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Cisco Cyber Vision デモ v1 

 

 

テクニカル マーケティング エンジニアリングとの共同作成 

最終更新日：2019 年 12 月 25 日 

このデモンストレーションについて 

この事前設定済みデモンストレーションのガイドには、次の内容が含まれています。 

このデモンストレーションについて 

要件 

このソリューションについて 

トポロジ 

はじめに 

シナリオ 1. Cyber Vision Solution の概要 

次に必要な作業 
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制限事項 

このデモ環境では、実際のハードウェアはネットワークに接続されていないため、本来（実稼働環境）であれば使用
できる機能の一部が使用できません。 

要件 

次の表に、このデモンストレーションの要件の概要を示します。  

必須 オプション 

ラップトップ Cisco AnyConnect® 

このソリューションについて 

Cisco Cyber Vision を使用すると、ネットワーク上にあるアセット、アセットの通信方法、運用情報のアプリケー
ションレベルでの理解など、産業環境を詳細に把握できます。その結果、Cisco Cyber Vision はさまざまなビューや
機能を提供します。これには、セキュリティチーム、IT インフラストラクチャチーム、運用チームがシステムの整
合性を確保し、サイバーリスクから組織を保護するために活用できる統合も含まれます。 

ユーザはこのラボを通じて Cyber Vision の以下の点に習熟できます。 

• システムのアーキテクチャ全般 

• アセットとフローを可視化 

• システム内のデータを整理し容易に把握 

o プリセット 

o タグ 

• システムイベントと環境の変化を迅速に特定 

• コンプライアンスとトラッキングに役立つレポート生成 

• 脆弱性を迅速に特定 

• ロール ベース アクセス コントロール 

• syslog 統合（SIEM）  

Cisco Cyber Vision は、ディープ パケット インスペクション（DPI）を活用したパッシブソリューションです。産
業用プロトコルを理解、つまり「復号」することでアセットやアプリケーションフローを把握し、既知の基準と比較
して異常や運用上の変更を特定できます。Cyber Vision ソリューションのコンポーネントには、主に Cyber Vision 
Center と Cyber Vision Sensor という 2 つの要素があります。Cyber Vision Sensor は、未加工のトラフィックを
受信して分析し、重要な情報を識別したうえで Cyber Vision Center に送信するコンポーネントです。Cyber Vision 
Center は、センサーからフローとアプリケーションの情報を受信して分析を行い、アセット、アプリケーションフ
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ロー、アクティビティを把握して、アセットタグおよびアクティビティタグの形式で追加情報を添付します。ユーザ
はツールが識別したタグの情報を利用することで、関連情報をすばやく簡単に把握できます。 

トポロジ 

このコンテンツには、スクリプト形式のシナリオと、ソリューションの機能を実例で示すために事前設定された管理
ユーザと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。コンポーネントへのアクセスに使用する IP アドレスとユーザ アカウント クレ
デンシャルは、アクティブセッションの [トポロジ（Topology）] メニューのコンポーネントアイコンをクリックし
て確認するか、クレデンシャルが必要となるシナリオ内の手順で確認できます。 

dCloud の論理トポロジ 

次の図は、Cyber Vision のデモを実装するにあたって dCloud に採用している論理トポロジを示しています。 

 
物理トポロジが上記の図と異なる点に注意してください。特に、ワークステーションと Cyber Vision Sensor VM 
は、ネストされた ESXi VM でホストされます。さらにポート 5000 上のワークステーション宛てのトラフィックを
プロキシを介して処理するために、リバースプロキシが導入されています。 
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dCloud の物理トポロジ 

  

 

 

機器の詳細 

名前 説明 IP アドレス ユーザ名 パスワード 

Cyber Vision Center 未定 198.18.135.164 

10.10.10.1 

admin@cisco.com C1sco12345 

Cyber Vision Sensor 未定  DHCP admin@cisco.com C1sco12345 

AD1 Windows Server 2008（アクティブ
ディレクトリと DNS サービスを実
装） 

198.18.133.1 dcloud\administrator C1sco12345 

ワークステーション Windows 8 198.18.135.163 Administrator C1sco12345 

ESXi VMware ESXi 6.5.0 198.18.134.27 root C1sco12345 
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はじめに 

 
dCloud のスケジュールされたデモの場合 

次の手順に従ってコンテンツのセッションをスケジュールし、プレゼンテーション環境を設定します。 

1. dCloud セッションを開始します。[手順を見る]  

注：セッションがアクティブになるまで最長で 20 分かかることがあります。 

2. 最適なパフォーマンスを得るには、Cisco AnyConnect VPN [手順を見る] [英語] およびラップトップのローカ
ル RDP クライアント [手順を見る] [英語] を使用して仮想マシン AD1 に接続します。 

• AD1：198.18.133.1、ユーザ名：dcloud\administrator、パスワード：C1sco12345 

注：AD1 VM には webRDP を使用してアクセスすることもできます。手順は VM アイコンをクリックした後に、 
リモートデスクトップのハイパーリンクをクリックするだけの簡単なものです。 

 

https://dcloud-cms.cisco.com/help/initiate-your-dcloud-session
https://dcloud-cms.cisco.com/help/install_anyconnect_pc_mac
https://dcloud-cms.cisco.com/help/local_rdp_mac_windows
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シナリオ 1. Cyber Vision Solution の概要 

価値提案：Cisco Cyber Vision を導入することで、組織のネットワーク上にある産業用デバイスや相互通信を行って
いるデバイスの詳細だけでなく、どのような情報がいかにして交換されているかをより深く把握できます。このツー
ルは運用、IT、セキュリティを始めとする組織全体での利用を想定して設計されています。このセクションでは、
Cisco Cyber Vision のシステムで収集できる情報と、すべてのユーザに有用なツールの機能について説明します。 

1. 仮想マシン AD1 で Chrome Web ブラウザを開き、アドレス 198.18.135.164（ブックマークでも利用可）の 
Cisco Cyber Vision に移動します。  

注：警告メッセージが表示された場合は [詳細設定（Advanced）] をクリックし、[198.18.135.164に進む（安全で
はない）（Proceed to 198.18.135.164 (unsafe)）] リンクをクリックします。 

 
2. ログイン画面で次のログイン情報を使用します。 

• ユーザ名：admin@cisco.com 

• パスワード：C1sco12345 

mailto:admin@cisco.com
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3. ログイン後、メイン画面のダッシュボードが表示されます。 

 
ログインしたシステムにはあらかじめデモ用のデータが読み込まれています。現在システム上で動いているトラ
フィックはないため、過去 30 日間のアクティビティには何も表示されません。 

このダッシュボードではシステムのアクティビティを簡単に確認できます。ここでは、次の内容に関する数値を確認
できます。 

• コンポーネント：Cyber Vision により検出されたアセット 

• グループ：コンポーネントのグループ化の方法（通常は物理的な位置に関連付け） 

• アクティビティ：デバイス間のフローまたは通信のセット。複数のフローで 1 つのアクティビティが構成さ
れる場合がある。 

• 脆弱性：検出されたコンポーネントで特定された脆弱性 

• 変数：ネットワーク全体で送信された、デバイス/プロトコル内のメモリポインタ 
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• PLC プログラムのダウンロード：PLC のコードが変更される特定のアクティビティ 

• システムイベント：システムへのログイン、新しいコンポーネントの検出、コンポーネントに対する変更な
どシステムで定義されているアクティビティ。これらのイベントは重大度によって振り分ける。 

4. 左側のナビゲーションバーに注目してください。 

 
5. 各セクションの内容については、ラボの進行に応じて触れていきます。バーの下部にある左向きのポインタをク

リックすると、バーが最小化されます。 

 
最小化されているときに下部にある右向きのポインタをクリックすると、バーは元通りに展開されます。 

6. 左側のバーの一番上にある [探索（Explore）] メニューを選択します。 

 
7. 最初に読み込まれる画面は [プリセット（Presets）] セクションです。画面上部に現在地が示され、「[探索

（Explore）] / [すべてのプリセット（All Presets）] /」にいることがわかります。この情報は画面を移動するた
びに変わります。 

 
Cyber Vision Center におけるプリセットは、基本的にはユーザが関心を持っている情報のみを表示するためのフィ
ルタのセットです。これは特定のタイプのデバイスや指定した範囲にあるデバイスのみを検索するフィルタとして利
用できます。  

プリセットには、（1）あらかじめ登録されているシステムプリセットと、（2）ユーザが作成するカスタムプリ
セットの 2 種類があります。現在このデモシステムには、新規インストールの状態では登録されていないカスタム
プリセットがあらかじめ作成されています。ユーザが作成したすべてのプリセットは [マイプリセット（My 
preset）] セクションにあります。それ以外はすべてシステムプリセットです。 
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8. 一覧をスクロールしてさまざまなタイプのシステムプリセットを確認します。Cyber Vision は IT ユーザや運用
に関わるユーザ、セキュリティ プロフェッショナルのためのツールとして、自動プリセットを利用することで、
それぞれの立場にあるユーザが関心のある情報にすばやくアクセスできるようになっていることがわかります。 

 
9. [マイプリセット（My preset）] セクションの [[ミュンヘン] OTトラフィック（[Munich] OT Traffic）] プリセッ

ト（左から 2 番目）をクリックします。 

 
10. ページが読み込まれると、上部のナビゲーションの情報から現在地が「[探索（Explore）] / [[ミュンヘン] OTト

ラフィック（[Munich] OT Traffic）] / [ダッシュボード（Dashboard）]」であることがわかります。  

 
11. プリセットやビューは、ナビゲーションバーのドロップダウンからいつでも変更できます。 
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選択したプリセットに該当するすべてのデバイスを簡単に確認できる方法としてダッシュボードもあります。今回見
ているのは基本的にすべてコントロールシステムの動作であり、ブロードキャストや ARP トラフィックについては
見ていません。 

12. また、画面上部付近には期間が表示されています。ここでデータを表示する時間の範囲を絞り込むことができま
す。このビューはデフォルトでは [ライブ（LIVE）] に設定され、直近の 1 時間分が表示されます。 

  
前述のようにこのシステムは古いデータを見ているため、より長い期間が表示されるように変更してみます。 

13. 現在の日付と時刻（ローカル PC の時刻と一致）が表示されている時間範囲をクリックすると、カレンダー
ビューが開きます。[今年（This Year）] オプションを選択します。 

 

注：このデモは 2019 年 12 月に公開されたものです。ここでオプションの [今年（This Year）] を選択したのは、
2019 年に記録されたトラフィックを監視するためです。現時点ではデモの中でライブトラフィックが発生していな
いため、時間範囲の設定が 2019 年以外の場合は何のデータも表示されないことがほとんどです。そのため、デモを
実行するのが 2019 年でない場合は、時間の範囲を 2019 年に設定するようにしてください。 

14. ページが更新されると、データと [ライブ（LIVE）] ボタンがグレー表示になっていることに注意してください。 

 
この時間範囲はインターフェイスのさまざまな場所で使用します。任意の位置と時間のデータを確認できるこの機能
を利用することで、時間の経過とともに変化した項目や予期しない動作が発生したことを確認できます。Cyber 
Vision はその機能から、産業用ネットワークの「フライトレコーダー」となります。 

15. ダッシュボードにはページ上部に表示される情報と同じようにコンポーネント、アクティビティ、脆弱性、変数
などの数が表示されますが、システムイベントとクレデンシャルの数もカウントされます。Cisco Cyber Vision 
がクレデンシャルを認識した場合は、ここにその数が表示されます（デモのデータにはクレデンシャルはありま
せん）。 
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16. また、ページの下部にあるタグにも注目してください。  

• コンポーネントタグはデバイス自体に適用されます。 

• アクティビティタグはアクティビティに割り当てられます。  

タグは 1 つのデバイスまたはアクティビティに対して複数適用できます。デバイスやアクティビティについて把握
した情報を簡潔に表現したものがタグです。この情報を活用すれば、ユーザはデバイスの詳細やプロトコルの動作に
関する具体的な情報を理解する必要がなくなります。タグは Cisco Cyber Vision によって自動的に適用され、この 
GUI からでは変更できません。RESTful API を利用すれば独自のタグとその適用ルールをユーザ側で作成できます
が、その方法についてはこのラボでは扱いません。 
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17. 左側のフィルタ情報に注目してください。  

 

18. ここでは該当タグの適用  と除外  または該当タグを条件に含めない 、というフィルタ条件を設定でき
ます。 

あるデバイスにブロードキャストと arp という複数のタグが含まれる場合、ここからブロードキャストのタグを除外
しても、そのデバイスは arp のタグにも該当するため表示からはなくなりません。タグ、グループ、送信元センサー
は、ここで高レベルのフィルタとして利用できます。 

19. プリセット名の上には、プリセットの保存（save）、名前を付けて保存（save as）、編集（edit）、削除
（delete）ができる各種のオプションがあります。  
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今表示しているプリセットはユーザが作成したプリセットであるため、変更可能です。システムによって作成された
プリセットは編集や削除ができませんが、[名前を付けて保存（Save As）] を使用してユーザ作成のプリセットとし
て新規作成すれば、フィルタの設定を変更できます。 

20. 画面上部のナビゲーションバーで [ダッシュボード（Dashboard）] の横にあるドロップダウンを選択し、[マッ
プ - エキスパート（Map – Expert）] を選択します。 

 
[マップ - エキスパート（Map – Expert）] ビューでは、必要に応じてコンポーネントの移動やサイズの変更ができ
ます。このマップはプリセットを構成するデバイスとアクティビティの論理ビューを示しています。デバイスがグ
ループ化されている場合は、そのデバイスが含まれる色付きのボックスから所属グループを判断できます。デバイス
間のアクティビティは、リンクか矢印の形式で表示されます。これはデバイスの通信の構造を表す論理ビューであ
り、物理ビューやトポロジビューではないことに注意してください。 
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21. このパネルの左下にある [自動レイアウト（Autolayout）] ボタンをクリックすると、デバイスのレイアウト方法
がシステムによって再編成されます。 

  

 
左上の凡例には、デバイス間のアクティビティに関する色分けが表示されます。  

このビューからは、デバイス間で重要なトラフィックとコントロールシステムの動作が観測されたことが一目でわか
ります。デバイスおよびベンダーを表すアイコンは、既知のデバイスに対して適用されます。十分な情報がないデバ
イス、または Cyber Vision が把握していないデバイスがある場合は、歯車アイコンで表示されます。 

脆弱性はデバイスアイコンの右上にある、赤い丸の中に数字で表示されます。また、デバイスがそのグループにおける 
Rockwell Automation 社のデバイスのようなモジュラシステムである場合は、黒い四角形の中に数字が表示されます。  

22. Drilling Machine グループ内の [S7-400 station_1] アイコンをクリックします。 
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23. スライダが右側に表示され、デバイスの詳細を確認できます。ここに表示されるタグから、Start CPU や Stop 
CPU コマンドなどの観測されたアクティビティの情報や、読み取られた変数の情報を簡単に確認できます。情
報をタグで簡潔に表示することで、すべてのフロー情報を詳しく理解したり目を通したりすることなく概要を把
握できるという、自動化されたタグ付け機能のメリットと言えます。 

 
24. スライドの下部には、このデバイスに関する情報として観測されたフロー、イベント、脆弱性、クレデンシャ

ル、変数それぞれの数が表示されます。 

25. スライドの中央付近にある [テクニカルシート（Technical Sheet）] のリンクをクリックします。  
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26. ここではベンダー、モデル名、ファームウェアのバージョンなどデバイスに関して Cyber Vision が把握した詳
細が表示されます。画面を下までスクロールさせると、デバイスに適用されているコンポーネントタグの説明を
確認できます。  

 
27. [セキュリティ（Security）] タブをクリックします。  

 
 

28. ここでは、このデバイスに関する既知の脆弱性が赤色で表示されます。従来、脆弱性情報はユーザが整備済みの
リストをオフラインでシステムにアップロードし、データベースを更新するという方法で提供されていました。
Cyber Vision Center はデバイスに関して把握しているすべての情報と、そのタイプのハードウェアやファーム
ウェアのバージョンなどにあてはまる既知の脆弱性を関連付けます。ベンダーや ICS-CERT などから解決策
（それがどのようなものか）や CVSS スコア、関連リンクが提供されている場合は、ここでその問題を確認でき
ます。ユーザはこの機能を利用することで問題を認識し、あるいは問題が是正されない状況に声を上げること
で、システムに内在する更新されない脆弱性や関係のない脆弱性（ユーザが無効化している PLC Web サーバの
脆弱性など）の表示数を減らすことができます。  

29. [自動化（Automation）] タブをクリックします。 

 
30. ここでは、デバイス内のどの変数やメモリポインタがアクセスされているか、またそのアクセス方法を確認でき

ます。今回の場合、たとえばアドレス方式として M 300.0 を使用している Siemens デバイスがあり、そのデー
タが読み取られています。また、そのデータポイントにアクセスしているデバイスや最初と最後のアクセスが発
生したタイミングも把握できます。この画面ではプロセスによってどのような情報が利用されているのかを、ア
プリケーションレイヤで簡単に特定できます。  
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31. 次は [アクティビティ（Activity）] タブをクリックします。 

  
32. ここでは、このデバイスに直接関連するアクティビティとこのデバイスのフローのみに焦点を当てたミニマップ

を確認できます。 

33. フローが最初と最後に観測されたタイミング、パケット数やバイト数、フローの方向などのより詳しい情報を把
握できます。これにより、アプリケーションレベルの情報に焦点を当てたフローに適用されているタグも確認で
きます。  

 
34. 最初のフローにあたる行（[CPUの開始（Start CPU）]、[CPUの停止（Stop CPU）]、[S7] タグが付与された

行）をクリックします。 

35. この画面では、指定したフローに関する情報を詳しく、プロトコルレベルで確認できます。これは S7 プロトコ
ルを使用する Siemens デバイスであるため、plc-stop コマンドや plc-control コマンドなど複数のコマンドが
発行されていることがわかります。この詳細ビューでは、コマンドや発生回数など、PLC に送信された内容を正
確に把握し、異常な動作を特定したり環境に対する変更を追跡したりすることができます。この情報は産業用プ
ロトコルのエキスパートであるユーザにとって、発生している事象すべてを把握するのに非常に便利です。プロ
トコルレベルでの理解ができていなければ、詳細を確認したうえで何が発生しているのかを把握することは難し
いため、ここでもやはりタグが持つメリットがわかるかと思います。 
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36. 右上にある  をクリックするとマップビューに戻ります。 

37. 画面上部のナビゲーションで [マップ - エキスパート（Map - Expert）] ドロップダウンを選択し、リストから 
[マップ - シンプル（Map – Simple）] を選択します。 
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38. シンプルなタイプのマップは制御関連の追加デバイスが削除された、固定されたビューです。このビューではデ
バイスを移動できません。 

 
39. 画面上部のナビゲーションで [マップ - シンプル（Map - Simple）] ドロップダウンを選択し、続けて [コン

ポーネントリスト（Component list）] を選択します。 

  
40. コンポーネントリストは、プリセット内に存在し、Cyber Vision Center によって検出されたすべてのデバイス

が一覧で表示されるテーブル型のビューです。IP、MAC、関連付けられたタグ、フロー、脆弱性、変数のほか、
ベンダー、OS、モデル、ファームウェアなどの該当する情報を簡単に確認できます。デバイスをクリックすれ
ば、マップビューの場合と同様にいつでも右側のスライダにデバイス情報が表示されます。 
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41. 画面上部のナビゲーションで [コンポーネントリスト（Component list）] ドロップダウンを選択し、続けて [ア

クティビティリスト（Activity list）] を選択します。 

  
42. このビューには、現在選択しているプリセットに一致するすべてのアクティビティがテーブルで表示されます。

これはフローではなく、観測されたフローおよびデバイス間の通信を高い次元で要約したものです。前述のよう
に、これらのアクティビティに関連付けられた情報の数とタグを確認できます。任意のアクティビティを選択す
ると、指定したアクティビティの詳細なビューが右側のスライダに表示されます。 
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43. 画面上部のナビゲーションで、[アクティビティリスト（Activity list）] ドロップダウンを選択し、[Purdueモデ

ル（ベータ版）（Purdue Model (beta)）] を選択します。 

 
44. このビューは、Purdue モデルの手法（IEC 62443）によりデバイスをオーバーレイすることを目的としていま

す。Purdue モデルは、デバイスそれぞれの機能によって 0 から 7 のレベルに分けられるデバイスを識別するた
めに設計された手法です。レベル 0 のデバイスは現実の世界（近接センサー、アクチュエータ、バルブ）と通信
します。レベル 1 のデバイスはレベル 0 のデバイス（I/O ブロック）と、レベル 2 のデバイスはレベル 1
（PLC）のデバイスと通信するという具合です。Cyber Vision はデバイスを把握していることから、このビュー
はデバイスタイプをレベルに照らしてオーバーレイしたものになります。多くのデバイスは異なるレベル（PLC 
など）に分類される場合があり、したがってレベルを特定するのは困難です。タグは Purdue レベルを割り当て
る目的に使用します。 

https://subscription.packtpub.com/book/networking_and_servers/9781788395151/1/ch01lvl1sec10/the-purdue-model-for-industrial-control-systems
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45. 左側で [レポート（Reports）] メニューを選択します。 

 
46. Cyber Vision のデータには GUI や RESTful API を介してアクセスできますが、コンプライアンスのように詳細

なレポートが役に立つばかりか、必要でさえあるシナリオが存在します。レポートには次の 4 種類があります。 

• コンポーネントの詳細を含む Cyber Vision Center のインベントリレポート 

• デバイス間のフローの詳細を含むアクティビティレポート 

• 重要である理由を含む脆弱性レポート 

• PLC 独自の情報（変数アクセスなど）に焦点を当てた PLC レポート 

47. [アクティビティ（Activity）] レポートを選択します。 

48. 期間で [カスタム（Custom）] を選択して、2019 年 6 月 1 日～ 2019 年 12 月 1 日の日付を選択します（日付
が古いため）。 

注：このデモは 2019 年 12 月に公開されたものです。ここでオプションの [カスタム（Custom）] を選択したの
は、2019 年に記録されたトラフィックを監視するためです。現時点ではデモの中でライブトラフィックが発生して
いないため、時間範囲の設定が 2019 年以外の場合は何のデータも表示されないことがほとんどです。そのため、デ
モを実行するのが 2019 年でない場合は、時間の範囲を 2019 年の最後の 6 ヵ月に設定するようにしてください。 

49. 形式は [HTML] を選択します（[Excel] のオプションも確認してください）。 

50. [アクティビティレポートの作成（GENERATE ACTIVITY REPORT）] ボタンをクリックします。 
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51. 画面下部の [履歴（History）] にレポートが生成されていることがわかります。レポートが生成されると新しい
ブラウザウィンドウが開き、そこに HTML 形式のレポートが表示されます。レポートは直前まで使用していた
ブラウザウィンドウの [履歴（History）] セクションからダウンロードすることもできます。レポートの生成に
は時間がかかる場合があります。ここは先に進んでおいて、後で確認のために戻ってもかまいません。 

 
52. アクティビティレポートにはすべてのトラフィックフローに関する詳しいレポートと、デバイス、IP アドレス、

ポート番号、プロトコルの詳細が記録されています。アクティビティレポートの一部を抜粋して次に示します。 
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53. まだ [レポート（Reports）] ブラウザウィンドウにいる場合は、Cisco Cyber Vision のウィンドウに戻ります。

今度は左側の [検索（Search）] メニューを選択します。 

 
54. Cisco Cyber Vision にはもう 1 つ、非常に便利なツールとしてこの検索機能があります。Rockwell 社がファー

ムウェアバージョン 16.3 に関する勧告を急遽発表したことを受けて、該当するデバイスの正確な場所を把握し
なければならないという状況を考えてみます。選択肢の 1 つは、この検索メニューで検索を実行することです。
検索バーに「16.3」と入力して検索を実行します。検索の結果、コンポーネントの 1756-L55/A が表示され、
右側のアイコンからこのデバイスのテクニカルシートにアクセスできます。 
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55. 今度は Rockwell 社のすべてのデバイスを検索してみます。検索バーに「Rockwell」と入力して [検索

（Search）] をクリックします。すると Rockwell 社に関連するすべてのデバイスが表示されます。画面上部の
検索バーの下には、[この検索をプリセットとして保存する（Save this search as a Preset）] オプションがあり
ます。 
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56. このオプションをクリックし、名前は Rockwell のままにしておいて [OK] を選択します。[探索（Explore）] セ
クションに戻され、Rockwell という名前の新しいプリセットが表示されています。このプリセットを利用すれ
ば、Rockwell 社に関連する情報を確認しに先ほどのビューに戻るのが簡単になります。 

    
57. 右上の [歯車（Gear）] アイコンをクリックします。 

 
58. このアイコンはシステムの管理セクションを表します。このセクションではユーザは次のことができます。 

• センターのシャットダウンまたは再起動 

• システムの更新 

• 一元管理されているお客様の SIEM に情報を送信できるようにする syslog 設定 

• システムデータベースのバックアップのインポートまたエクスポート 

• フロー、データ、または全構成のクリア、このいずれかの形式によるシステムのリセット 

59. [センサー（Sensors）] タブをクリックします。 

 
60. ここには、さまざまなタイプのセンサーが表示されます。なお、データが古いため、センサーのほとんどは物理

的には存在しないことに注意してください。SENSORVM-INT17283 という名前のセンサーが、接続済みのス
テータスで表示されているはずです。  
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61. そのセンサー名の左側にある矢印をクリックすると、詳細が展開されます。ここでは、IP アドレス、バージョ
ン、稼働時間、キャプチャモードが表示されます。任意でセンサーの消去、キャプチャモードの変更、センサー
のシャットダウンまたは再起動も実行できます。 

 
62. [キャプチャモード（Capture Mode）] ボタンをクリックします。 

 
63. センサーの導入にあたっては、次の 4 つのキャプチャモードが用意されています。 

• すべて（ALL）：すべてのトラフィックを分析し、フロー情報が Cyber Vision Center に送信されます。 

• 最適（Optimal）（デフォルト）：最も関連性の高いフローのみを分析します。 

• 産業用のみ（Industrial Only）：産業用トラフィックのフローのみを分析して送信します。 

• 顧客（Customer）：tcpdump 形式でフィルタを定義し、分析対象のトラフィックを限定できます。 

64. キャプチャモードは、Cyber Vision Sensor と Cyber Vision Center との間で行われる通信のトラフィック量に
影響します。帯域幅が制限されるシナリオでは、センサーが分析するトラフィックを減らすことでトラフィック
の量を抑えられます。センサーからセンターに送信されるトラフィックはフローの情報であり、完全なトラ
フィックではないことに注意してください。  

65. 現時点では、このセンサーは産業用のみに設定されています。[キャンセル（Cancel）] してこのダイアログボッ
クスを離れます。 
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66. このページでは他にも、センサーの統計情報を確認したり、録画を開始したりすることができます。 

 
ライブトラフィックがないため録画しても何も記録されませんが、この機能を使用すれば、ユーザがセンサーから直
接パケットキャプチャを取得してトラブルシューティングを行えます。また、現在サポートされていないプロトコル
がある場合には、シスコへの情報提供にも利用できます。録画を停止すると pcap が圧縮されて Cyber Vision 
Center に送信され、ユーザはそこからデータをダウンロードできます（自由に試してかまいませんが、前述のとお
りキャプチャポートにトラフィックがないため記録はされません）。 

最初のお客様向け出荷分では、IC3000 のセンサーが提供されます。この導入モデルは、ブラウンフィールドの環境
や初期導入の一環として有効です。難しいのは外部センサーを導入する際に、大量のセンサーを導入しつつ、重要な
制御トラフィックには影響を与えずに一元管理を行うポイントにトラフィックを送信できるようバランスをとること
です。ここで有効なのが、IOx 環境の IE3400、IR1101、CGR 1120 で直接実行できる機能です。この機能を活用す
れば追加のハードウェアを導入したりトラフィックへの影響を心配したりする必要もなく、アーキテクチャ全体にわ
たってエッジでセンサーを直接実行できるようになります。 

67. [ユーザ（Users）] タブをクリックします。 

 
68. ここでは、システムで定義されているユーザを確認できます。Cisco Cyber Vision にはさまざまなユーザがどの

リソースにアクセスできるかを制限するための、ロールベースのアクセスが用意されています。ロールには次の 
4 種類があります。 

• 管理者（Admin）：管理者ページにアクセスしてユーザロールを設定できます。 

• 製品（Product）：管理者ページのセンサーパネルとイベントパネルにアクセスできます。 

• オペレータ（Operator）：監視モードにアクセスしてグループの編集や脆弱性の確認ができます。 

• 監査人（Auditor）：マップページとイベントページにアクセスできます。 
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次に必要な作業 

Cyber Vision のデータシートのセンサーを確認する 

https://salesconnect.cisco.com/open.html?c=c1fd2f69-46da-454d-b56f-9948a516d62a 
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