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はじめに 
 
Cisco Flexible NetFlow（FnF と呼ばれることが多い）は、シスコの組み込み計装プロトコルの最新バージョンです。NetFlow は、
ネットワーク デバイス間を流れる IP 情報を活用して、アプリケーション、電子メール サービス、または Web サービスにアクセスし
ているユーザなどのインフラストラクチャ アクティビティに関するレポートを作成します。NetFlow v9 は、テンプレート使用を活用
することで得られる拡張性により、以前のバージョンと比較しても特に便利です。NetFlow v9 は、情報エクスポートの IETF 標準機能
です。 
 
このガイドは、Cisco NetFlow、TrustSec、および NBAR の包括的なガイドではありません。このドキュメントの目的は、Cisco 
Stealthwatch と組み合わせて使用する際に、これらのプロトコルとテクノロジーを活用するための Cisco IOS の設定を支援する点に
あります。このドキュメントで取り上げているシスコのテクノロジーのより詳細なガイドついては、次のリンクを参照してください。 
 
Cisco Systems NetFlow サービス エクスポート バージョン 9 RFC [英語] 
https://www.ietf.org/rfc/rfc3954.txt [英語] 
 
Cisco IOS NetFlow の概要：技術概要 [英語] 
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/ios-netflow/prod_white_paper0900aecd80406232.html  
[英語] 
 
Cisco TrustSec 
http://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html 
 
Cisco NBAR2 
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/network-based-application-recognition-nbar/qa_c67-
697963.html [英語] 
 
Cisco ASA での NSEL の設定 
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa82/configuration/guide/config/monitor_nsel.html [英語] 

 

Cisco Stealthwatch Enterprise 
 
Cisco Stealthwatch は、既存のネットワークやパブリック クラウド インフラストラクチャからのエンタープライズ テレメトリを活用
するセキュリティ分析ソリューションです。マルチレイヤ機械学習とエンティティ モデリングを使用して、高度な脅威の検出、脅威
への迅速な対応、およびネットワークのセグメント化の簡素化を実現します。単一のエージェントレス ソリューションにより、エン
ドポイント、ブランチ、データセンター、クラウドを含む、拡張ネットワーク全体の可視性を得られます。また、復号することなし
に、暗号化されたトラフィック内のマルウェアを検出し、ポリシーを確実に遵守できる唯一の製品です。 
 
Cisco Stealthwatch は、ネットワーク内のデバイス（ルータ、スイッチ、ファイアウォールなど）を通過するトラフィックに関する情
報を使用します。Stealthwatch は、拡張ネットワークにある任意の送信元（NetFlow、IPFIX、sFlow、その他のレイヤ 7 プロトコル）
からのエンタープライズ テレメトリを分析して、ネットワークを使用している資産に対するリアルタイムの可視性を提供し、同時に
それらの各資産をプロファイリングできます。（垂直方向 (North-South) トラフィックに加えて）エンタープライズ ネットワーク内
の水平方向 (East-West) トラフィックに対する可視性を提供し、ネットワークの動作を分析して、ネットワーク内のポリシー違反、
異常、およびデータ消費を検出します。このドキュメントでは、NetFlow 対応ネットワーク デバイスに関する Stealthwatch の設定に
ついて説明します。 
 

https://www.ietf.org/rfc/rfc3954.txt
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/ios-netflow/prod_white_paper0900aecd80406232.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/network-based-application-recognition-nbar/qa_c67-697963.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/network-based-application-recognition-nbar/qa_c67-697963.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa82/configuration/guide/config/monitor_nsel.html
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集約と相関  
 
フローやテレメトリは、ネットワーク デバイスを通過するトラフィックに関する単方向のアカウンティング情報を表します。そし
て、タイムアウトになるまで、またはフローが終了するまでの期間、フロー対応デバイスのレベルで保存されます。フローはその後 
Stealthwatch にエクスポートされて、複数のデバイスやインターフェイスからのフローと関連付けられ、エンドツーエンドのトラ
フィックの単一の双方向フローを提供するために、スティッチングおよび重複排除アクションが実行されます。 
 

図 1：スケーリングと最適化：重複排除 

 

図 2：スケーリングと最適化：再スティッチング 
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異常および脅威の検出  

Stealthwatch Enterprise では、エンティティ モデリングの形式で高度なセキュリティ分析が適用されます。既存のネットワークか
らテレメトリが収集されて、最適化されます。複数のヒューリスティック（セキュリティ イベントとも呼ばれる）が適用されること
で、異常なネットワーク動作を検出し、特定のホストと関連付けることができます。この結果、概略レベルのアラーム カテゴリが得
られ、セキュリティ チームはリスクに優先順位を付け、問題を簡単にトラブルシューティングすることができます。 

Stealthwatch Enterprise は、クラウド ベースのマルチステージ機械学習分析エンジンとも統合されて、ローカル環境で確認されてい
る脅威の動作とグローバルに確認されている脅威の動作を関連付けます。また、高度な脅威を検出するために、多くの分析テクニッ
クが採用されています。 

 図 3：異常および脅威の検出 
Stealthwatch のコンポーネントとアーキテクチャの詳細については、Stealthwatch Enterprise データ シート [英語] を参照してくだ
さい。 

 

Cisco IOS Flexible NetFlow の設定 
 
前述のように、Stealthwatch はネットワーク デバイスから NetFlow テレメトリを収集して、異常および脅威を検出するために分析
し、拡張ネットワーク全体のエンドツーエンドの可視性を提供できます。ネットワーク デバイスは、Stealthwatch によって NetFlow 
が収集されるように設定する必要があります。 
 
シスコ デバイスでの NetFlow の設定は、次の 4 つの手順から成ります。 

 フロー レコードの定義 
 フロー エクスポータの設定 
 フロー モニタの設定 
 インターフェイスへのフロー モニタの適用 

 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/stealthwatch/datasheet-c78-739398.html
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フロー レコードの定義 
 
フロー レコードは、フロー内のパケット、フローごとに収集されるカウンタのタイプなど、NetFlow が収集する情報を定義します。
事前定義された netflow-original 以外のカスタム フロー レコードを作成する場合は、一連の match および collect コマンドを指定し
て、発信 NetFlow PDU に含めるフィールドをデバイスに伝える必要があります。 
match フィールドは key フィールドです。これらのフィールドは、フローの一意性を判断するために使用されます。collect フィール
ドは、Stealthwatch Flow Collector にレポートと分析のための詳細情報を提供するために含まれている追加情報です。 
match フィールドを大幅に変更する必要はありません。次の例に示されている 7 つの match エントリは、常に設定に含まれている必
要があります。ただし collect フィールドは、コレクタに送信する情報量に応じて大きく異なります。 
以下は、Stealthwatch のインストールで推奨される設定です。 
「required」とマークされているフィールドは、Stealthwatch がフロー レコードを承認および作成するために必要なフィールドです。 
 
flow record STEALTHWATCH1 
match ipv4 protocol                     (required; key field) 
match ipv4 source address               (required; key field) 
match ipv4 destination address          (required; key field) 
match transport source-port             (required; key field) 
match transport destination-port        (required; key field) 
match interface input                   (required; key field) 
match ipv4 tos                          (required; key field) 
collect interface output                (required; key field) 
collect counter bytes                   (required; key field) 
collect counter packets                 (required; key field) 
collect timestamp sys-uptime first      (required; for calculating duration) 
collect timestamp sys-uptime last       (required; for calculating duration) 
collect routing next-hop address ipv4   (optional; used for closest interface determination) 
collect ipv4 dscp                       (optional; used for closest interface determination) 
collect ipv4 ttl minimum                (optional; used for closest interface determination) 
collect ipv4 ttl maximum                (optional; used for closest interface determination) 
collect transport tcp flags             (optional; used for closest interface determination) 
collect routingdestination as           (optional; used for closest interface determination) 

 
 

フロー エクスポータの定義 

 
フロー レコードが作成されたら、フロー エクスポータと関連付けます。 
フロー エクスポータの設定では、NetFlow データの送信先である物理または仮想 Flow Collector の IP アドレスを定義します。フロー 
エクスポータの設定では、フロー エクスポータ デバイスが NetFlow データを送信する際の送信元インターフェイスも定義します（物
理アドレスまたは論理デバイスを指定可能）。また、NetFlow データの送信元としてループバック インターフェイスを使用すること
も検討する価値があります。ループバックは通常、その他のインターフェイスで障害が発生した場合でも稼働し続けるため、継続的な
伝送が可能になります（ルーティングが可能な場合）。この設定では、トランスポート プロトコル（TCP または UDP）と宛先ポート
も定義します。宛先ポートは NetFlow コレクタに固有のもので、この例では、Stealthwatch Flow Collector によって使用されるポー
トを指します。 
 
フロー エクスポータを定義するには、次の手順を実行します。 
 
flow exporter Stealthwatch_Exporter 
description Stealthwatch Export to Flow Collector 
destination [Collector_IP_Address] 
source[Physical_Interface | Logical_Interface] 
transport udp 2055 
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フロー モニタの定義 

 
フロー モニタは、フロー エクスポータおよびフロー レコードを参照しているすべての構成要素を結合します。フロー モニタを定義
するには、次の手順を実行します。 
 
flow monitor Stealthwatch_Monitor 
description Stealthwatch Flow Monitor 
exporter Stealthwatch_Exporter 
cache timeout active 60 
record STEALTHWATCH1 

 
前述の cache timeout 行は、Stealthwatch の推奨設定です。シスコ デバイスのデフォルト設定は 30 分ですが、異常の報告には長す
ぎます。 
フロー モニタの設定は、以前設定されていたフロー エクスポータとフロー レコードを結び付けます。命名規則は正しい名前を参照す
るために自由に選択できます。IOS では状況依存型のヘルプを使用すると役立ちます。このヘルプでは、以前の設定パラメータが常に
表示されます。 
 
次に、設定済みのフロー レコード、フロー エクスポータ、および利用可能なシステムのデフォルト レコードの確認に役立つ、状況依
存型ヘルプの例を示します。 
 
BR_ASW1(config)#flow monitor STEALTHWATCH_MONITOR 
BR_ASW1(config-flow-monitor)#record ? 
STEALTHWATCH_RECORD User defined 
wireless Templates for Wireless Traffic 
BR_ASW1(config-flow-monitor)#exporter ? 
STEALTHWATCH_EXPORTER Stealthwatch Export to Flow Collector 
 

インターフェイスへのフロー モニタの適用 

 
最後に、次のように入力して、前述のすべての NetFlow の設定を、フロー分析を必要とする各インターフェイスに適用する必要があ
ります。 
interface [Interface_ID] 
ip flow monitor Stealthwatch_Monitor input 
 
 

Cisco NetFlow の設定例 
次に、NetFlow の設定例を示します。NetFlow レコード フィールドの設定コマンドは、プラットフォームによって異なることがあり
ます。 
 
flow record Stealthwatch_FlowRecord 
description Flow Record for Exportto Stealthwatch (optional) 
 
match ipv4 source address 
match ipv4 destination address 
match ipv4 protocol 
match ipv4 tos 
match transport source-port 
match transport destination-port 
match interfaceinput 
match flow direction 
collect routing next-hop address ipv4 
collect ipv4 dscp 
collect ipv4 ttl minimum 
collect ipv4 ttl maximum 
collect transport tcp flags 
collect interface output 
collect counter bytes 
collect counter packets 
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collect timestamp sys-uptime first 
collect timestamp sys-uptime last 

 

TrustSec 固有の match フィールド 
match flow cts source group-tag 
match flow cts destination group-tag 

 

NBAR2 固有の collection（ルータ上でプロトコル パックがアクティブになっている場合） 
collect application name 
collect application http url 
collect application http host 

  

AVC 固有のフィールド 
collect connection initiator 
collect connection new-connections 
collect connection sum-duration 
collect connection delay response to-server sum 
collect connection delay response to-server min 
collect connection delay response to-server max 
collect connection server counter responses 
collect connection delay response to-server histogram late 
collect connection delay network to-server sum 
collect connection delaynetwork to-client sum 
collect connection client counter packetsretransmitted 
collect connection delay network client-to-server sum 
collect connection delay application sum 
collect connection delayapplication min 
collect connection delay application max 
collect connection delay response client-to-server sum 
collect connection transaction duration sum 
collect connection transaction counter complete 
collect connection server counter packets long 
collect connection client counter packets long 
collect connection client counter bytes retransmitted 
collect connection server counter bytes networklong 
collect connection client counter bytes network long 
collect connection delay network client-to-server num-samples 
collect connection delay network to-server num-samples 
collect connection delay networkto-client num-samples 

 
debug コマンド 
 
次のコマンドは、シスコ ルータまたはスイッチ上での NetFlow の動作を確認する場合に使用できます。 
 
show flow exporter - Flow Exporter information 
show flow interface - Flow interface information 
show flow internal - Show the flow fields 
show flow monitor - Flow Monitor information 
show flow record - Show Flow Record configuration 
show flow ssid - SSID Interface Information  
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Catalyst 3k スイッチ での IOS NetFlow の設定（3650 はテスト済み） 
 
Catalyst 3k での NetFlow 設定の作成の構造は、前述のルーティング プラットフォームとほぼ同じで、match フィールドは同一です。
collect フィールドにはわずかな違いがあります。Stealthwatch の導入では、以下のフィールドがサポートされています。 
 
flow record Stealthwatch_FlowRecord 
 description Flow Record for Export to Stealthwatch (optional) 
 

 match ipv4 source address 
 match ipv4 destination address 
 match ipv4 protocol 
 match ipv4 tos 
 match ipv4 ttl 
 match transport source-port 
 match transport destination-port 
 match interface input 
 match flow direction 
 match datalink mac source address input 
 match datalink mac destination address output 
 match datalink vlan input 
 collect transport tcp flags 
 collect interface input 
 collect interface output 
 collect counter bytes’ long 
 collect counter packets long 
 collect timestamp absolute first 
 collect timestamp absolute last 

 
TrustSec 固有の match フィールド 
match flow cts source group-tag 
match flow cts destination group-tag 

 
 
フロー エクスポータおよびフロー モニタの詳細の設定コマンドは、ルーティング プラットフォームと同じです。 
 
プラットフォームのフロー レコードを編集する必要がある場合は、「no」キーワードを指定してフロー モニタの設定で該当レコード
の参照を一時的に削除する必要がある点に注意してください。 
 
 
Catalyst 6k スイッチ での IOS NetFlow の設定（6880X - SUP-2T） 
 
flow record STEALTHWATCH_RECORD 
 description Flow Record for Export to Stealthwatch  
 match datalink vlan input 
 match ipv4 tos 
 match ipv4 protocol 
 match ipv4 source address 
 match ipv4 destination address 
 match transport source-port 
 match transport destination-port 
 match interface input 
 match flow direction 
 collect routing next-hop address ipv4 
 collect transport tcp flags 
 collect interface output 
 collect counter bytes long 
 collect counter packets long 
 collect timestamp sys-uptime first 
 collect timestamp sys-uptime last 

 
フロー エクスポータ、フロー モニタの設定、およびインターフェイスへの適用については、前述のコマンドと同じです。 
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Cisco Nexus 7k での NetFlow の設定 (SUP-1) 
 
Nexus プラットフォームの NetFlow は多少異なります。まず、次のように入力して、機能を有効にし、いくつかの timeout パラメー
タを設定する必要があります。 
 
feature netflow 
flow timeout active 60 
flow timeout inactive 15 
 
そのため、前述のセクションで行ったように、フロー レコード、フロー エクスポータ、およびフロー モニタを次のように設定します。 
 
flow record Stealthwatch_FlowRecord 
description Flow Record for Export to Stealthwatch (optional) 
 
match ipv4 source address 
match ipv4 destination address 
match ip protocol 
match ip tos 
match transport source-port 
match transport destination-port 

 
（match プトロコルおよび tos ステートメントは、IPv4 固有のものではありません） 
 
collect routing next-hop address ipv4 
collect transport tcp flags 
collect counter bytes 
collect counter packets 
collect timestamp sys-uptime first 
collect timestamp sys-uptime last 
 
flow exporter Stealthwatch_Exporter 
 description Stealthwatch Export to Flow Collector 
 version 9 
 destination [Collector_IP_Address] 
 source [Physical_Interface | Logical_Interface] 
 transport udp 2055 

 
（NetFlow バージョンは、エクスポータの設定で指定する必要があります） 
 
flow monitor Stealthwatch_Monitor 
 description Stealthwatch Flow Monitor 
 exporter Stealthwatch_Exporter 
 record Stealthwatch_Record 
 
interface eth3/1 
 ip flow monitor STEALTHWATCH_MONITOR input  

（Interface コマンドには、必要に応じてサンプラー設定を含めることができます）  
Cisco ASA での NSEL の設定  
 
シスコの ASA ファイアウォール製品ラインでの NetFlow の実装は、NX-OS、XR IOS、および IOS を使用した NetFlow の設定とは異
なります。ACL を使用し、既存のポリシー マップが必要になります。ASA シリーズでは、NetFlow の代わりに、Network Secure 
Event Logging (NSEL) が使用されます。 
 
グローバル設定 
flow-export destination inside [Flow Collector IP] 2055 
flow-export delay flow-create 30 
flow-export template timeout-rate 5 

 
SysLog メッセージの無効化（オプション） 
logging flow-export syslog disable 
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トラフィックをキャプチャして、クラス マップに適用するための ACL の作成 
access-list [NameofACL] extended permit ip any any  
class-map [NameofClassMap] 
match access-list [NameofACL] 

 
ポリシー マップの定義：新しいポリシーを作成する代わりに、グローバル ポリシーまたは既存のポリシーを使用可能 
policy-map [PolicyMapName] 
class [NameofClass] 
flow-export event-type all destination [Flow Collector IP] 
service-policy [PolicyMapName] global 
 
NetFlow Debug コマンド 
show flow-export counters：NetFlow のランタイム カウンタ（統計情報やエラーを含む）を表示します 
clear flow-export counters：すべてのランタイム カウンタをゼロにクリアします  
 
Catalyst 9k の NetFlow と ETA の例 
 
ETA を Stealthwatch と連動するように設定する場合は、両方の Flexible NetFlow モニタを設定し、（ETA 固有のフィールドで）ETA 
拡張 NetFlow エクスポートを有効にします。以下の設定は、IOS v16.6.2 で検証済みです。 
 
flow record ETA-C9K-RECORD 
 description Flow Record for ETA with Stealthwatch  
 match ipv4 protocol 
 match ipv4 source address 
 match ipv4 destination address 
 match transport source-port 
 match transport destination-port 
 collect counter bytes long 
 collect counter packets long 
 collect timestamp absolute first 
 collect timestamp absolute last 
! 
  
flow exporter STEALTHWATCH-EXPORTER 
 description Send NetFlow to Stealthwatch. 
 destination <dest ip address> 
 source <source ip address/interface> 
 transport udp 2055 
! 
  
flow monitor ETA-FLOWMONITOR 
 description NetFlow Monitor for use with ETA 
 exporter STEALTHWATCH-EXPORTER 
 cache timeout active 60 
 record ETA-C9K-RECORD 
! 
 interface GigabitEthernet1/0/1 
 description Uplink Interface 
 no switchport 
 ip flow monitor ETA-FLOWMONITOR input 
 ip flow monitor ETA-FLOWMONITOR output 
! 
  
et-analytics 
 ip flow-export destination <dest ip address> 2055 
! 
  
  
interface gigabitEthernet 1/0/2 
 description access layer interface 
 switchport 
 switchport access vlan 5 
 et-analytics enable 
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ASR/ISR/CSR の NetFlow と ETA 
 
ETA を Stealthwatch と連動するように設定する場合は、両方の Flexible NetFlow モニタを設定し、（ETA 固有のフィールドで）ETA 
拡張 NetFlow エクスポートを有効にします。以下の設定は、IOS v16.6.2 で検証済みです。 
 
flow record ETA-ISR-RECORD 
 description Flow Record for ETA with Stealthwatch  
 match ipv4 tos 
 match ipv4 protocol 
 match ipv4 source address 
 match ipv4 destination address 
 match transport source-port 
 match transport destination-port 
 match interface input 
 match flow direction 
 collect routing source as 
 collect routing destination as 
 collect routing next-hop address ipv4 
 collect ipv4 dscp 
 collect ipv4 id 
 collect ipv4 source prefix 
 collect ipv4 source mask 
 collect ipv4 destination mask 
 collect transport tcp flags 
 collect interface output 
 collect flow sampler 
 collect counter bytes 
 collect counter packets 
 collect timestamp sys-uptime first 
 collect timestamp sys-uptime last 
 collect application name 
 collect application http url 
 collect application http host 
  
! 
! 
  
flow exporter STEALTHWATCH-EXPORTER 
 description Send NetFlow to Stealthwatch. 
 destination <dest ip address> 
 source <source ip address/interface> 
 transport udp 2055 
! 
  
  
flow monitor ETA-FLOWMONITOR 
 description NetFlow Monitor for use with ETA 
 exporter STEALTHWATCH-EXPORTER 
 cache timeout active 60 
 record ETA-ISR-RECORD 
! 
  
  
interface GigabitEthernet1/0/1 
 description LAN facing Interface 
 no switchport 
 ip flow monitor ETA-FLOWMONITOR input 
 ip flow monitor ETA-FLOWMONITOR output 
 et-analytics enable 
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Cisco StealthWatch Enterprise での NetFlow エクスポートのトラブルシューティング 
 
ここでは、Cisco Stealthwatch の導入で問題が発生した場合のトラブルシューティング戦略を紹介します。Cisco Stealthwatch システ
ムは、シスコ ルータ、スイッチ、および ASA デバイスからエクスポートされた NetFlow を使用して、それぞれのネットワークに関
するお客様のトラフィックおよびセキュリティ情報を提供します。各デバイスからの NetFlow は、Stealthwatch Flow Collector また
は Stealthwatch UDP Director にエクスポートされます。Stealthwatch UDP Director では、NetFlow がさらに Flow Collector に転送さ
れます。Flow Collector は、NetFlow エクスポート パケット内の NetFlow PDU を受信して分析し、統合されたフロー データを保存し
ます。Flow Collector は、統合されたデータ セットも Stealthwatch Management Console (SMC) に送信します。1 つの SMC で多数
の Flow Collector を管理できます。お客様は Web インターフェイスまたは Java ベースのデスクトップ クライアントを使用して 
SMC と通信し、システム データを確認できます。 
 
前提条件 
このドキュメントの読者は、次のトピックに精通している必要があります。 
 

 バージョン v5、v9、および Flexible NetFlow に対するシスコ デバイスの NetFlow エクスポートの設定。 
 Cisco ASA NetFlow エクスポート。 

 
このドキュメントで取り上げているトラブルシューティングは、 任意のプラットフォームにインストールされている Stealthwatch の
バージョン 6.2 以降に基いています。 
 
用語 

 Stealthwatch：Cisco StealthWatch システムの最小構成は、1 つの Flow Collector と 1 つの Stealthwatch Management 
Console です。 

 SMC：Stealthwatch Management Console 
 SMC クライアント：お客様のデスクトップ上で動作し、SMC サーバと通信する Java ベースのシック クライアント。プライ

マリ ユーザは「admin」です。 
 管理 Web インターフェイス：各 Stealthwatch デバイスには、主にサーバ管理やその他のタスクに使用される Web UI があ

ります。プライマリ ユーザは「admin」です。 
 CLI：Stealthwatch デバイスは、Debian CLI（有効になっている場合）への SSH アクセスをサポートできます。プライマリ 

ユーザは「sysadmin」です。 
 エクスポータ：NetFlow をエクスポートできるすべてのデバイス。 
 UDP Director：NetFlow の複数のストリームを作成するため、またはさまざまなポートの NetFlow のストリームを 1 つの

ポートに結合するために使用するパケット転送アプライアンス。 
 
可能性のある NetFlow エクスポートの問題の概要 
 
Stealthwatch で使用するための、ネットワークでの NetFlow の設定に関する問題は、通常次の 3 つのカテゴリのいずれかに分類され
ます。 

1) お客様のネットワーク経由で Flow Collector に NetFlow を送信するエクスポータの設定。 

2) エクスポートされた UDP NetFlow パケットのネットワーク経由での Flow Collector への転送。お客様はそれぞれのネット
ワーク トポロジとパケット転送のエキスパートですが、Stealthwatch には NetFlow パケットが Flow Collector に到達してい
るかどうかを判断するのに役立つツールがあります。Stealthwatch チームは、必要に応じて、お客様と協力してそれらの
ツールを使用することができます。各ツールについては、後述の説明を参照してください。 

3) NetFlow は Flow Collector に到達しているが、データの解釈、プレゼンテーション、またはデータの記録に関する問題が発
生している。これは、次のようなエクスポータの設定が原因で生じる一部の例外を除き、Stealthwatch の問題です。V9 また
は FNF 内のテンプレート不足、エクスポータのインターフェイスの不完全な NetFlow の設定、特定のハードウェア、エクス
ポータの OS の設定、および設定に関する NetFlow の制限など。 
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Stealthwatch 用のエクスポータの設定 

 Flow Collector はポート 2055 をリッスンします。このエクスポート ポートは、NetFlow 対応シスコ デバイスのフロー エク
スポータの設定で定義されます。お客様は、以前の製品に対して異なるポートで NetFlow をすでに有効にしているか、また
はエクスポータごとに異なるエクスポート ポートを設定していることがあります。Flow Collector は 1 つのポートのみリッ
スンできるため、エクスポート ポートは、Flow Collector が使用しているリスニング ポートと一致するように設定する必要
があります。このリスニング ポートは、次のように、SMC クライアント内で Flow Collector 用に設定されています。 

 
 

 Flow Collector は、設定済みの管理インターフェイス IP で NetFlow トラフィックを受信します。この IP は、次の場合を除
き、NetFlow エクスポートの宛先 IP として使用する必要があります。 

 トラフィックを進めるために UDP Director を使用しているお客様の場合。この場合は、UDP Director の管理 IP を
使用します。 

 管理 IP サブネットの外のサブネットでトラフィックを受信する必要があるお客様の場合。各 Flow Collector に少な
くとも 1 つの追加ネットワーク インターフェイスがあり、トラフィックを管理インターフェイス IP にルーティング
する代わりに、別のサブネットで受信する場合、お客様は、IP アドレスを指定してこの追加のネットワーク イン
ターフェイスを設定し、ネットワークに接続する必要があります。 
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NetFlow 転送のトラブルシューティング 

 Flow Collector は、NetFlow が Flow Collector インターフェイスで受信されていること、正しいポートにエクスポートされる
ように適切に設定されていることを確認するために使用できます。 

1. Flow Collector の管理 Web インターフェイスには、エクスポータからの NetFlow の受信状況を確認するための、
tcpdump 用のフロントエンド GUI があります。Wireshark または同等のパケット ビューアを使用してキャプチャを
ダウンロードして分析し、PDU をチェックして、不足している必須フィールドや任意のフィールドを確認できま
す。NetFlow が V9 ベースの場合、キャプチャには、テンプレートのエクスポートをキャプチャするための十分な大
きさが必要です。 
次に、ポート 2055 で NetFlow を送信しているエクスポータ (IP 10.10.10.10) のキャプチャの設定を示します。キャプ
チャが増分パケットではない場合、NetFlow が到着していないか、または想定したポートに到着していません。 

 
Stealthwatch を使用した NetFlow の設定のトラブルシューティング 

 SMC には、エクスポータの NetFlow エクスポート ステータスとエクスポータの設定をレポートできる 2 つのドキュメント
があります。エクスポータが設定されている場合、NetFlow コレクション ステータス ドキュメントは、現在 Flow Collector 
で表示されているエクスポータを確認するのに役立ちます。 
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 Flow Collector は通常、着信および発信トラフィックのインターフェイス トラフィック データを作成するために、エクス
ポータ上のすべてのインターフェイスからの入力エクスポートだけを必要とします。論理インターフェイスを使用して両方を
有効にしているデバイスの場合、Flow Collector が非インターフェイス ドキュメントで、トラフィック統計情報を二重にレ
ポートする可能性があります。通常は、最も重要なデータ セットを選択するよう、お客様にお願いしています。 

 各エクスポータのインターフェイス ステータス ドキュメントには、NetFlow を使用してトラフィックをレポートしているイ
ンターフェイスが表示されます。着信または発信トラフィックが不足しているインターフェイスは正しく設定されていませ
ん。ここに表示されていないインターフェイスは、NetFlow を送信していません。次の例では、16 のインターフェイスに 
NetFlow が設定されています。すべてのインターフェイスで着信および発信トラフィックがレポートされている点に注目して
ください。 

 

 Flow Collector からのパケット キャプチャにより、エクスポータからの NetFlow の受信は確認されているが、そのエクス
ポータが NetFlow コレクション ステータス ドキュメントに表示されていない場合、エクスポータのタイプは「unknown」と
表示されます。この場合、テンプレートの設定が不十分である可能性があります。 

 Flow Collector は、NetFlow バージョン 5、9、Flexible NetFlow、および IPFIX をサポートしています。Flow Collector の推
奨の NetFlow 設定については、NetFlow 設定のマトリックスおよび NetFlow の設定ドキュメントを参照してください。
NetFlow V9 と FNF は次のフィールドをエクスポートする必要があります。https://communities.cisco.com/docs/DOC-
77020 および https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/stealthwatch/netflow/Cisco_NetFlow_Configuration.pdf 

 
上記で参照されているのは、ネットワーク デバイスの NetFlow 設定ですか、それとも Flow Collector の設定ですか。 

NF_F_LAST_SWITCHED(21) 
NF_F_FIRST_SWITCHED(22) 
NF_F_IN_BYTES(1) 
NF_F_IN_PKTS(2) 
NF_F_SRC_ADDR_IPV4(8) 
NF_F_DST_ADDR_IPV4(12) 
NF_F_PROTOCOL(4) 
NF_F_L4_SRC_PORT(7) 
NF_F_L4_DST_PORT(11) 
最適な運用のためには、以下も追加します。 
NF_F_SRC_INTF_ID(10) 
NF_F_DST_INTF_ID(14) 
NF_F_TCP_FLAGS(6)  

https://communities.cisco.com/docs/DOC-77020
https://communities.cisco.com/docs/DOC-77020
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/stealthwatch/netflow/Cisco_NetFlow_Configuration.pdf
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不十分な可能性があるテンプレートに関する問題のトラブルシューティング 
 
Flow Collector エンジンは、不十分なテンプレートが検出された場合、/lancope/var/sw/data/ ディレクトリに .log ファイルを作成し
ます。ログ ファイルは、次の命名規則を使用して作成されます。 
<exporter_ip>_<source_id>_<template_id>.log. 
テンプレート ファイル (templates.bin) は 1 時間に 1 回、適切に設定されているエクスポータに書き出され、そのエクスポータ テン
プレートに対する不十分なテンプレート ログ ファイルの存在がチェックされ、存在する場合は削除されます。エクスポータに関する
テンプレートの問題が解決し、そのエクスポータからのテンプレートが承認されると、そのエクスポータに対して作成されたログ 
ファイルはシステムから削除されます。 
 
これらのプレーン テキスト ファイルは、Flow Collector Web インターフェイスまたは Flow Collector に対する SSH セッションを使
用してダウンロードおよび表示できます。Flow Collector Web インターフェイスを使用する場合は、[Support] > [Browse Files] メ
ニュー オプションを使用して /sw/data に移動します。 
 

 
 
次に、エクスポータ 10.202.5.61、エンジンの送信元 ID (0)、テンプレート ID 310 が Flow Collector に送信され、src IP および dest 
IP フィールドだけがテンプレートで指定されている場合の、.log ファイル名とエラー メッセージの例を示します。 
cat /lancope/var/sw/data/010.202.005.061_0_310.log  
 
flow_src_addr: NF_F_SRC_ADDR_IPV6(27) specified  
flow_dst_addr: NF_F_DST_ADDR_IPV6(28) specified  
 

これが Stealthwatch フロー作成用のテンプレートの場合は、flow end time フィールドを追加する必要があります。次のいずれかの
フィールドを追加してください。 
        NF_F_LAST_SWITCHED(21)  
        NF_F_FLOW_END_SECONDS(151)  
        NF_F_FLOW_END_MILLISECONDS(153)  
        NF_F_FLOW_END_MICROSECONDS(155)  
        NF_F_FLOW_END_NANOSECONDS(157) 
        NF_F_FLOW_END_DELTA_MICROSECONDS(159)  
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これが Stealthwatch フロー作成用のテンプレートの場合は、flow start time フィールドを追加する必要があります。次のいずれかの
フィールドを追加してください。 
 
        NF_F_FIRST_SWITCHED(22)  
        NF_F_FLOW_START_SECONDS(150)  
        NF_F_FLOW_START_MILLISECONDS(152)  
        NF_F_FLOW_START_MICROSECONDS(154)  
        NF_F_FLOW_START_NANOSECONDS(156)  
        NF_F_FLOW_START_DELTA_MICROSECONDS(158) 

 
これが Stealthwatch フロー作成用のテンプレートの場合は、flow bytes フィールドを追加する必要があります。次のフィールドを追
加してください。 
 
        NF_F_IN_BYTES(1) 
 
これが Stealthwatch フロー作成用のテンプレートの場合は、flow packets フィールドを追加する必要があります。次のフィールドを
追加してください。 
 
        NF_F_IN_PKTS(2) 
 
これが Stealthwatch フロー作成用のテンプレートの場合は、flow protocol フィールドを追加する必要があります。次のフィールドを
追加してください。 
 
        NF_F_PROTOCOL(4) 
 
これが Stealthwatch フロー作成用のテンプレートの場合は、flow source port フィールドを追加する必要があります。次のいずれか
のフィールドを追加してください。 
 
        NF_F_L4_SRC_PORT(7)  
        NF_F_TRANSPORT_TCP_SRC_PORT(182)  
        NF_F_TRANSPORT_UDP_SRC_PORT(180) 

 
これが Stealthwatch フロー作成用のテンプレートの場合は、flow destination port フィールドを追加する必要があります。次のいずれ
かのフィールドを追加してください。 
 
        NF_F_L4_DST_PORT(11)  
        NF_F_TRANSPORT_TCP_DST_PORT(183)  
        NF_F_TRANSPORT_UDP_DST_PORT(181) 

 
これが Stealthwatch フロー作成用のテンプレートの場合は、flow source interface フィールドを追加する必要があります。次の
フィールドを追加してください。 
 
        NF_F_SRC_INTF_ID(10) 

 
これが Stealthwatch フロー作成用のテンプレートの場合は、flow destination interface フィールドを追加する必要があります。次の
フィールドを追加してください。 
 
        NF_F_DST_INTF_ID(14) 
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これがファイアウォール イベント処理用のテンプレートの場合は、firewall event フィールドを追加する必要があります。次のいずれ
かのフィールドを追加してください。 
 
         NF_F_ASA_FW_EVENT(40005)  
        NF_F_FW_EVENT(233) 

 
これが Medianet イベント処理用のテンプレートの場合は、次のいずれかのフィールドを追加してください。 
 
        NF_F_MEDIANET_TRANSPORT_ROUND_TRIP_TIME(37016) 
        NF_F_MEDIANET_TRANSPORT_RTP_JITTER_MEAN(37023) 
        NF_F_MEDIANET_TRANSPORT_PACKETS_LOST(37019) 

 

Stealthwatch に関するその他のエクスポータの問題のトラブルシューティング 
 
Flow Collector は NetFlow データのエラー チェックを行って、データの値が許容範囲内であることを確認します。time、datagram 
sizes などのパラメータがチェックされ、エラーがある場合、データ キャプチャの問題を示すステータス フラグが表示されます。
Stealthwatch では、これらのテストでエラーが見つかった NetFlow PDU は廃棄されます。一般的なエラーは、将来の時刻がマークさ
れている、エクスポートされたデータグラムになります。これは、エクスポータの時刻が正しく設定されていないか、Flow Collector 
のシステム時刻が NTP と同期されていないことを示しています。 
次の NetFlow コレクション ステータス ドキュメントには、そのようなエラーが表示されています。 
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Status フィールドにマウス オーバーすると、エクスポータの問題が表示されます。[Status] セルをダブルクリックすると、詳細情報
を確認できます。詳細情報に表示されるメッセージ タイプ、説明、および推奨処置は次のとおりです。 
 

ステータス メッセージ [説明 (Description)] 推奨処置 
[エクスポータが無効なテンプ
レートを送信しました 
(Exporter sent an invalid 
template)] 

テンプレートに最小限の必須フィールド
が定義されていません。 

NetFlow V9 テンプレートで、Stealthwatch 
Flow Collector for NetFlow に必要なすべて
のフィールドが定義されていることを確認し
ます。 

[エクスポータが無効なテンプ
レート データを送信しました 
(Exporter sent invalid template 
data)] 

最小限の必須フィールドが送信されませ
んでした。 

エクスポータが、テンプレートに必要なすべて
のフィールドを送信することを確認します。 

非アクティブ 過去 5 分間にエクスポータから何も受信
しませんでした。 

エクスポータがオンラインになっていること
を確認します。 

プロトコル 0 および宛先アド
レス 0.0.0.0 (Protocol 0 and 
Destination Address 0.0.0.0) 

NetFlow レコードのプロトコルは 0 で、
宛先 IP アドレスは 0 です。 

エクスポータの検査、エクスポータのリサイ
クル、データ情報を使ったエクスポータ ベン
ダーとの連絡を行います。 

[非現実的な PDU 時間
(Unrealistic PDU Time)] 

NetFlow データグラムのタイムスタンプ
と Stealthwatch Flow Collector for 
NetFlow のクロックとの間に 120 秒を超
える差がありました。 

エクスポータのクロックおよび Stealthwatch 
Flow Collector for NetFlow のクロックを確認
し、ネットワークで NTP が適切に機能してい
ることを確認します。 

[パケットとオクテットの数が
非現実的です (Unrealistic 
Packet/Octet Counts)] 

平均パケット サイズが、アーキテクチャ
上の IPv4 MTU 制限を超えています。 

エクスポータの検査、エクスポータのリサイ
クル、データ情報を使ったエクスポータ ベン
ダーとの連絡を行います。 

[フロー開始時刻とフロー終了
時刻が非現実的です 
(Unrealistic Start And End Flow 
Times)] 

NetFlow レコードの終了時刻が開始時刻
よりも早くなっています。 

エクスポータの検査、エクスポータのリサイ
クル、データ情報を使ったエクスポータ ベン
ダーとの連絡を行います。 

 
要約 
お客様の環境に大部分のエクスポータを設定する際、エクスポータの NetFlow 設定に対するカスタマー インタラクションは、POC ま
たは Stealthwatch 購入後の初期段階では、通常は一部のエクスポータに限定されています。お客様は、新しいサイトを追加する、ま
たはアカウントのライフサイクルを通じて機器を交換する場合に、多少のエクスポータ設定アクティビティを行うこともあります。問
題がある場合は、Stealthwatch のサポートに連絡してください。 
 

リソース 
NetFlow のサポート マトリックス（2018 年 1 月）：https://communities.cisco.com/docs/DOC-77020  

https://communities.cisco.com/docs/DOC-77020
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Cisco Stealthwatch Enterprise 向け NetFlow の設定とトラブルシューティング

このドキュメントでは、Cisco Stealthwatch でテレメトリを収集および分析するための NetFlow 対応ネットワーク デバイスの設定について説明します。
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はじめに



Cisco Flexible NetFlow（FnF と呼ばれることが多い）は、シスコの組み込み計装プロトコルの最新バージョンです。NetFlow は、ネットワーク デバイス間を流れる IP 情報を活用して、アプリケーション、電子メール サービス、または Web サービスにアクセスしているユーザなどのインフラストラクチャ アクティビティに関するレポートを作成します。NetFlow v9 は、テンプレート使用を活用することで得られる拡張性により、以前のバージョンと比較しても特に便利です。NetFlow v9 は、情報エクスポートの IETF 標準機能です。



このガイドは、Cisco NetFlow、TrustSec、および NBAR の包括的なガイドではありません。このドキュメントの目的は、Cisco Stealthwatch と組み合わせて使用する際に、これらのプロトコルとテクノロジーを活用するための Cisco IOS の設定を支援する点にあります。このドキュメントで取り上げているシスコのテクノロジーのより詳細なガイドついては、次のリンクを参照してください。



Cisco Systems NetFlow サービス エクスポート バージョン 9 RFC [英語]

https://www.ietf.org/rfc/rfc3954.txt [英語]



Cisco IOS NetFlow の概要：技術概要 [英語]

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/ios-netflow/prod_white_paper0900aecd80406232.html 
[英語]



Cisco TrustSec

http://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html



Cisco NBAR2

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/network-based-application-recognition-nbar/qa_c67-697963.html [英語]



Cisco ASA での NSEL の設定

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa82/configuration/guide/config/monitor_nsel.html [英語]



Cisco Stealthwatch Enterprise



Cisco Stealthwatch は、既存のネットワークやパブリック クラウド インフラストラクチャからのエンタープライズ テレメトリを活用するセキュリティ分析ソリューションです。マルチレイヤ機械学習とエンティティ モデリングを使用して、高度な脅威の検出、脅威への迅速な対応、およびネットワークのセグメント化の簡素化を実現します。単一のエージェントレス ソリューションにより、エンドポイント、ブランチ、データセンター、クラウドを含む、拡張ネットワーク全体の可視性を得られます。また、復号することなしに、暗号化されたトラフィック内のマルウェアを検出し、ポリシーを確実に遵守できる唯一の製品です。



Cisco Stealthwatch は、ネットワーク内のデバイス（ルータ、スイッチ、ファイアウォールなど）を通過するトラフィックに関する情報を使用します。Stealthwatch は、拡張ネットワークにある任意の送信元（NetFlow、IPFIX、sFlow、その他のレイヤ 7 プロトコル）からのエンタープライズ テレメトリを分析して、ネットワークを使用している資産に対するリアルタイムの可視性を提供し、同時にそれらの各資産をプロファイリングできます。（垂直方向 (North-South) トラフィックに加えて）エンタープライズ ネットワーク内の水平方向 (East-West) トラフィックに対する可視性を提供し、ネットワークの動作を分析して、ネットワーク内のポリシー違反、異常、およびデータ消費を検出します。このドキュメントでは、NetFlow 対応ネットワーク デバイスに関する Stealthwatch の設定について説明します。



集約と相関 



フローやテレメトリは、ネットワーク デバイスを通過するトラフィックに関する単方向のアカウンティング情報を表します。そして、タイムアウトになるまで、またはフローが終了するまでの期間、フロー対応デバイスのレベルで保存されます。フローはその後 Stealthwatch にエクスポートされて、複数のデバイスやインターフェイスからのフローと関連付けられ、エンドツーエンドのトラフィックの単一の双方向フローを提供するために、スティッチングおよび重複排除アクションが実行されます。



図 1：スケーリングと最適化：重複排除



図 2：スケーリングと最適化：再スティッチング



異常および脅威の検出 

Stealthwatch Enterprise では、エンティティ モデリングの形式で高度なセキュリティ分析が適用されます。既存のネットワークからテレメトリが収集されて、最適化されます。複数のヒューリスティック（セキュリティ イベントとも呼ばれる）が適用されることで、異常なネットワーク動作を検出し、特定のホストと関連付けることができます。この結果、概略レベルのアラーム カテゴリが得られ、セキュリティ チームはリスクに優先順位を付け、問題を簡単にトラブルシューティングすることができます。

Stealthwatch Enterprise は、クラウド ベースのマルチステージ機械学習分析エンジンとも統合されて、ローカル環境で確認されている脅威の動作とグローバルに確認されている脅威の動作を関連付けます。また、高度な脅威を検出するために、多くの分析テクニックが採用されています。

	図 3：異常および脅威の検出

Stealthwatch のコンポーネントとアーキテクチャの詳細については、Stealthwatch Enterprise データ シート [英語] を参照してください。



Cisco IOS Flexible NetFlow の設定



前述のように、Stealthwatch はネットワーク デバイスから NetFlow テレメトリを収集して、異常および脅威を検出するために分析し、拡張ネットワーク全体のエンドツーエンドの可視性を提供できます。ネットワーク デバイスは、Stealthwatch によって NetFlow が収集されるように設定する必要があります。



シスコ デバイスでの NetFlow の設定は、次の 4 つの手順から成ります。

· フロー レコードの定義

· フロー エクスポータの設定

· フロー モニタの設定

· インターフェイスへのフロー モニタの適用



フロー レコードの定義



フロー レコードは、フロー内のパケット、フローごとに収集されるカウンタのタイプなど、NetFlow が収集する情報を定義します。事前定義された netflow-original 以外のカスタム フロー レコードを作成する場合は、一連の match および collect コマンドを指定して、発信 NetFlow PDU に含めるフィールドをデバイスに伝える必要があります。

match フィールドは key フィールドです。これらのフィールドは、フローの一意性を判断するために使用されます。collect フィールドは、Stealthwatch Flow Collector にレポートと分析のための詳細情報を提供するために含まれている追加情報です。

match フィールドを大幅に変更する必要はありません。次の例に示されている 7 つの match エントリは、常に設定に含まれている必要があります。ただし collect フィールドは、コレクタに送信する情報量に応じて大きく異なります。

以下は、Stealthwatch のインストールで推奨される設定です。

「required」とマークされているフィールドは、Stealthwatch がフロー レコードを承認および作成するために必要なフィールドです。



flow record STEALTHWATCH1
match ipv4 protocol                     (required; key field)
match ipv4 source address               (required; key field)
match ipv4 destination address          (required; key field)
match transport source-port             (required; key field)
match transport destination-port        (required; key field)
match interface input                   (required; key field)
match ipv4 tos                          (required; key field)
collect interface output                (required; key field)
collect counter bytes                   (required; key field)
collect counter packets                 (required; key field)
collect timestamp sys-uptime first      (required; for calculating duration)
collect timestamp sys-uptime last       (required; for calculating duration)
collect routing next-hop address ipv4   (optional; used for closest interface determination)
collect ipv4 dscp                       (optional; used for closest interface determination)
collect ipv4 ttl minimum                (optional; used for closest interface determination)
collect ipv4 ttl maximum                (optional; used for closest interface determination)
collect transport tcp flags             (optional; used for closest interface determination)
collect routingdestination as           (optional; used for closest interface determination)




フロー エクスポータの定義



フロー レコードが作成されたら、フロー エクスポータと関連付けます。

フロー エクスポータの設定では、NetFlow データの送信先である物理または仮想 Flow Collector の IP アドレスを定義します。フロー エクスポータの設定では、フロー エクスポータ デバイスが NetFlow データを送信する際の送信元インターフェイスも定義します（物理アドレスまたは論理デバイスを指定可能）。また、NetFlow データの送信元としてループバック インターフェイスを使用することも検討する価値があります。ループバックは通常、その他のインターフェイスで障害が発生した場合でも稼働し続けるため、継続的な伝送が可能になります（ルーティングが可能な場合）。この設定では、トランスポート プロトコル（TCP または UDP）と宛先ポートも定義します。宛先ポートは NetFlow コレクタに固有のもので、この例では、Stealthwatch Flow Collector によって使用されるポートを指します。



フロー エクスポータを定義するには、次の手順を実行します。



flow exporter Stealthwatch_Exporter
description Stealthwatch Export to Flow Collector
destination [Collector_IP_Address]
source[Physical_Interface | Logical_Interface]
transport udp 2055



フロー モニタの定義



フロー モニタは、フロー エクスポータおよびフロー レコードを参照しているすべての構成要素を結合します。フロー モニタを定義するには、次の手順を実行します。



flow monitor Stealthwatch_Monitor
description Stealthwatch Flow Monitor
exporter Stealthwatch_Exporter
cache timeout active 60
record STEALTHWATCH1



前述の cache timeout 行は、Stealthwatch の推奨設定です。シスコ デバイスのデフォルト設定は 30 分ですが、異常の報告には長すぎます。

フロー モニタの設定は、以前設定されていたフロー エクスポータとフロー レコードを結び付けます。命名規則は正しい名前を参照するために自由に選択できます。IOS では状況依存型のヘルプを使用すると役立ちます。このヘルプでは、以前の設定パラメータが常に表示されます。



次に、設定済みのフロー レコード、フロー エクスポータ、および利用可能なシステムのデフォルト レコードの確認に役立つ、状況依存型ヘルプの例を示します。



BR_ASW1(config)#flow monitor STEALTHWATCH_MONITOR
BR_ASW1(config-flow-monitor)#record ?
STEALTHWATCH_RECORD User defined
wireless Templates for Wireless Traffic
BR_ASW1(config-flow-monitor)#exporter ?
STEALTHWATCH_EXPORTER Stealthwatch Export to Flow Collector


インターフェイスへのフロー モニタの適用



最後に、次のように入力して、前述のすべての NetFlow の設定を、フロー分析を必要とする各インターフェイスに適用する必要があります。

interface [Interface_ID]
ip flow monitor Stealthwatch_Monitor input





Cisco NetFlow の設定例

次に、NetFlow の設定例を示します。NetFlow レコード フィールドの設定コマンドは、プラットフォームによって異なることがあります。



flow record Stealthwatch_FlowRecord
description Flow Record for Exportto Stealthwatch (optional)

match ipv4 source address
match ipv4 destination address
match ipv4 protocol
match ipv4 tos
match transport source-port
match transport destination-port
match interfaceinput
match flow direction
collect routing next-hop address ipv4
collect ipv4 dscp
collect ipv4 ttl minimum
collect ipv4 ttl maximum
collect transport tcp flags
collect interface output
collect counter bytes
collect counter packets
collect timestamp sys-uptime first
collect timestamp sys-uptime last



TrustSec 固有の match フィールド

match flow cts source group-tag
match flow cts destination group-tag



NBAR2 固有の collection（ルータ上でプロトコル パックがアクティブになっている場合）

collect application name
collect application http url
collect application http host

 

AVC 固有のフィールド

collect connection initiator
collect connection new-connections
collect connection sum-duration
collect connection delay response to-server sum
collect connection delay response to-server min
collect connection delay response to-server max
collect connection server counter responses
collect connection delay response to-server histogram late
collect connection delay network to-server sum
collect connection delaynetwork to-client sum
collect connection client counter packetsretransmitted
collect connection delay network client-to-server sum
collect connection delay application sum
collect connection delayapplication min
collect connection delay application max
collect connection delay response client-to-server sum
collect connection transaction duration sum
collect connection transaction counter complete
collect connection server counter packets long
collect connection client counter packets long
collect connection client counter bytes retransmitted
collect connection server counter bytes networklong
collect connection client counter bytes network long
collect connection delay network client-to-server num-samples
collect connection delay network to-server num-samples
collect connection delay networkto-client num-samples



debug コマンド



次のコマンドは、シスコ ルータまたはスイッチ上での NetFlow の動作を確認する場合に使用できます。



show flow exporter - Flow Exporter information

show flow interface - Flow interface information

show flow internal - Show the flow fields

show flow monitor - Flow Monitor information

show flow record - Show Flow Record configuration

show flow ssid - SSID Interface Information 



Catalyst 3k スイッチ での IOS NetFlow の設定（3650 はテスト済み）



Catalyst 3k での NetFlow 設定の作成の構造は、前述のルーティング プラットフォームとほぼ同じで、match フィールドは同一です。collect フィールドにはわずかな違いがあります。Stealthwatch の導入では、以下のフィールドがサポートされています。



flow record Stealthwatch_FlowRecord

 description Flow Record for Export to Stealthwatch (optional)



 match ipv4 source address

 match ipv4 destination address

 match ipv4 protocol

 match ipv4 tos

 match ipv4 ttl

 match transport source-port

 match transport destination-port

 match interface input

 match flow direction

 match datalink mac source address input

 match datalink mac destination address output

 match datalink vlan input

 collect transport tcp flags

 collect interface input

 collect interface output

 collect counter bytes’ long

 collect counter packets long

 collect timestamp absolute first

 collect timestamp absolute last



TrustSec 固有の match フィールド

match flow cts source group-tag

match flow cts destination group-tag





フロー エクスポータおよびフロー モニタの詳細の設定コマンドは、ルーティング プラットフォームと同じです。



プラットフォームのフロー レコードを編集する必要がある場合は、「no」キーワードを指定してフロー モニタの設定で該当レコードの参照を一時的に削除する必要がある点に注意してください。





Catalyst 6k スイッチ での IOS NetFlow の設定（6880X - SUP-2T）



flow record STEALTHWATCH_RECORD

 description Flow Record for Export to Stealthwatch 

 match datalink vlan input

 match ipv4 tos

 match ipv4 protocol

 match ipv4 source address

 match ipv4 destination address

 match transport source-port

 match transport destination-port

 match interface input

 match flow direction

 collect routing next-hop address ipv4

 collect transport tcp flags

 collect interface output

 collect counter bytes long

 collect counter packets long

 collect timestamp sys-uptime first

 collect timestamp sys-uptime last



フロー エクスポータ、フロー モニタの設定、およびインターフェイスへの適用については、前述のコマンドと同じです。



Cisco Nexus 7k での NetFlow の設定 (SUP-1)



Nexus プラットフォームの NetFlow は多少異なります。まず、次のように入力して、機能を有効にし、いくつかの timeout パラメータを設定する必要があります。



feature netflow

flow timeout active 60

flow timeout inactive 15



そのため、前述のセクションで行ったように、フロー レコード、フロー エクスポータ、およびフロー モニタを次のように設定します。



flow record Stealthwatch_FlowRecord

description Flow Record for Export to Stealthwatch (optional)



match ipv4 source address

match ipv4 destination address

match ip protocol

match ip tos

match transport source-port

match transport destination-port



（match プトロコルおよび tos ステートメントは、IPv4 固有のものではありません）



collect routing next-hop address ipv4

collect transport tcp flags

collect counter bytes

collect counter packets

collect timestamp sys-uptime first

collect timestamp sys-uptime last



flow exporter Stealthwatch_Exporter

 description Stealthwatch Export to Flow Collector

 version 9

 destination [Collector_IP_Address]

 source [Physical_Interface | Logical_Interface]

 transport udp 2055



（NetFlow バージョンは、エクスポータの設定で指定する必要があります）



flow monitor Stealthwatch_Monitor

 description Stealthwatch Flow Monitor

 exporter Stealthwatch_Exporter

 record Stealthwatch_Record



interface eth3/1

 ip flow monitor STEALTHWATCH_MONITOR input 

（Interface コマンドには、必要に応じてサンプラー設定を含めることができます）



Cisco ASA での NSEL の設定 



シスコの ASA ファイアウォール製品ラインでの NetFlow の実装は、NX-OS、XR IOS、および IOS を使用した NetFlow の設定とは異なります。ACL を使用し、既存のポリシー マップが必要になります。ASA シリーズでは、NetFlow の代わりに、Network Secure Event Logging (NSEL) が使用されます。



グローバル設定

flow-export destination inside [Flow Collector IP] 2055

flow-export delay flow-create 30

flow-export template timeout-rate 5



SysLog メッセージの無効化（オプション）

logging flow-export syslog disable

トラフィックをキャプチャして、クラス マップに適用するための ACL の作成

access-list [NameofACL] extended permit ip any any 

class-map [NameofClassMap]

match access-list [NameofACL]



ポリシー マップの定義：新しいポリシーを作成する代わりに、グローバル ポリシーまたは既存のポリシーを使用可能

policy-map [PolicyMapName]

class [NameofClass]

flow-export event-type all destination [Flow Collector IP]

service-policy [PolicyMapName] global



NetFlow Debug コマンド

show flow-export counters：NetFlow のランタイム カウンタ（統計情報やエラーを含む）を表示します

clear flow-export counters：すべてのランタイム カウンタをゼロにクリアします





Catalyst 9k の NetFlow と ETA の例



ETA を Stealthwatch と連動するように設定する場合は、両方の Flexible NetFlow モニタを設定し、（ETA 固有のフィールドで）ETA 拡張 NetFlow エクスポートを有効にします。以下の設定は、IOS v16.6.2 で検証済みです。



flow record ETA-C9K-RECORD

 description Flow Record for ETA with Stealthwatch 

 match ipv4 protocol

 match ipv4 source address

 match ipv4 destination address

 match transport source-port

 match transport destination-port

 collect counter bytes long

 collect counter packets long

 collect timestamp absolute first

 collect timestamp absolute last

!

 

flow exporter STEALTHWATCH-EXPORTER

 description Send NetFlow to Stealthwatch.

 destination <dest ip address>

 source <source ip address/interface>

 transport udp 2055

!

 

flow monitor ETA-FLOWMONITOR

 description NetFlow Monitor for use with ETA

 exporter STEALTHWATCH-EXPORTER

 cache timeout active 60

 record ETA-C9K-RECORD

!

 interface GigabitEthernet1/0/1

 description Uplink Interface

 no switchport

 ip flow monitor ETA-FLOWMONITOR input

 ip flow monitor ETA-FLOWMONITOR output

!

 

et-analytics

 ip flow-export destination <dest ip address> 2055

!

 

 

interface gigabitEthernet 1/0/2

 description access layer interface

 switchport

 switchport access vlan 5

 et-analytics enable



ASR/ISR/CSR の NetFlow と ETA



ETA を Stealthwatch と連動するように設定する場合は、両方の Flexible NetFlow モニタを設定し、（ETA 固有のフィールドで）ETA 拡張 NetFlow エクスポートを有効にします。以下の設定は、IOS v16.6.2 で検証済みです。



flow record ETA-ISR-RECORD

 description Flow Record for ETA with Stealthwatch 

 match ipv4 tos

 match ipv4 protocol

 match ipv4 source address

 match ipv4 destination address

 match transport source-port

 match transport destination-port

 match interface input

 match flow direction

 collect routing source as

 collect routing destination as

 collect routing next-hop address ipv4

 collect ipv4 dscp

 collect ipv4 id

 collect ipv4 source prefix

 collect ipv4 source mask

 collect ipv4 destination mask

 collect transport tcp flags

 collect interface output

 collect flow sampler

 collect counter bytes

 collect counter packets

 collect timestamp sys-uptime first

 collect timestamp sys-uptime last

 collect application name

 collect application http url
 collect application http host

 

!

!

 

flow exporter STEALTHWATCH-EXPORTER

 description Send NetFlow to Stealthwatch.

 destination <dest ip address>

 source <source ip address/interface>

 transport udp 2055

!

 

 

flow monitor ETA-FLOWMONITOR

 description NetFlow Monitor for use with ETA

 exporter STEALTHWATCH-EXPORTER

 cache timeout active 60

 record ETA-ISR-RECORD

!

 

 

interface GigabitEthernet1/0/1

 description LAN facing Interface

 no switchport

 ip flow monitor ETA-FLOWMONITOR input

 ip flow monitor ETA-FLOWMONITOR output

 et-analytics enable


Cisco StealthWatch Enterprise での NetFlow エクスポートのトラブルシューティング



ここでは、Cisco Stealthwatch の導入で問題が発生した場合のトラブルシューティング戦略を紹介します。Cisco Stealthwatch システムは、シスコ ルータ、スイッチ、および ASA デバイスからエクスポートされた NetFlow を使用して、それぞれのネットワークに関するお客様のトラフィックおよびセキュリティ情報を提供します。各デバイスからの NetFlow は、Stealthwatch Flow Collector または Stealthwatch UDP Director にエクスポートされます。Stealthwatch UDP Director では、NetFlow がさらに Flow Collector に転送されます。Flow Collector は、NetFlow エクスポート パケット内の NetFlow PDU を受信して分析し、統合されたフロー データを保存します。Flow Collector は、統合されたデータ セットも Stealthwatch Management Console (SMC) に送信します。1 つの SMC で多数の Flow Collector を管理できます。お客様は Web インターフェイスまたは Java ベースのデスクトップ クライアントを使用して SMC と通信し、システム データを確認できます。



前提条件

このドキュメントの読者は、次のトピックに精通している必要があります。



· バージョン v5、v9、および Flexible NetFlow に対するシスコ デバイスの NetFlow エクスポートの設定。

· Cisco ASA NetFlow エクスポート。



このドキュメントで取り上げているトラブルシューティングは、 任意のプラットフォームにインストールされている Stealthwatch のバージョン 6.2 以降に基いています。



用語

· Stealthwatch：Cisco StealthWatch システムの最小構成は、1 つの Flow Collector と 1 つの Stealthwatch Management Console です。

· SMC：Stealthwatch Management Console

· SMC クライアント：お客様のデスクトップ上で動作し、SMC サーバと通信する Java ベースのシック クライアント。プライマリ ユーザは「admin」です。

· 管理 Web インターフェイス：各 Stealthwatch デバイスには、主にサーバ管理やその他のタスクに使用される Web UI があります。プライマリ ユーザは「admin」です。

· CLI：Stealthwatch デバイスは、Debian CLI（有効になっている場合）への SSH アクセスをサポートできます。プライマリ ユーザは「sysadmin」です。

· エクスポータ：NetFlow をエクスポートできるすべてのデバイス。

· UDP Director：NetFlow の複数のストリームを作成するため、またはさまざまなポートの NetFlow のストリームを 1 つのポートに結合するために使用するパケット転送アプライアンス。



可能性のある NetFlow エクスポートの問題の概要



Stealthwatch で使用するための、ネットワークでの NetFlow の設定に関する問題は、通常次の 3 つのカテゴリのいずれかに分類されます。

1) お客様のネットワーク経由で Flow Collector に NetFlow を送信するエクスポータの設定。

2) エクスポートされた UDP NetFlow パケットのネットワーク経由での Flow Collector への転送。お客様はそれぞれのネットワーク トポロジとパケット転送のエキスパートですが、Stealthwatch には NetFlow パケットが Flow Collector に到達しているかどうかを判断するのに役立つツールがあります。Stealthwatch チームは、必要に応じて、お客様と協力してそれらのツールを使用することができます。各ツールについては、後述の説明を参照してください。

3) NetFlow は Flow Collector に到達しているが、データの解釈、プレゼンテーション、またはデータの記録に関する問題が発生している。これは、次のようなエクスポータの設定が原因で生じる一部の例外を除き、Stealthwatch の問題です。V9 または FNF 内のテンプレート不足、エクスポータのインターフェイスの不完全な NetFlow の設定、特定のハードウェア、エクスポータの OS の設定、および設定に関する NetFlow の制限など。

Stealthwatch 用のエクスポータの設定

· Flow Collector はポート 2055 をリッスンします。このエクスポート ポートは、NetFlow 対応シスコ デバイスのフロー エクスポータの設定で定義されます。お客様は、以前の製品に対して異なるポートで NetFlow をすでに有効にしているか、またはエクスポータごとに異なるエクスポート ポートを設定していることがあります。Flow Collector は 1 つのポートのみリッスンできるため、エクスポート ポートは、Flow Collector が使用しているリスニング ポートと一致するように設定する必要があります。このリスニング ポートは、次のように、SMC クライアント内で Flow Collector 用に設定されています。





· Flow Collector は、設定済みの管理インターフェイス IP で NetFlow トラフィックを受信します。この IP は、次の場合を除き、NetFlow エクスポートの宛先 IP として使用する必要があります。

· トラフィックを進めるために UDP Director を使用しているお客様の場合。この場合は、UDP Director の管理 IP を使用します。

· 管理 IP サブネットの外のサブネットでトラフィックを受信する必要があるお客様の場合。各 Flow Collector に少なくとも 1 つの追加ネットワーク インターフェイスがあり、トラフィックを管理インターフェイス IP にルーティングする代わりに、別のサブネットで受信する場合、お客様は、IP アドレスを指定してこの追加のネットワーク インターフェイスを設定し、ネットワークに接続する必要があります。



NetFlow 転送のトラブルシューティング

· Flow Collector は、NetFlow が Flow Collector インターフェイスで受信されていること、正しいポートにエクスポートされるように適切に設定されていることを確認するために使用できます。

1. Flow Collector の管理 Web インターフェイスには、エクスポータからの NetFlow の受信状況を確認するための、tcpdump 用のフロントエンド GUI があります。Wireshark または同等のパケット ビューアを使用してキャプチャをダウンロードして分析し、PDU をチェックして、不足している必須フィールドや任意のフィールドを確認できます。NetFlow が V9 ベースの場合、キャプチャには、テンプレートのエクスポートをキャプチャするための十分な大きさが必要です。

次に、ポート 2055 で NetFlow を送信しているエクスポータ (IP 10.10.10.10) のキャプチャの設定を示します。キャプチャが増分パケットではない場合、NetFlow が到着していないか、または想定したポートに到着していません。



Stealthwatch を使用した NetFlow の設定のトラブルシューティング

· SMC には、エクスポータの NetFlow エクスポート ステータスとエクスポータの設定をレポートできる 2 つのドキュメントがあります。エクスポータが設定されている場合、NetFlow コレクション ステータス ドキュメントは、現在 Flow Collector で表示されているエクスポータを確認するのに役立ちます。



· Flow Collector は通常、着信および発信トラフィックのインターフェイス トラフィック データを作成するために、エクスポータ上のすべてのインターフェイスからの入力エクスポートだけを必要とします。論理インターフェイスを使用して両方を有効にしているデバイスの場合、Flow Collector が非インターフェイス ドキュメントで、トラフィック統計情報を二重にレポートする可能性があります。通常は、最も重要なデータ セットを選択するよう、お客様にお願いしています。

· 各エクスポータのインターフェイス ステータス ドキュメントには、NetFlow を使用してトラフィックをレポートしているインターフェイスが表示されます。着信または発信トラフィックが不足しているインターフェイスは正しく設定されていません。ここに表示されていないインターフェイスは、NetFlow を送信していません。次の例では、16 のインターフェイスに NetFlow が設定されています。すべてのインターフェイスで着信および発信トラフィックがレポートされている点に注目してください。



· Flow Collector からのパケット キャプチャにより、エクスポータからの NetFlow の受信は確認されているが、そのエクスポータが NetFlow コレクション ステータス ドキュメントに表示されていない場合、エクスポータのタイプは「unknown」と表示されます。この場合、テンプレートの設定が不十分である可能性があります。

· Flow Collector は、NetFlow バージョン 5、9、Flexible NetFlow、および IPFIX をサポートしています。Flow Collector の推奨の NetFlow 設定については、NetFlow 設定のマトリックスおよび NetFlow の設定ドキュメントを参照してください。NetFlow V9 と FNF は次のフィールドをエクスポートする必要があります。https://communities.cisco.com/docs/DOC-77020 および https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/stealthwatch/netflow/Cisco_NetFlow_Configuration.pdf



上記で参照されているのは、ネットワーク デバイスの NetFlow 設定ですか、それとも Flow Collector の設定ですか。

NF_F_LAST_SWITCHED(21)

NF_F_FIRST_SWITCHED(22)

NF_F_IN_BYTES(1)

NF_F_IN_PKTS(2)

NF_F_SRC_ADDR_IPV4(8)

NF_F_DST_ADDR_IPV4(12)

NF_F_PROTOCOL(4)

NF_F_L4_SRC_PORT(7)

NF_F_L4_DST_PORT(11)

最適な運用のためには、以下も追加します。

NF_F_SRC_INTF_ID(10)

NF_F_DST_INTF_ID(14)

NF_F_TCP_FLAGS(6)


不十分な可能性があるテンプレートに関する問題のトラブルシューティング



Flow Collector エンジンは、不十分なテンプレートが検出された場合、/lancope/var/sw/data/ ディレクトリに .log ファイルを作成します。ログ ファイルは、次の命名規則を使用して作成されます。

<exporter_ip>_<source_id>_<template_id>.log.

テンプレート ファイル (templates.bin) は 1 時間に 1 回、適切に設定されているエクスポータに書き出され、そのエクスポータ テンプレートに対する不十分なテンプレート ログ ファイルの存在がチェックされ、存在する場合は削除されます。エクスポータに関するテンプレートの問題が解決し、そのエクスポータからのテンプレートが承認されると、そのエクスポータに対して作成されたログ ファイルはシステムから削除されます。



これらのプレーン テキスト ファイルは、Flow Collector Web インターフェイスまたは Flow Collector に対する SSH セッションを使用してダウンロードおよび表示できます。Flow Collector Web インターフェイスを使用する場合は、[Support] > [Browse Files] メニュー オプションを使用して /sw/data に移動します。







次に、エクスポータ 10.202.5.61、エンジンの送信元 ID (0)、テンプレート ID 310 が Flow Collector に送信され、src IP および dest IP フィールドだけがテンプレートで指定されている場合の、.log ファイル名とエラー メッセージの例を示します。

cat /lancope/var/sw/data/010.202.005.061_0_310.log 



flow_src_addr: NF_F_SRC_ADDR_IPV6(27) specified 

flow_dst_addr: NF_F_DST_ADDR_IPV6(28) specified 



これが Stealthwatch フロー作成用のテンプレートの場合は、flow end time フィールドを追加する必要があります。次のいずれかのフィールドを追加してください。

        NF_F_LAST_SWITCHED(21) 

        NF_F_FLOW_END_SECONDS(151) 

        NF_F_FLOW_END_MILLISECONDS(153) 

        NF_F_FLOW_END_MICROSECONDS(155) 

        NF_F_FLOW_END_NANOSECONDS(157)

        NF_F_FLOW_END_DELTA_MICROSECONDS(159) 




これが Stealthwatch フロー作成用のテンプレートの場合は、flow start time フィールドを追加する必要があります。次のいずれかのフィールドを追加してください。



        NF_F_FIRST_SWITCHED(22) 

        NF_F_FLOW_START_SECONDS(150) 

        NF_F_FLOW_START_MILLISECONDS(152) 

        NF_F_FLOW_START_MICROSECONDS(154) 

        NF_F_FLOW_START_NANOSECONDS(156) 

        NF_F_FLOW_START_DELTA_MICROSECONDS(158)



これが Stealthwatch フロー作成用のテンプレートの場合は、flow bytes フィールドを追加する必要があります。次のフィールドを追加してください。



        NF_F_IN_BYTES(1)



これが Stealthwatch フロー作成用のテンプレートの場合は、flow packets フィールドを追加する必要があります。次のフィールドを追加してください。



        NF_F_IN_PKTS(2)



これが Stealthwatch フロー作成用のテンプレートの場合は、flow protocol フィールドを追加する必要があります。次のフィールドを追加してください。



        NF_F_PROTOCOL(4)



これが Stealthwatch フロー作成用のテンプレートの場合は、flow source port フィールドを追加する必要があります。次のいずれかのフィールドを追加してください。



        NF_F_L4_SRC_PORT(7) 

        NF_F_TRANSPORT_TCP_SRC_PORT(182) 

        NF_F_TRANSPORT_UDP_SRC_PORT(180)



これが Stealthwatch フロー作成用のテンプレートの場合は、flow destination port フィールドを追加する必要があります。次のいずれかのフィールドを追加してください。



        NF_F_L4_DST_PORT(11) 

        NF_F_TRANSPORT_TCP_DST_PORT(183) 

        NF_F_TRANSPORT_UDP_DST_PORT(181)



これが Stealthwatch フロー作成用のテンプレートの場合は、flow source interface フィールドを追加する必要があります。次のフィールドを追加してください。



        NF_F_SRC_INTF_ID(10)



これが Stealthwatch フロー作成用のテンプレートの場合は、flow destination interface フィールドを追加する必要があります。次のフィールドを追加してください。



        NF_F_DST_INTF_ID(14)



これがファイアウォール イベント処理用のテンプレートの場合は、firewall event フィールドを追加する必要があります。次のいずれかのフィールドを追加してください。



         NF_F_ASA_FW_EVENT(40005) 

        NF_F_FW_EVENT(233)



これが Medianet イベント処理用のテンプレートの場合は、次のいずれかのフィールドを追加してください。



        NF_F_MEDIANET_TRANSPORT_ROUND_TRIP_TIME(37016)

        NF_F_MEDIANET_TRANSPORT_RTP_JITTER_MEAN(37023)

        NF_F_MEDIANET_TRANSPORT_PACKETS_LOST(37019)



Stealthwatch に関するその他のエクスポータの問題のトラブルシューティング



Flow Collector は NetFlow データのエラー チェックを行って、データの値が許容範囲内であることを確認します。time、datagram sizes などのパラメータがチェックされ、エラーがある場合、データ キャプチャの問題を示すステータス フラグが表示されます。Stealthwatch では、これらのテストでエラーが見つかった NetFlow PDU は廃棄されます。一般的なエラーは、将来の時刻がマークされている、エクスポートされたデータグラムになります。これは、エクスポータの時刻が正しく設定されていないか、Flow Collector のシステム時刻が NTP と同期されていないことを示しています。

次の NetFlow コレクション ステータス ドキュメントには、そのようなエラーが表示されています。


Status フィールドにマウス オーバーすると、エクスポータの問題が表示されます。[Status] セルをダブルクリックすると、詳細情報を確認できます。詳細情報に表示されるメッセージ タイプ、説明、および推奨処置は次のとおりです。



		ステータス メッセージ

		[説明 (Description)]

		推奨処置



		[エクスポータが無効なテンプレートを送信しました (Exporter sent an invalid template)]

		テンプレートに最小限の必須フィールドが定義されていません。

		NetFlow V9 テンプレートで、Stealthwatch Flow Collector for NetFlow に必要なすべてのフィールドが定義されていることを確認します。



		[エクスポータが無効なテンプレート データを送信しました (Exporter sent invalid template data)]

		最小限の必須フィールドが送信されませんでした。

		エクスポータが、テンプレートに必要なすべてのフィールドを送信することを確認します。



		非アクティブ

		過去 5 分間にエクスポータから何も受信しませんでした。

		エクスポータがオンラインになっていることを確認します。



		プロトコル 0 および宛先アドレス 0.0.0.0 (Protocol 0 and Destination Address 0.0.0.0)

		NetFlow レコードのプロトコルは 0 で、宛先 IP アドレスは 0 です。

		エクスポータの検査、エクスポータのリサイクル、データ情報を使ったエクスポータ ベンダーとの連絡を行います。



		[非現実的な PDU 時間(Unrealistic PDU Time)]

		NetFlow データグラムのタイムスタンプと Stealthwatch Flow Collector for NetFlow のクロックとの間に 120 秒を超える差がありました。

		エクスポータのクロックおよび Stealthwatch Flow Collector for NetFlow のクロックを確認し、ネットワークで NTP が適切に機能していることを確認します。



		[パケットとオクテットの数が非現実的です (Unrealistic Packet/Octet Counts)]

		平均パケット サイズが、アーキテクチャ上の IPv4 MTU 制限を超えています。

		エクスポータの検査、エクスポータのリサイクル、データ情報を使ったエクスポータ ベンダーとの連絡を行います。



		[フロー開始時刻とフロー終了時刻が非現実的です (Unrealistic Start And End Flow Times)]

		NetFlow レコードの終了時刻が開始時刻よりも早くなっています。

		エクスポータの検査、エクスポータのリサイクル、データ情報を使ったエクスポータ ベンダーとの連絡を行います。







要約

お客様の環境に大部分のエクスポータを設定する際、エクスポータの NetFlow 設定に対するカスタマー インタラクションは、POC または Stealthwatch 購入後の初期段階では、通常は一部のエクスポータに限定されています。お客様は、新しいサイトを追加する、またはアカウントのライフサイクルを通じて機器を交換する場合に、多少のエクスポータ設定アクティビティを行うこともあります。問題がある場合は、Stealthwatch のサポートに連絡してください。



リソース

NetFlow のサポート マトリックス（2018 年 1 月）：https://communities.cisco.com/docs/DOC-77020 
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