]
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仮想環境の状況を1ヵ所から確認する方法（VMサーバステータス（VM
Server Status）、VMステータス（VM Status）、ホスト情報（Host
Information））
SMCでは、仮想ネットワークの各部分に関する情報を検索するために、アプリケーションにロ
グインしてアプリケーションを開く必要がなくなりました。SMCに一度ログインするだけで、仮想
ネットワーク全体と物理ネットワーク全体について、必要なすべての情報を知ることができま
す。

1. 仮想ネットワークに関する詳細情報はどこで入手できますか。

2. VMサーバに含まれるVMの数や、通過するトラフィック量など、VMサーバの統計情報
を取得するにはどうすればよいですか。

3. すべてのVMがある場所、VMのステータス、生成しているトラフィック量、各VMにおけ
る最後の既知の IPアドレスは、どこで確認できますか。

4. 仮想ネットワーク内の個々のホストについて、それぞれに関連付けられている IPアドレ
スやトラフィックなどの詳細情報を確認するにはどうすればよいですか。

© 2020 Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. - 46 -

仮想ネットワークの詳細



パス：[VMサーバ（VM Server）] > [ステータス（Status）] > [VMサーバステータス（VM Server Status）] または [VMステータス
（VM Status）]

パス：[VMサーバ（VM Server）] > [ホスト（Hosts）] >[ホスト情報（Host Information）]

仮想環境で物理的なセキュリティを実現

仮想マシンへの不正なネットワークアクセスを検出して追跡する方法（ホス
トスナップショット（Host Snapshot））
Stealthwatch FlowSensor VEは、使用中のVMサーバを通過するすべてのトラフィックや、
サーバ内のVM間を通過するすべてのトラフィックに対する可視性を実現します。この情報を
SMCのホストロック機能と組み合わせると、システムが仮想環境への不適切なアクセスを検
出するたびに、ホストロック違反アラームをトリガーする仮想ファイアウォールルールを定義で
きます。

1. VMは侵害されているのでしょうか。

2. トラフィックの発信元はどこですか。

3. 侵害されたVMは他のVMと通信したでしょうか。

4. データの抽出量はどの程度ですか。
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パス：IPアドレスをダブルクリックして [ホストスナップショット（Host Snapshot）] を表示

仮想リソース間の通信を監査する方法（フローテーブル（Flow Table） とホ
ストロック（Host Locking））
Stealthwatchシステムは、コンプライアンスを順守し、フォレンジック機能を有効にするため
に、仮想環境からすべての通信情報をキャプチャしてエクスポートします。Stealthwatchシステ
ムは、仮想マシンのセキュリティ侵害またはセキュリティポリシー違反を示す可能性のある
VM2VMアクティビティに対し、アラームを発生させることができます。さらに、このようなアクティ
ビティが発生した場合に、自動的に軽減するようにSMCを設定できます。

1. VMサーバで実行されているすべての通信を確認するにはどうすればよいですか。

2. 発生している明確な通信の数はいくつでしょうか。

3. 禁止された特定のトラフィックが仮想環境で発生するたびにアラームを生成するにはどう
すればよいですか。
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パス：[VMサーバ（VM Server）] > [フロー（Flows）] > [フローテーブル（Flow Table）]

パス：[VMサーバ（VM Server）] > [設定（Configuration）] > [ホストロッキング設定（Host Locking Configuration）]

すべてを仮想的に監視

仮想マシンが大量のトラフィックを生成している時点を特定する方法（VM
サーバトラフィック（VM Server Traffic） とVMサービストラフィック（VM
Service Traffic））
StealthwatchシステムはNetFlowデータを収集して分析し、仮想マシンごとのトラフィックフロー
の詳細な分析を確立します。測定値には、合計バイト数、ビット毎秒レート、およびアプリケー
ショントラフィック統計情報が含まれます。
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パス：[VMサーバ（VM Server）] > [トラフィック（Traffic）] > [VMサーバトラフィック（VM Server Traffic）]

パス：[VMサーバ（VM Server）] > [トラフィック（Traffic）] > [VMアプリケーション トラフィック（VM Application Traffic）]

1. 各 ESXサーバ内で最も多くのトラフィックを生成しているVMはどれですか。（ヒント：円グ
ラフの各部分はVMです。）

2. 最も多くの受信トラフィックを生成しているVMはどれですか。

3. VMが使用しているアプリケーションはどれですか。

4. 最も多くの受信および発信トラフィックを発生させているのは、VM上のどのアプリケー
ションですか。

グローバルV-Motion イベントを追跡する方法（エンタープライズ
（Enterprise）ツリーとアラームテーブル（Alarm Table））
SMCを使用すると、すべてのVMに簡単に対応できます。あるサーバから別のサーバにVM
が移動するたびに、[エンタープライズ（Enterprise）]ツリーが自動的に更新され、移動したVM
の新しい場所が表示されます。また、[アラームテーブル（Alarm Table）]に [V-Motionアラーム
（V-Motion Alarm）]が表示されます。
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パス：[ステータス（Status）] > [アラームテーブル（Alarm Table）]

サポートへの問い合わせ
テクニカルサポートが必要な場合は、次のいずれかを実行します。

コール
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l 最寄りのシスコパートナー

l Cisco Stealthwatchサポート
o （米国）1-800-553-2447
o ワールドワイドサポート番号：

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-
contacts.html

ケースのオープン

l Web：http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

l 電子メール：tac@cisco.com
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