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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 

このハンズオンラボはフィールドエンジニアを対象に、Stealthwatch のインストールと設定に必要なスキルと方法論を提供する
ことを目的としています。記載のラボシナリオを最後まで実行すると、シミュレートされたお客様環境に複数の Stealthwatch ア
プライアンスを導入することになります。各シナリオでは、ソリューション内のアプライアンスの初期設定を行い、お客様環境
に統合するプロセスを体験します。このラボによって、現場でのお客様環境への導入に先立って、Stealthwatch のインストール
に習熟できます。 

シナリオと dCloud ラボ環境では、Stealthwatch Management Console（SMC）、フローコレクタ（FC）、フローセンサー（FS）、
および UDP Director（UDPD）アプライアンスの仮想モデルを使用します。トレーニングラボを完了する時点で、「お客様」は
フル機能の Stealthwatch 環境が得られることになります。アラームの調整はこのトレーニングラボの対象外ですが、応答管理と 
Stealthwatch システムアラームについては、Stealthwatch の一般的な初期実装の際に必要となるため、説明を加えています。 

ラボの一連のシナリオは、連続する 2 日間で完了するように設計されています。ラボの全手順を指示どおりに行えば、すべての
アクティビティを 1 日で実行することも可能です。 

トポロジ 

ラボのすべてのシナリオコンテンツでは、専用の Stealthwatch Management Console（SMC）、フローコレクタ（FC）、UDP 
Director（UDPD）、およびフローセンサー（FS）アプライアンスを使用します。コース全体では、さまざまなシナリオの必要に
応じて追加のシステムを使用します。 
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dCloud のトポロジ 

 

はじめに 

 

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] [英語] 

注：セッションがアクティブになるまで、最大で 10 分かかることがあります。 

 

https://dcloud-cms.cisco.com/help/initiate-your-dcloud-session
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2. 最適なパフォーマンスを得るために、ad1 ワークステーションへの接続には 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 クライアントを使用します。[手順を見る] [英語] 

• WKST1：198.19.30.36、ユーザ名：dcloud\admin、パスワード：C1sco12345 

注：Cisco dCloud リモート デスクトップ クライアントを使用してワークステーションに接続することもできます [手順を見る] 
[英語]。dCloud リモート デスクトップ クライアントは、最小限の操作でアクティブセッションにアクセスする場合に最適です。
ただしこの方法では、接続ができない場合や、パフォーマンスが悪い場合があります。 

  

https://dcloud-cms.cisco.com/help/install_anyconnect_pc_mac
https://dcloud-cms.cisco.com/help/local_rdp_mac_windows
https://dcloud-cms.cisco.com/help/access_demo_wkstn
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シナリオ 1. アプライアンス セットアップ ツール  
Stealthwatch アプライアンスは、仮想マシンの導入時にお客様のデータセンターチームによってすでに管理 IP アドレスが割り当
てられ、設定されています。ここでは、dCloud セッション内にある Workstation 1（WKST1）から個々の管理 IP アドレスを使
用して、お客様の仮想アプライアンスにアクセスします。dCloud リモートデスクトップ セッション（Web ブラウザまたは 
VPN）を介して WKST1 に接続し、各 Stealthwatch 仮想アプライアンスでアプライアンス セットアップ ツール（AST）を完了
するとともに、コース全体で残りのラボをすべて完了します。 

注：AST プロセスはそれぞれのアプライアンスで非常に類似していますが、適切に機能させるには、残りの設定手順とラボを進
める前に、各アプライアンスですべての手順を完了する必要があります。 

ほとんどのお客様は、社内スタッフがアプライアンスの物理的なインストールや、仮想アプライアンスのプロビジョニングを行
います。多くの場合、Stealthwatch の物理および仮想アプライアンスのインストールプロセスに関連する製品マニュアルとガイ
ダンスを提供して、お客様の作業を支援する必要があります。また、IP の初期設定プロセスの支援を依頼される場合もあります。
System Configuration Utility と、各アプライアンスでの IP アドレスの設定方法の詳細については、このドキュメントの「リソー
ス」セクションに示す、Stealthwatch のマニュアルと Fire Jumper Tech Talks セッションを必要に応じて参照してください。 

アプライアンス セットアップ ツール（AST）を完了すると、アプライアンスがお客様環境内のその他の Stealthwatch デプロイ
と通信できるように設定されます。アプライアンスでは、次の順序で AST を完了します。 

1. Stealthwatch Management Console（SMC） 

2. UDP Director（UDPD） 

3. フローコレクタ（FC） 

4. フローセンサー（FS） 

注：これは、v7.x の新しいインストール順序です。先に進む前に、SMC が設定され、アクセス可能であることを確認してくださ
い。これは SMC アプライアンスが、各アプライアンスの Central Management をホストするためです 
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Stealthwatch Management Console 

1. dCloud セッション内で WKST1 システムの dCloud リモートデスクトップ セッションを使用していることを確認しま
す。[WKST1] をクリック後、[リモートデスクトップ（Remote Desktop）] をクリックします。リモートデスクトップ 
セッションが現在の Web ブラウザで開きます。 

• 注：Web ベースのリモートデスクトップの代わりに、Cisco AnyConnect を使用して VPN トンネル経由でネ
イティブの RDP クライアントを使用することもできます。初期設定はこちらの方が複雑ですが、リモートシス
テムの画面解像度や画面サイズをより適切に制御できます。 

 

2. WKST1 のデスクトップにあるショートカットを使用して Chrome Web ブラウザを開きます。 

 

3. Chrome で SMC のブックマークを選択し、SMC の Web インターフェイスにアクセスします。 

 

• Stealthwatch アプライアンスのデフォルトでは、信頼されていない自己署名証明書が使用されるため、ブラウ
ザのセキュリティ警告が表示されます。Chrome でブラウザセキュリティ警告が表示されたら、[詳細設定
（Advanced）] ボタンをクリックし、[～にアクセスする（安全ではありません）（Proceed … (unsafe)）]  
リンクをクリックして、ログインページを開きます。 
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4. Stealthwatch のデフォルトのユーザ名 admin と、デフォルトのパスワード lan411cope を使用して、アプライアンス
にログインします。[サインイン（Sign In）] をクリックして続行します。 

• [ユーザ名（User Name）]：admin 

• [パスワード（Password）]：lan411cope 
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5. [ようこそ、admin（Welcome admin）] ページが表示されたら、[OK] をクリックします。 

 

6. AST のウェルカムページが表示されます。[続行（Continue）] をクリックして先に進みます。 
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7. [デフォルトパスワードの変更（Change Default Password）] 画面が表示されます。7.x では、admin、root、および 
sysadmin のデフォルトパスワードを変更するように求められます。次の手順を完了する際には、各アカウントの現在の
パスワードに注意してください。読み込みが完了するまでに数秒かかる場合があります。 

 

• ADMIN がすでに選択されています。次の情報を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。 

i. [現在のパスワード（Current Password）]：lan411cope 

ii. [新しいパスワード（New Password）]：C1sco12345 

iii. [新しいパスワードの確認（Confirm New Password）]：C1sco12345 

• ROOT が選択されます。次の情報を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。 

i. [現在のパスワード（Current Password）]：lan1cope 

ii. [新しいパスワード（New Password）]：C1sco12345 

iii. [新しいパスワードの確認（Confirm New Password）]：C1sco12345 

• SYSADMIN が選択されます。次の情報を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。 

i. [現在のパスワード（Current Password）]：lan1cope 

ii. [新しいパスワード（New Password）]：C1sco12345 

iii. [新しいパスワードの確認（Confirm New Password）]：C1sco12345 

8. [管理ネットワークインターフェイス（Management Network Interface）] 画面が表示されます。すべての設定が正しい
ことを確認しているため、変更を加える必要はありません。[次へ（Next）] をクリックして続行します。 
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9. [ホスト名とドメイン（Host Name and Domain）] 画面が表示されます。次の値を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。 

• [ホスト名（Host Name）]：SMC 

• [ネットワークドメイン（Network Domain）]：dcloud.cisco.com 

• [Stealthwatch ドメイン（Stealthwatch Domain）]：FETRAINING 

• [IP アドレスの範囲（IP Address Ranges）]：ここではデフォルトのままにします 
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10. [DNS 設定（DNS Settings）] 画面が表示されます。必要な DNS サーバを環境に追加します。 

注：dCloud で使用する IP アドレス方式には細心の注意を払ってください。192.x ではなく、198.x です。 

• 1 つ目の DNS サーバを追加するには、[+] アイコンをクリックします。 

i. 198.19.20.10 を入力します。 

• 2 つ目の DNS サーバを追加するには、[+] アイコンをクリックします。 

i. 198.19.20.134 を入力します。 

• 両方の DNS エントリが表示されたら、[次へ（Next）] をクリックして続行します。 

 

11. [NTP 設定（NTP Settings）] 画面が表示されます。環境に適した NTP 設定を入力します。 

• 全部で 3 つあるデフォルトの NTP エントリの前にある [削除（Delete）] チェックボックスをすべてオンに
し、[–] ボタンをクリックします。 

i. すべてのエントリが削除されます。 

• [+] ボタンをクリックします。 

i. 新しい NTP エントリフィールドに 198.18.128.1 と入力します。 

ii. エントリが 198.18.128.1 のみになります。 

• 残っている NTP エントリが 1 つのみであることを確認し、[次へ（Next）] をクリックします。 
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12. [設定の確認（Review Your Settings）] 画面が表示されます。アプライアンスに設定を適用する前に値を編集する必要が
ある場合は、ここで行うことができます。ここでは変更は必要ありません。[確定（Finalize）] が [再起動（Restart）] に
設定されていることを確認し、[適用（Apply）] をクリックします。 

 

13. アプライアンスの再起動のプロンプトが表示されたら、[OK] をクリックして再起動を確定します。 
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14. 数分以内に、[完了（Complete）] 画面が表示されます。[次へ（Next）] をクリックします。 

 

15. SMC が再起動とスタートアップのシーケンスを完了する間に、別のアプライアンスの設定手順を進めることができます。 
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UDP Director 

1. Chrome Web ブラウザをもう 1 つ開くか、Chrome 内で別のタブを開きます。 

2. Chrome のブックマークで UDPD を選択し、UDP Director アプライアンスの Web 管理インターフェイスにアクセスし
ます。 

 

3. Stealthwatch アプライアンスのデフォルトでは、信頼されていない自己署名証明書が使用されるため、ブラウザのセ
キュリティ警告が表示されます。Chrome でブラウザのセキュリティ警告が表示されたら、[詳細設定（Advanced）]  
ボタンをクリックし、[～にアクセスする（安全ではありません）（Proceed … (unsafe)）] リンクをクリックして、 
アプライアンス管理ページに進みます。 

 

4. Stealthwatch のデフォルトのユーザ名 admin と、デフォルトのパスワード lan411cope を使用して、アプライアンス
にログインします。 

a. [ユーザ名（Username）]：admin 

b. [パスワード（Password）]：lan411cope 
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5. [ウェルカム（Welcome）] ポップアップページで [Ok] をクリックします。 

 

6. AST のウェルカムページが表示されます。[続行（Continue）] ボタンを押して進みます。 
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7. [デフォルトパスワードの変更（Change Default Password）] 画面が表示されます。7.x では、続行する前に admin、
root、および sysadmin のパスワードを設定する必要があります。次の設定手順では、デフォルトのパスワードが異なる
ため注意してください。 

 

a. ADMIN がすでに選択されています。次の情報を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。 

i. [現在のパスワード（Current Password）]：lan411cope 

ii. [新しいパスワード（New Password）]：C1sco12345 

iii. [新しいパスワードの確認（Confirm New Password）]：C1sco12345 

b. ROOT が選択されます。次の情報を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。 
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i. [現在のパスワード（Current Password）]：lan1cope 

ii. [新しいパスワード（New Password）]：C1sco12345 

iii. [新しいパスワードの確認（Confirm New Password）]：C1sco12345 

c. SYSADMIN が選択されます。次の情報を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。 

i. [現在のパスワード（Current Password）]：lan1cope 

ii. [新しいパスワード（New Password）]：C1sco12345 

iii. [新しいパスワードの確認（Confirm New Password）]：C1sco12345 

8. [管理ネットワークインターフェイス（Management Network Interface）] 画面が表示されます。すべての設定が正しい
ことを確認しているため、変更を加える必要はありません。[次へ（Next）] をクリックして続行します。 

 

9. [ホスト名とドメイン（Host Name and Domain）] 画面が表示されます。次の値を入力し、[次へ（Next）] をクリック
します。 

a. [ホスト名（Host Name）]：UDPD 

b. [ネットワークドメイン（Network Domain）]：dcloud.cisco.com 
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10. [DNS 設定（DNS Settings）] 画面が表示されます。必要な DNS サーバを環境に追加します。 

注：dCloud で使用する IP アドレス方式には細心の注意を払ってください。192.x ではなく、198.x です。 

• 1 つ目の DNS サーバを追加するには、[+] アイコンをクリックします。 

i. 198.19.20.10 を入力します。 

• 2 つ目の DNS サーバを追加するには、[+] アイコンをクリックします。 

i. 198.19.20.134 を入力します。 

• 両方の DNS エントリが表示されたら、[次へ（Next）] をクリックして続行します。 

 

11. [NTP 設定（NTP Settings）] 画面が表示されます。環境に適した NTP 設定を入力します。 
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a. 全部で 3 つあるデフォルトの NTP エントリの前にある [削除（Delete）] チェックボックスをすべてオンに
し、[–] ボタンをクリックします。 

i. すべてのエントリが削除されます。 

b. [+] ボタンをクリックします。 

ii. 新しい NTP エントリフィールドに 198.18.128.1 と入力します。 

iii. エントリが 198.18.128.1 のみになります。 

c. 残っている NTP エントリが 1 つのみであることを確認し、[次へ（Next）] をクリックします。 

 

12. [SMC の追加（Add SMC）] 画面が表示されます。ボタンをまだクリックしないでください。その前に SMC の再起動の
ステータスを確認する必要があります。 

 

13. Chrome 内の [SMC] タブまたはウィンドウに戻り、ブラウザを更新します。 

a. サイトが表示されない場合、まだ再起動中です。もう 1 分待ってから、再度更新してください。証明書の警告
が表示されるまで、必要に応じて更新を繰り返します。 

b. 証明書に関する警告が表示されたら、[詳細設定（Advanced）] ボタンをクリックして、[～にアクセスする
（安全ではありません）（Proceed … (unsafe)）] リンクをクリックします。 
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14. サーバの再起動後は、証明書の警告ページが表示され、それをクリックした後でも応答するのに少し時間がかかる場合
があります。ログイン画面が表示されたら、新しいクレデンシャル：admin および C1sco12345 を入力して [サインイ
ン（Sign In）]、[OK] の順にクリックします。 

   

15. SMC の [セキュリティ分析ダッシュボード（Security Insight Dashboard）] が表示されます。

 

16. 右上隅の歯車アイコンをクリックし、メニューから [Central Management] を選択します。 

 

a. SMC に関連付けられた [アクション（Actions）] アイコン（[インベントリ（Inventory）] の SMC エントリの
右側）をクリックし、[ライセンスの管理（Manage Licenses）] をクリックします。 



デモンストレーションガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 22/270 ページ 

 

b. 有効化の方法として [オンラインライセンス（Online Licensing）] が設定されていることを確認してくださ
い。[有効化（Activate）] をクリックします。 

 

c. 有効化が完了したら、[OK] をクリックします。 

 

d. 下にスクロールして、有効化されたライセンスを表示します。 
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e. [UDPD] タブを開いたままにして、[SMC 管理（SMC Administration）] タブと [Central Management] タブの
両方を閉じます。 

17. これで、Chrome の [UDPD] 設定タブまたはウィンドウに戻ることができます。Chrome の [UDPD] タブまたはウィン
ドウに戻り、[SMC の追加（Add SMC）] 画面で [はい（Yes）] をクリックします。 

 

18. [確認と再起動（Review and Restart）] ページが表示されます。[再起動と続行（Restart and Proceed）] をクリックし
ます。 

 

19. [OK] をクリックし、UDP Director の再起動を確定します。 



デモンストレーションガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 24/270 ページ 

 

20. UDP Director が再起動する間、しばらくお待ちください。「処理中」というメッセージが表示され、その後「このサイ
トにアクセスできません」と表示されます。1 ～ 2 分待ってから、Web ページのリロードを試みます。 

a. UDP Director 証明書の警告ページが表示されるまで、ページのリロードを続行します。[詳細設定（Advanced）] 
ボタンをクリックし、[～にアクセスする（安全ではありません）（Proceed … (unsafe)）] リンクをクリック
します。 

 

b. UDP Director に admin および C1sco12345 のクレデンシャルでログインします。次に、[ウェルカム
（Welcome）] ページで [Ok] をクリックします。 

  

21. 最初に表示される AST のページで [続行（Continue）] をクリックします。 
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22. [Central Management 設定（Central Management Settings）] ページが表示されます。[IP アドレス（IP Address）] 
フィールドに 198.19.20.136 と入力し、[保存（Save）] をクリックします。 

 

23. [信頼できる証明書の追加（Add Trust Certificate）] ページが表示されます。[はい（Yes）] をクリックして SMC 証明
書を信頼します。 

 

24. SMC 管理者のクレデンシャルを入力するように求められます。入力したら [次へ（Next）] をクリックします。 

a. [ユーザ ID（User ID）]：admin 

b. [パスワード（Password）]：C1sco12345 
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25. 最終的に [アプライアンスのセットアップの完了（Appliance Setup Complete）] 画面が表示されます。しばらくお待ち
ください。UDP Director が設定プロセスを完了するまで数分かかる場合があります。設定プロセスが完了したら、
[Central Management に移動（Go to Central Management）] をクリックします。 

 

26. SMC の [Stealthwatch Central Management] ページにリダイレクトされます。UDPD と SMC の両方のアプライアンス
が表示されます。各アプライアンスの [アプライアンスのステータス（Appliance Status）] を確認します。 
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27. UDPD のアプライアンスのステータスが最終的に [Up] に変わったら次に進みます。 

a. UDPD に関連付けられた [アクション（Actions）] アイコン（[インベントリ（Inventory）] の UDPD エントリ
の右側）をクリックし、[ライセンスの管理（Manage Licenses）] をクリックします。 

 

b. 有効化の方法として [オンラインライセンス（Online Licensing）] が設定されていることを確認してくださ
い。[有効化（Activate）] をクリックします。 

 

c. 有効化が完了したら、[OK] をクリックします。 

 

d. 下にスクロールして、有効化されたライセンスを表示します。 
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28. [UDPD 管理（UDPD Administration）] タブを閉じ、このページで [Central Management] タブを開いたままにして、 
ラボの次のセクションに進みます。 
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フローコレクタ 

1. Chrome Web ブラウザをもう 1 つ開くか、Chrome 内で別のタブを開きます。 

2. Chrome のブックマークで FC を選択し、フローコレクタの Web 管理インターフェイスにアクセスします。 

 

3. Stealthwatch アプライアンスのデフォルトでは、信頼されていない自己署名証明書が使用されるため、ブラウザのセ
キュリティ警告が表示されます。Chrome でブラウザのセキュリティ警告が表示されたら、[詳細設定（Advanced）]  
ボタンをクリックし、[～にアクセスする（安全ではありません）（Proceed … (unsafe)）] リンクをクリックして、 
アプライアンス管理ページに進みます。 

4. Stealthwatch のデフォルトのユーザ名 admin と、デフォルトのパスワード lan411cope を使用して、アプライアンス
にログインします。 

a. [ユーザ名（Username）]：admin 

b. [パスワード（Password）]：lan411cope 
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5. [ウェルカム（Welcome）] ポップアップで [Ok] をクリックします。 

6. AST のウェルカムページが表示されます。[継続（Continue）] をクリックします。 

 

7. [デフォルトパスワードの変更（Change Default Password）] 画面が表示されます。7.x では、続行する前に admin、
root、および sysadmin のパスワードを設定する必要があります。次の設定手順では、デフォルトのパスワードが異なる
ため注意してください。 

 

a. ADMIN がすでに選択されています。次の情報を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。 

i. [現在のパスワード（Current Password）]：lan411cope 

ii. [新しいパスワード（New Password）]：C1sco12345 

iii. [新しいパスワードの確認（Confirm New Password）]：C1sco12345 
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b. ROOT が選択されます。次の情報を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。 

i. [現在のパスワード（Current Password）]：lan1cope 

ii. [新しいパスワード（New Password）]：C1sco12345 

iii. [新しいパスワードの確認（Confirm New Password）]：C1sco12345 

c. SYSADMIN が選択されます。次の情報を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。 

i. [現在のパスワード（Current Password）]：lan1cope 

ii. [新しいパスワード（New Password）]：C1sco12345 

iii. [新しいパスワードの確認（Confirm New Password）]：C1sco12345 

8. [管理ネットワークインターフェイス（Management Network Interface）] 画面が表示されます。すべての設定が正しい
ことを確認しているため、変更を加える必要はありません。[次へ（Next）] をクリックして続行します。 

 

9. [ホスト名とドメイン（Host Name and Domain）] 画面が表示されます。次の情報を入力し、[次へ（Next）] をクリッ
クします。 

a. [ホスト名（Host Name）]：FCNF 

b. [ネットワークドメイン（Network Domain）]：dcloud.cisco.com 
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10. [DNS 設定（DNS Settings）] 画面が表示されます。必要な DNS サーバを環境に追加します。 

注：dCloud で使用する IP アドレス方式には細心の注意を払ってください。192.x ではなく、198.x です。 

a. 1 つ目の DNS サーバを追加するには、[+] アイコンをクリックします。 

i. 198.19.20.10 を入力します。 

b. 2 つ目の DNS サーバを追加するには、[+] アイコンをクリックします。 

i. 198.19.20.134 を入力します。 

c. 両方の DNS エントリが表示されたら、[次へ（Next）] をクリックして続行します。 

 

11. [NTP 設定（NTP Settings）] 画面が表示されます。環境に適した NTP 設定を入力します。 
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a. 全部で 3 つあるデフォルトの NTP エントリの前にある [削除（Delete）] チェックボックスをすべてオンに
し、[–] ボタンをクリックします。 

i. すべてのエントリが削除されます。 

b. [+] ボタンをクリックします。 

i. 新しい NTP エントリフィールドに 198.18.128.1 と入力します。 

ii. エントリが 198.18.128.1 のみになります。 

c. 残っている NTP エントリが 1 つのみであることを確認し、[次へ（Next）] をクリックします。 

 

12. [確認と再起動（Review and Restart）] ページが表示されます。[再起動と続行（Restart and Proceed）] をクリックし
ます。 

  

13. [OK] をクリックし、フローコレクタの再起動を確定します。 
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14. フローコレクタが再起動している間、しばらくお待ちください。「処理中」というメッセージが表示され、その後「こ
のサイトにアクセスできません」と表示されます。1 ～ 2 分待ってから、Web ページのリロードを試みます。 

a. フローコレクタ証明書の警告ページが表示されるまで、ページのリロードを続行します。[詳細設定（Advanced）] 
ボタンをクリックし、[～にアクセスする（安全ではありません）（Proceed … (unsafe)）] リンクをクリック
します。 

 

b. フローコレクタに admin および C1sco12345 のクレデンシャルでログインします。次に、[ウェルカム
（Welcome）] ページで [Ok] をクリックします。 

  

15. 表示される AST ページで [続行（Continue）] をクリックします。 
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16. [Central Management 設定（Central Management Settings）] ページが表示されます。[IP アドレス（IP Address）] 
フィールドに 198.19.20.136 と入力し、[保存（Save）] をクリックします。 

 

17. [信頼できる証明書の追加（Add Trust Certificate）] ページが表示されます。[はい（Yes）] をクリックして SMC 証明
書を信頼します。 

 

18. SMC 管理者のクレデンシャルを入力するように求められます。入力したら [次へ（Next）] をクリックします。 

a. [ユーザ ID（User ID）]：admin 

b. [パスワード（Password）]：C1sco12345 
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19. [Central Management 設定（Central Management Settings）] ページが表示されます。次の設定を行い、[次へ
（Next）] を押します。 

a. [Stealthwatch ドメイン（Stealthwatch Domain）] ドロップダウンから [FETRAINING] を選択します。 

b. [フローコレクションポート（Flow Collection Port）] に 2055 を入力します。 

 

20. 最終的に [アプライアンスのセットアップの完了（Appliance Setup Complete）] 画面が表示されます。[Central 
Management に移動（Go to Central Management）] をクリックします。 
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21. SMC の [Stealthwatch Central Management] ページにリダイレクトされます。現在設定されている 3 つの Stealthwatch 
アプライアンスがすべて表示されます。各アプライアンスの [アプライアンスのステータス（Appliance Status）] を確
認します。 

 

22. FNCF のアプライアンスのステータスが最終的に [Up] に変わったら次に進みます。 

a. FCNF に関連付けられた [アクション（Actions）] アイコン（[インベントリ（Inventory）] の FCNF エントリ
の右側）をクリックし、[ライセンスの管理（Manage Licenses）] をクリックします。 
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b. 有効化の方法として [オンラインライセンス（Online Licensing）] が設定されていることを確認してくださ
い。[有効化（Activate）] をクリックします。 

 

c. 有効化が完了したら、[OK] をクリックします。 

 

d. 下にスクロールして、有効化されたライセンスを表示します。 

 

23. [FCNF 管理（FCNF Administration）] タブを閉じ、このページで [Central Management] タブを開いたままにして、 
ラボの次のセクションに進みます。 
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フローセンサー 

1. Chrome Web ブラウザをもう 1 つ開くか、Chrome 内で別のタブを開きます。 

2. Chrome のブックマークで FS を選択し、フローセンサーの Web 管理インターフェイスにアクセスします。 

 

3. Stealthwatch アプライアンスのデフォルトでは、信頼されていない自己署名証明書が使用されるため、ブラウザのセ
キュリティ警告が表示されます。Chrome でブラウザのセキュリティ警告が表示されたら、[詳細設定（Advanced）]  
ボタンをクリックし、[～にアクセスする（安全ではありません）（Proceed … (unsafe)）] リンクをクリックして、 
アプライアンス管理ページに進みます。 

4. Stealthwatch のデフォルトのユーザ名 admin と、デフォルトのパスワード lan411cope を使用して、アプライアンス
にログインします。 

a. [ユーザ名（Username）]：admin 

b. [パスワード（Password）]：lan411cope 

 

5. [ウェルカム（Welcome）] ポップアップで [Ok] をクリックします。 

6. AST のウェルカムページが表示されます。[続行（Continue）] をクリックして先に進みます。 
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7. [デフォルトパスワードの変更（Change Default Password）] 画面が表示されます。7.x では、続行する前に admin、
root、および sysadmin のパスワードを設定する必要があります。次の設定手順では、デフォルトのパスワードが異なる
ため注意してください。 

 

a. ADMIN がすでに選択されています。次の情報を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。 

i. [現在のパスワード（Current Password）]：lan411cope 

ii. [新しいパスワード（New Password）]：C1sco12345 

iii. [新しいパスワードの確認（Confirm New Password）]：C1sco12345 

b. ROOT が選択されます。次の情報を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。 
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i. [現在のパスワード（Current Password）]：lan1cope 

ii. [新しいパスワード（New Password）]：C1sco12345 

iii. [新しいパスワードの確認（Confirm New Password）]：C1sco12345 

c. SYSADMIN が選択されます。次の情報を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。 

i. [現在のパスワード（Current Password）]：lan1cope 

ii. [新しいパスワード（New Password）]：C1sco12345 

iii. [新しいパスワードの確認（Confirm New Password）]：C1sco12345 

8. [管理ネットワークインターフェイス（Management Network Interface）] 画面が表示されます。すべての設定が正しい
ことを確認しているため、変更を加える必要はありません。[次へ（Next）] をクリックして続行します。 

 

9. [ホスト名とドメイン（Host Name and Domain）] 画面が表示されます。次のパラメータを設定し、[次へ（Next）] を
クリックして続行します。 

a. [ホスト名（Host Name）]：FS 

b. [ネットワークドメイン（Network Domain）]：dcloud.cisco.com 
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10. [DNS 設定（DNS Settings）] 画面が表示されます。必要な DNS サーバを環境に追加します。 

a. 1 つ目の DNS サーバを追加するには、[+] アイコンをクリックします。 

i. 198.19.20.10 を入力します。 

b. 2 つ目の DNS サーバを追加するには、[+] アイコンをクリックします。 

i. 198.19.20.134 を入力します。 

c. 両方の DNS エントリが表示されたら、[次へ（Next）] をクリックして続行します。 

 

11. [NTP 設定（NTP Settings）] 画面が表示されます。環境に適した NTP 設定を入力します。 
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a. 全部で 3 つあるデフォルトの NTP エントリの前にある [削除（Delete）] チェックボックスをすべてオンに
し、[–] ボタンをクリックします。 

i. すべてのエントリが削除されます。 

b. [+] ボタンをクリックします。 

i. 新しい NTP エントリフィールドに 198.18.128.1 と入力します。 

ii. エントリが 198.18.128.1 のみになります。 

c. 残っている NTP エントリが 1 つのみであることを確認し、[次へ（Next）] をクリックします。 

 

12. [SMC の追加（Add SMC）] ポップアップが表示されたら、[はい（YES）] をクリックします。 

 

13. [確認と再起動（Review and Restart）] ページが表示されます。[再起動と続行（Restart and Proceed）] をクリックし
ます。 
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14. [OK] をクリックし、フローセンサーの再起動を確定します。 

 

15. フローセンサーが再起動している間、しばらくお待ちください。「処理中」というメッセージが表示され、その後「こ
のサイトにアクセスできません」と表示されます。1 ～ 2 分待ってから、Web ページのリロードを試みます。 

a. フローセンサー証明書の警告ページが表示されるまで、ページのリロードを続行します。[詳細設定
（Advanced）] ボタンをクリックし、[～にアクセスする（安全ではありません）（Proceed … (unsafe)）]  
リンクをクリックします。 
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b. フローセンサーに admin および C1sco12345 のクレデンシャルでログインします。次に、[ウェルカム
（Welcome）] ページで [Ok] をクリックします。 

  

16. 表示される AST ページで [続行（Continue）] をクリックします。 

17. [Central Management 設定（Central Management Settings）] ページが表示されます。[IP アドレス（IP Address）] 
フィールドに 198.19.20.136 と入力し、[保存（Save）] をクリックします。 

 

18. [信頼できる証明書の追加（Add Trust Certificate）] ページが表示されます。[はい（Yes）] をクリックします。 
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19. SMC 管理者のクレデンシャルを入力するように求められます。admin と C1sco12345 を入力し、[次へ（Next）]  
をクリックします。 

 

20. [Central Management 設定（Central Management Settings）] ページが表示されます。[Stealthwatch ドメイン
（Stealthwatch Domain）] ドロップダウンから [FETRAINING] を選択します。 

21. 次に、[フローコレクタの選択（Select a Flow Collector）] ドロップダウンが表示されたら、リストから [FCNF] をク
リックします。 
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22. [次へ（Next）] をクリックします。 

23. セットアップが完了するまでお待ちください。[Central Management に移動（Go to Central Management）] のボタン
が表示されたらクリックします。 

 

24. Central Management のリストに 4 つのアプライアンスがすべて表示されます。 
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25. FS のアプライアンスのステータスが最終的に [Up] に変わったら次に進みます。 

a. FS に関連付けられた [アクション（Actions）] アイコン（[インベントリ（Inventory）] の FS エントリの 
右側）をクリックし、[ライセンスの管理（Manage Licenses）] をクリックします。 

 

b. 有効化の方法として [オンラインライセンス（Online Licensing）] が設定されていることを確認してくださ
い。[有効化（Activate）] をクリックします。 

 

c. 有効化が完了したら、[OK] をクリックします。 
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d. 下にスクロールして、有効化されたライセンスを表示します。 

 

26. [Central Management] タブを開いたままにして、[FS 管理（FS Administration）] タブを閉じます。 

 

シナリオのまとめ 

お客様の導入環境内のすべての Stealthwatch アプライアンスを SMC で管理するために必要な手順を、正常に完了しました。 
これで、追加のアプライアンス設定タスクを完了する準備が整いました。 
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シナリオ 2. アプライアンスのインストール後の設定および検証 
アプライアンス セットアップ ツール（AST）では構成できない設定を、いくつか追加する必要があります。お客様の導入の一環
として、アプライアンスで必要な追加設定およびテスト手順を実施します。追加設定には、フローセンサーによる NetFlow 処理、
UDP Director による NetFlow 転送、すべてのアプライアンスへの SSH アクセス、および必要な場合のコグニティブ統合有効化
の設定が含まれます。また、プロアクティブな DNS および NTP テストを実施して、円滑な導入を実現します。 

導入では、トラブルシューティングおよび検証のいくつかの手順で SSH コンソールアクセスを使用します。したがって、各アプ
ライアンスで SSH サービスを有効にします。Cisco Stealthwatch では、Cisco Cognitive Analytics ソリューションと情報を共
有して、Stealthwatch で検出されたテレメトリデータに関する追加の検知およびレポート機能を提供できます。この統合を実現
するには、SMC とフローコレクタでこの機能を有効にする必要があります。 

さらに、お客様から提供された DNS および NTP の値が正しく、それらのサービスがアプライアンス上で適切に機能しているこ
とを確認します。Stealthwatch ソリューションを完全に機能させ、お客様が利用できるようにするには、これらの手順を完了す
る必要があります。 

アプライアンスでの SSH およびコグニティブの有効化 

1. SMC の [Stealthwatch Central Management] ページ（https://198.19.20.136/central-mgmt/）への Chrome の
接続を見つけるか、開きます。 

2.  最初に、Stealthwatch Management Console（SMC）に移動します。 

a. インベントリで [SMC] のエントリを見つけ、SMC の [アクション（Actions）] 列の右側にある円形アイコンを
クリックします。 

b. ポップアップメニューから [アプライアンス構成の編集（Edit Appliance Configuration）] を選択します。この
場所から多くの一般的な設定オプションにアクセスできます。[アプライアンス設定の編集（Edit Appliance 
Configuration）] が表示されない場合は、SMC の [アプリケーションのステータス（Application Status）] の
表示が [Up] になるまで待つ必要があります。 

 

c. 下にスクロールして SSH セクションを見つけ、[SSH の有効化（Enable SSH）] と [ルート SSH アクセスの有
効化（Enable Root SSH Access）] の両方にチェックマークを入れます。 
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d. [全般（General）] タブをクリックし、[外部サービス（External Services）] セクションが表示されるまで下に
スクロールし、[Cognitive Analytics の有効化（Enable Cognitive Analytics）] をクリックします。 

 

e. [設定の適用（Apply settings）] をクリックします。 

 

f. 変更を確認するように求められたら、[変更の適用（Apply Changes）] を選択します。 

 

g. SMC（https://198.19.20.136/central-mgmt/）の [Stealthwatch Central Management] ページに戻ります。 

3. フローセンサー（FS）の SSH を有効にします。 

a. [FS] のエントリを見つけ、FS の [アクション（Actions）] 列の右側にある円形アイコンをクリックします。 

b. ポップアップメニューから [アプライアンス構成の編集（Edit Appliance Configuration）] を選択します。この
場所から多くの一般的な設定オプションにアクセスできます。 
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c. 下にスクロールして SSH セクションを見つけ、[SSH の有効化（Enable SSH）] と [ルート SSH アクセスの 
有効化（Enable Root SSH Access）] の両方にチェックマークを入れます。 

 

d. [設定の適用（Apply settings）] をクリックします。 

 

e. 変更を確認するように求められたら、[変更の適用（Apply Changes）] を選択します。 

 

f. SMC（https://198.19.20.136/central-mgmt/）の [Stealthwatch Central Management] ページに戻ります。 

4. フローコレクタ（FCNF）の SSH を有効にします。 

a. [FCNF] のエントリを見つけ、FCNF の [アクション（Actions）] 列の右側にある円形アイコンをクリックします。 

b. ポップアップメニューから [アプライアンス構成の編集（Edit Appliance Configuration）] を選択します。この
場所から多くの一般的な設定オプションにアクセスできます。 

 

c. SSH セクションを見つけ、[SSH の有効化（Enable SSH）] と [ルート SSH アクセスの有効化（Enable Root 
SSH Access）] の両方が選択されていることを確認します。 
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d. [全般（General）] タブをクリックし、[外部サービス（External Services）] セクションが表示されるまで下に
スクロールし、[Cognitive Analytics の有効化（Enable Cognitive Analytics）] をクリックします。 

 

e. 再度 [設定の適用（Apply Settings）]、[変更の適用（Apply Changes）] をクリックします。 

5. UDP Director（UDPD）の SSH を有効にします。 

a. [UDPD] のエントリを見つけ、UDPD の [アクション（Actions）] 列の右側にある円形アイコンをクリックします。 

b. ポップアップメニューから [アプライアンス構成の編集（Edit Appliance Configuration）] を選択します。この
場所から多くの一般的な設定オプションにアクセスできます。 

 

c. SSH セクションを見つけ、[SSH の有効化（Enable SSH）] と [ルート SSH アクセスの有効化（Enable Root 
SSH Access）] の両方が選択されていることを確認します。 

d. 再度 [設定の適用（Apply Settings）]、[変更の適用（Apply Changes）] をクリックします。 

注：新しいアプライアンスでは、SSH およびルート SSH がデフォルトで無効になっています。このアクセス方法を使用するに
は有効にする必要があります。このアクセス方法はこのドキュメント内のラボを進めるのに不可欠であるため、各アプライアン
スで有効になっていることを確認する必要があります。 

6. 再度 [Central Management] ページに戻ります。SMC と FCNF の両方のアプライアンスが [Up] になるまで待ちます。 

7. コグニティブが有効になっていることを確認します。Chrome で SMC の Web ページを開くか、そのページに戻ります。 

8. [セキュリティ分析ダッシュボード（Security Insight Dashboard）] にいることを確認します（[ダッシュボード
（Dashboards）] > [ネットワークセキュリティ（Network Security）]）。 
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9. [Cognitive Threat Analytics] という名前の新しいウィジェットが表示されるまで下にスクロールします。表示されない
場合は、Chrome のウィンドウを閉じてから再度 Chrome を開き、SMC アプライアンスに admin と C1sco12345 のク
レデンシャルで再接続、認証します。 

a. この dCloud セッション内で、ライセンス制限によりウィジェットをロードできなくても問題ありません。 

 

10. ここでは Cognitive Threat Analytics（CTA）のみを有効にします。これで、ラボシナリオの次の部分に進むことができ
ます。 
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DNS の検証 

次に、SMC アプライアンスが、設定した DNS サーバと正常に通信できることを確認します。すべてのアプライアンスで DNS を
正常に使用できるようにすべきですが、特に SMC アプライアンスでは、製品内のさまざまなドキュメントについて名前解決を実
行し、またライセンスと脅威フィードのアクセスに DNS 解決を使用するため、DNS が不可欠です。お客様環境では、この検証
をすべてのアプライアンスで実行してください。 

1. SMC の [Stealthwatch Central Management] ページ（https://198.19.20.136/central-mgmt/）への Chrome の
接続を見つけるか、開きます。 

2. SMC エントリを見つけ、関連する [アクション（Action）] アイコンをクリックしたら、[アプライアンス統計情報の表
示（View Appliance Statistics）] を選択します。 

 

3. SMC アプライアンス管理のホームページが表示されます（ライセンスの警告は表示されません）。 
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4. [設定（Configuration）] メニューをクリックし、[ネーミングおよびDNS（Naming and DNS）] メニュー項目を選択します。 

 

5. [ネットワークホストと IP ルックアップ（Network Host and IP Lookup）] セクションを見つけます。 

a. [ホスト名または IP アドレス（Host name or IP Address）] フィールドに IP アドレス 198.19.20.10 を入力
し、[解決（Resolve）] をクリックします。 

 

b. 新しい Chrome タブが開き、DNS 要求のステータスが表示されます。要求が成功し、IP アドレスの PTR レ
コードに関連付けられた名前が ad1.dcloud.local と表示されます。 

 

c. アプライアンスが有効な DNS サーバと正常に通信できることを確認しました。要求が失敗した場合、
ad1.dcloud.local の PTR レコードは表示されません。 

6. この Chrome のタブを閉じ、SMC の Central Management ページに戻るまで、前に開いていた Chrome のタブを閉じます。 
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NTP の検証 

次に、SMC アプライアンスが、設定した NTP サーバと正常に通信できることを確認します。NTP は、すべての Stealthwatch 
アプライアンスで不可欠なサービスです。時刻の不一致が発見された場合は、製品内でアラームが発生します。お客様環境で
は、この検証をすべてのアプライアンスで実行してください。お客様から NTP サーバの IP アドレスを提供されても、それが有
効な NTP サーバであるとは限らず、その NTP サーバとアプライアンスが通信できるとは限りません。監査ログは、アプライア
ンスが時刻の更新を正常に受信しているかどうかを判断する、最も簡単な方法です。必要に応じてさらに詳細なトラブルシュー
ティングができる、コンソールコマンドも用意されています。ここではアプライアンスの Web 管理ページと SSH コンソールを
使用して、NTP の機能を確認します。 

1. SMC の Stealthwatch Central Management の [インベントリ（Inventory）] ページにいることを確認します。 

2. インベントリリストの SMC の横にある [アクション（Action）] アイコンをクリックし、[サポート（Support）]  
をクリックします。 

 

3. [監査ログ（Audit Logs）] をクリックします。 

 

4. フィルタが表示されたら、[カテゴリ（Category）] 選択ツールで [管理（Management）] を選択し、[検索（Search）] 
をクリックします。 
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a. 監査ログが表示されたら、[メッセージテキスト（Message Text）] の値が [システム時刻のリセット時
（System time reset from）] になっているエントリを探します。エントリは、アプライアンスのブート時刻以
後、1 時間に 1 回発生しています。これは、アプライアンスが時刻を受信し、内部クロックを修正しているこ
とを示します。アプライアンスがオンラインのまま 1 時間経過しているにもかかわらず、このエントリがログ
に表示されていない場合は、NTP サーバのアドレスとネットワークアクセスを確認してください。ここまでの
ラボの作業を迅速に行っていた場合、まだ監査ログに表示されていない可能性があります。 

5. NTP について、より高度なトラブルシューティングと検証を行うには、アプライアンスのコンソールにアクセスしま
す。ここで SSH で SMC に接続し、さらに NTP のトラブルシューティングを実行します。 

a. WKST1 のデスクトップで、putty のショートカットを開きます。 

 

b. PuTTY 画面の [保存済みセッション（Saved Sessions）] セクションで、[SMC] エントリを選択して [開く
（Open）] をクリックします。 
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c. 警告が表示されたら、[Yes] をクリックします。 

 

d. 保存されたセッションへのログインを求められます。 

i. C1sco12345 のパスワードで root としてログインし、Enter を押します。 

e. SSH で SMC コンソールにログインした状態になります。 

 

f. 次のコマンドを実行すると、アプライアンスの現在時刻が表示されます。 

hwclock --show 

i. アプライアンスのタイムゾーン（UTC）に照らし、有効な日付とタイムスタンプが表示されているこ
とを確認します。 

  

g. 次のコマンドを実行して、お客様の NTP サーバと同期させます。 
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ntpdate 198.18.128.1 

i. お客様の NTP サーバと正常に同期されたことを示す応答が表示されます。 

 

h. 次のコマンドを実行すると、失敗した NTP 同期の結果が表示されます。 

ntpdate 198.18.128.2 

i. 注：無効な NTP サーバアドレスに対して ntpdate コマンドを実行すると、エラーが発生します。 

 

注：お客様環境で提供された NTP サーバのアドレスと正常に通信できない場合は、お客様のネットワークの ACL またはファイ
アウォールルールによって、トラフィックまたは互換性のない NTP サーバがブロックされている可能性があります。 

6. アプライアンスがお客様の NTP サーバと通信できることを確認しました。PuTTY SSH セッションを終了します。 

7. また、WKST1 で Central Management ページを 1 つのみ開いたまま残して、開いているすべての Chrome タブや
ウィンドウを閉じても構いません。 

注：お客様環境では、すべてのアプライアンスが、割り当てられている NTP サーバと正常に通信できることを確認することが重
要です。Stealthwatch をお客様環境に導入する際は、有効な各 NTP サーバに対して ntpdate コマンドを実行し、正常に接続さ
れていることを確認します。 
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フローセンサーの設定 

1. SMC の [Stealthwatch Central Management] ページ（https://198.19.20.136/central-mgmt/）への Chrome の
接続を見つけるか、開きます。[Central Management] ウィンドウの左上にあるシスコのロゴをクリックすると、いつで
も [インベントリ（Inventory）] ページに戻ることができます。 

 

2. FS エントリを見つけ、関連する [アクション（Action）] アイコンをクリックしたら、[アプライアンス統計情報の表示
（View Appliance Statistics）] を選択します。 

a. 認証を求められたら、次のログイン情報を使用します。 

i. [ユーザ名（Username）]：admin 

ii. [パスワード（Password）]：C1sco12345 

b. ウェルカムポップアップで [Ok] をクリックします。 

3. フローセンサーの Web 管理ページが表示されます。 

 

4. [設定（Configuration）] メニューをクリックし、[NetFlow コレクタ（NetFlow Collectors）] メニュー項目を選択します。 

https://198.19.20.136/central-mgmt/
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5. 198.19.20.137 のポート 2055 で実行されているフローコレクタのエントリが、[NetFlow コレクタ（NetFlow 
Collectors）] ページに表示されていることを確認します。 

 

6. [設定（Configuration）] メニューをクリックし、[詳細設定（Advanced Settings）] メニュー項目を選択します。 
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7. 次の設定を構成し、完了したら [適用（Apply）] をクリックします。 

a. [パケットペイロードのエクスポート（Export Packet Payload）]：オン 

b. [アプリケーション ID のエクスポート（Export Application Identification）]：オン 

i. [IPv6 を含める（Include IPv6）]：オン 

ii. [HTTPS ヘッダーデータを含める（Include HTTPS Header Data）]：オン 

iii. [HTTP ヘッダーデータを含める（Include HTTP Header Data）]：オン 

1. 256 バイトの HTTP 要求パスをエクスポート 

c. [VXLAN カプセル化解除の有効化（Enable VXLAN Decapsulation）]：オフ 

d. [X-Forwarded-For 処理の有効化（Enable X-Forwarded-For Processing）]：オフ 

e. [ETA 処理の有効化（Enable ETA Processing）]：オン 

f. [IPFIX]：選択 

g. [キャッシュモード（Cache Mode）]：[シングル…を使用（Use single…）] 

h. [適用（Apply）] をクリックします。 
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i. 変更を行った場合は、必ず [適用（Apply）] をクリックしてください。 

8. 必要な追加のフローセンサー設定が正常に完了しました。FS Web 管理ページを閉じ、Central Management に戻りま
す。ラボの次の手順に進みます。 
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注：[詳細設定（Advanced Settings）] オプションを有効にして正しく設定すると、非常に有益です。それによって、お客様環境
に関する貴重な追加情報が得られます。 

[パケットペイロードのエクスポート（Export Packet Payload）]：FS がパケットペイロードの一部をエクスポートして、SMC 
で追加データを入力できるようにします。 

[アプリケーション ID のエクスポート（Export Application Identification）]：FS は、NetFlow レコードが提供するメタデータだ
けではなく実際の raw ネットワークトラフィックを確認しているため、ディープ パケット インスペクション（DPI）を実行でき
ます。FS はこの機能を使用して、送信時に経由するポートとプロトコルだけでなく、パケットのコンテンツに基づいて、特定の
タイプのネットワークトラフィックを自動的に分類します。たとえば、パケットは TCP ポート 80 経由で送信できますが、それ
らは実際には Web ブラウズではなく、インスタント メッセージ チャット トラフィックです。 

[IPv6 を含める（Include IPv6）]：お客様のネットワーク内に IPv6 があり、FS で IPv6 トラフィック用の NetFlow レコードが生
成されるようにする場合は、これをオンにします。お客様が「IPv6 はない」と述べている場合でも、レポート用にこのオプションを
オンにすることをお勧めします。お客様が認識していなくても、実際には IPv6 が使用されている場合が多くあるためです。 

[HTTPS ヘッダーデータを含める（Include HTTPS Header Data）]：HTTPS トラフィックの署名/暗号化に使用する証明書など
の詳細を含めます。 

[HTTP ヘッダーデータを含める（Include HTTP Header Data）]：HTTP 要求の URL や、FTP、telnet、SMTP コマンドのような
クリアテキストデータなどの詳細を含めます。 

[x バイトの HTTP 要求パスをエクスポート（Export x bytes of the HTTP Request Path）]：フローレコードと合わせてエクス
ポートする HTTP 要求パスのデータ量。デフォルトでは 32 バイトに設定されています。サイズを大きくすると、Stealthwatch 
で使用できる URL データが増えますが、FS アプライアンスの負荷が増大する場合があります。エクスポートのサイズを大きく
する場合は、FS のパフォーマンスを監視してください。 
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UDP Director の設定 

お客様は、UDP Director アプライアンス（UDPD）を使用して、UDP 管理トラフィックの設定および転送を簡素化しています。
UDP Director の IP アドレスは、お客様の NetFlow および Syslog トラフィックの単一のターゲットになっています。このデー
タを UDP トラフィックを必要とするすべてのシステムに転送するように、UDP Director を設定する必要があります。すべての
フローデータがアプライアンスを通過するため、UDPD はお客様環境に不可欠です。この設定に誤りがあると、Stealthwatch は
適切に機能するためのデータが得られません。 

注：UDP Director はオプションの Stealthwatch アプライアンスであり、お客様環境における NetFlow およびその他の UDP 管
理トラフィックの単一の宛先として機能します。設定がシンプルになり、Stealthwatch を含むさまざまなソリューションによ
る、NetFlow、SNMP トラップ、Syslog などのデータ処理の柔軟性が向上します。 

UDP Director の IP アドレスは、お客様環境内の NetFlow エクスポータが NetFlow レコードを送信する宛先になります。フロー 
コレクタ アプライアンスにフローデータを転送するように UDPD を設定しないと、Stealthwatch 内でフローデータが処理され
ません。 

1. SMC の [Stealthwatch Central Management] ページ（https://198.19.20.136/central-mgmt/）への Chrome の
接続を見つけるか、開きます。 

2. UDPD エントリを見つけ、関連する [アクション（Action）] アイコンをクリックしたら、[転送ルールの編集（Edit 
Forwarding Rules）] を選択します。 

 

3. SMC の [UDP Director 設定（UDP Director Configuration）] ページが表示されます。 

 

4. UDPD アプライアンスに関連する [アクション（Actions）] アイコンを選択し、[転送ルールの設定（Configure 
Forwarding Rules）] をクリックします。 

 

https://198.19.20.136/central-mgmt/
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5. [転送ルール（Forwarding Rules）] ページで、[新しいルールの追加（Add New Rule）] を選択します。 

 

6. UDP Director が UDP/2055 で受信した NetFlow トラフィックを、UDP/2055 の FC アプライアンスに転送するよう設
定するのに必要なパラメータを追加します。[転送ルール（Forwarding Rules）] ページに次の値を入力します。 

a. [説明（Description）]：[すべての NetFlow をフローコレクタに転送する（Forward all NetFlow to Flow 
Collector）] 

b. [送信元 IP アドレス：ポート（Source IP Address:Port）]：ALL:2055 

c. [宛先 IP アドレス（Destination IP Address）]：198.19.20.137 

d. [宛先ポート番号（Destination Port Number）]：2055 

e. [保存（Save）] をクリックします。 
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注：この環境や、フローコレクタが 1 つのほとんどの環境では、1 つのルールですべての NetFlow トラフィックを FC IP アドレ
スに送信することをお勧めします。特定の送信元から特定の宛先だけにトラフィックを転送するように、IP アドレスまたは CIDR 
範囲を入力することが可能です。 

これは、大量のフローデータがある環境で、複数の FC アプライアンスを使用してロードを処理している環境で有益です。非常に
単純化した例として、1 秒あたりの合計が 10 万フロー（FPS）に達し、2 つの FC に負荷を分散する必要がある場合です。この
シナリオでは、NetFlow の転送ルールで [送信元 IP アドレス（Source IP Address）] フィールドで「ALL」値を使用するのではな
く、トラフィックを適切な FC に送信するために単一の IP アドレスまたは CIDR 範囲を指定する必要があります。すべての送信元の
デバイス/ネットワークで適切な FC にデータが転送されるようにするには、複数のエントリが必要になる場合があります。 

UDPD 設定に関する一般的な問題としては、UDPD にデータを送信するデバイスがありながら、そのトラフィックに適合する転
送ルールがない場合が挙げられます。 

お客様環境によっては、標準の UDP ポートである 2055 を使用するように NetFlow が設定されません。個々の FC では、フロート
ラフィックを 1 つのポートでのみ受信できます（ただしそのポートは任意のポート番号に設定できます）。非標準の NetFlow ポー
トを使用する UDPD がある環境では、UDP 9055 でトラフィックを受信し、デフォルトのポート番号を変更するよう FC の設定を変
更することなく 2055 の FC に転送するという転送ルールを記述することが可能です。他にも NetFlow を取り込む必要があるソ
リューションがお客様環境内にある場合は、元のポート番号、またはソリューションの管理者が任意に指定する値でフローを転
送する、別の転送ルールを設定できます。 

7. ルールリストに新しいルールが表示されます。 

 

8. [新しいルールの追加（Add New Rule）] ボタンをクリックして、お客様のプロキシの Syslog トラフィックを転送する
ための 2 番目のルールを追加します。 

9. 次のパラメータを使用して新しいルールを設定し、完了したら [保存（Save）] をクリックします。 

a. [説明（Description）]：すべての Syslog を SMC に転送（Forward all Syslog to SMC） 

b. [送信元 IP アドレス：ポート（Source IP Address:Port）]：ALL:514 

c. [宛先 IP アドレス（Destination IP Address）]：198.19.20.136 

d. [宛先ポート番号（Destination Port Number）]：514 

e. [保存（Save）] をクリックします。 
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注：UDPD がない環境、または SMC が 1 つしかない環境では、SMC アプライアンス自体の IP アドレスに直接送信されるように 
Syslog を設定できます。お客様環境にプライマリとセカンダリの両方の SMC アプライアンスがある場合は、それら両方のアプライ
アンスで syslog が必要となるため、可能であれば UDPD を使用して、データを両方の SMC に転送することをお勧めします。 

10. [転送ルール（Forwarding Rules）] リストに 2 つのルールが表示されます。これら 2 つのルールを検証します。この
ページで設定ミスがあると、ラボは期待どおりに動作しません。 

a. 注：受講者にありがちな設定ミスとして、IP アドレスに 198.x ではなく 192.x と入力することが挙げられます。 

 

11. ここまでで転送ルールの設定自体は完了していますが、この設定を UDP Director アプライアンスと同期する必要があり
ます。 

a. [同期（Sync）] をクリックします。 

 

12. しばらくすると、ページが更新されて成功メッセージが表示されます。このメッセージが表示され、リストに引き続き 2 
つのルールがあることを確認します。問題がある場合は、このラボの手順をたどって問題を修正します。 
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シナリオのまとめ 

導入環境における Stealthwatch アプライアンスの残りの設定が完了しました。高度なトラブルシューティング タスクを実行で
きるように、SSH が有効化/確認されました。コグニティブが有効化され、設定済みの DNS サーバにアプライアンスがアクセス
できることが確認されました。アプライアンスが NTP サーバにアクセスできることも確認されました。フローセンサー アプライ
アンスの高度な設定が設定されました。フローデータと syslog データを Stealthwatch が処理できるように、UDPD とその転送
ルールが設定されました。 
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シナリオ 3. SMC および Central Management の追加設定 
ここまででアプライアンス（フローセンサー、UDP Director、フローコレクタ）の設定は完了しましたが、ソリューションがお
客様にとって適切に機能するように、SMC で追加の設定を行う必要があります。SMC Web UI を使用して、お客様のために 
Stealthwatch の追加の設定を行います。 

 

1. Chrome Web ブラウザをもう 1 つ開くか、Chrome 内で別のタブを開きます。 

a. まだ SMC Web UI に接続していない場合は、Chrome で SMC のブックマークを選択し、SMC のインター
フェイスにアクセスします。 

b. 認証を求められたら、次のログイン情報を使用します。 

i. [ユーザ名（Username）]：admin 

ii. [パスワード（Password）]：C1sco12345 

  

2. SMC にログインしたら、[ダッシュボード（Dashboards）] > [ネットワークセキュリティ（Network Security）] に移動
します。 

 

3. [フローコレクショントレンド（Flow Collection Trend）] セクションが表示されるまで、このダッシュボードを下にス
クロールします。このウィジェットにフローデータが表示され始めます。トレンドグラフの右側にあるデータにマウス
ポインタを合わせると、インバウンドフローに関する情報が表示されます。UDP Director の設定が完了して同期された
後、フローが Stealthwatch に届き始めてからフロー数が増加するまでに 1 ～ 2 分かかる場合があります。トレンドグ
ラフィックに 1 秒あたり少なくとも数百のフローが表示されるまで、ページを更新しながら待ちます。 

 

4. ページの上部にあるメニューから、[モニタ（Monitor）] > [インターフェイス（Interfaces）] を選択します。 
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a. リストに多数のインターフェイスが表示されます。これらのインターフェイスは、お客様のネットワークから
の NetFlow を報告しています。 

 

b. [現在の使用率（Current Utilization）] のバー/パーセンテージのいずれかにマウスを合わせると、詳細が表示さ
れます。 

 

c. 期待するデータの少なくとも一部が表示されることが確認できたため、残りの SMC 設定タスクを続行できます。 
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アカウントの作成 

ここまでのすべてのアクティビティでは、デフォルトの admin アカウントを使用してきました。最初にこのアカウントに電
子メールアドレスを追加します。次に、後のシナリオで使用する汎用 SOC（セキュリティ オペレーション センター）アカ
ウントを作成します。 

1. Chrome で SMC Web インターフェイスに戻ります（必要に応じて SMC ブックマークを使用）。必要に応じて admin 
および C1sco12345 を使用してログインします。 

 

2. 歯車アイコンをクリックし、[ユーザ管理（User Management）] をクリックします。 

 

3. admin アカウントに電子メールアドレスを追加します。 

a. admin ユーザアカウントの [アクション（Actions）] アイコンをクリックし、[編集（Edit）] をクリックします。 

 

b. 電子メールアドレスフィールドに stealthwatchfe@dcloud.local を入力し、[保存（Save）] をクリックし
ます。 

mailto:stealthwatchfe@dcloud.local
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4. お客様のセキュリティ オペレーション センター用の汎用アカウントも作成し、後で SOC の大画面でダッシュボードを
実行する場合に使用できるようにしましょう。 

a. [作成（Create）] をクリックし、[ユーザ（Users）] をクリックします。 

 

b. まず、次のパラメータを設定します。 

i. [ユーザ名（User Name）]：SOC 

ii. [電子メール（Email）]：soc@dcloud.local 

iii. [認証サービス（Authentication Service）]：local 

iv. [パスワード（Password）]：C1sco12345 

v. [パスワードの確認（Confirm Password）]：C1sco12345 

  

c. 次に、ロール設定までスクロールダウンし、次のように設定します。 

i. [Web] > [Web のロール（Web Roles）]：[パワーアナリスト（Power Analyst）] 

ii. [デスクトップ（Desktop）] > [デスクトップクライアントのロール（Desktop Client Roles）]： 
[セキュリティアナリスト（Security Analyst）] 
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d. [保存（Save）] をクリックします。 

5. 両方のユーザが正常に表示されたら、ラボシナリオで次に進むことができます。 
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Stealthwatch アプリケーションのインストール 

バージョン 7.x では、Stealthwatch アプリケーションを導入環境に追加できます。アプリケーションを使えば、
Stealthwatch が受信したデータをさまざまな方法で使用できます。また、フルバージョンのアップグレードなしに、必要に
応じて導入環境に追加できます。ここでは、後で使用する 4 つの Stealthwatch アプリケーションをインストールします。 

1. [SMC Central Management] の [インベントリ（Inventory）] ページに戻り、[アプリケーションマネージャ（App 
Manager）] をクリックします。 

 

2. 現在インストールされているアプリケーションがないことがわかります。[Browse（参照）] をクリックします。 

 

3. [WKST1] > [ドキュメント（Documents）] > [Apps（アプリケーション）] に移動します。 
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4. app-smc-sw-diagrams-1.0.3. swu、[開く（Open）] の順にクリックします。 

 

5. アップロードの進行状況バーと [インストールステータス（Installation Status）] の通知が表示されます。 

 

6. アプリケーションがインストールされると、このページの下部にある [アプリケーション（Apps）] リストに表示されます。 

 

7. 2 つ目のアプリケーションをインストールします。 

a. [参照（Browse）] をクリックします。 

b. app-smc-sw-eta-report-1.0.27.swu をクリックします。 

c. [開く（Open）] をクリックします。 

d. インストールが完了し、アプリケーションがリストに表示されるまで待ちます。 
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8. 3 つ目のアプリケーションをインストールします。 

a. [参照（Browse）] をクリックします。 

b. app-smc-sw-host-classifier-1.0.13.swu をクリックします。 

c. [開く（Open）] をクリックします。 

d. インストールが完了し、アプリケーションがリストに表示されるまで待ちます。 

 

9. 4 つ目のアプリケーションをインストールします。 

a. [参照（Browse）] をクリックします。 

b. app-smc-visibility-assessment-1.0.14.swu をクリックします。 

c. [開く（Open）] をクリックします。 

d. インストールが完了し、アプリケーションがリストに表示されるまで待ちます。 

 

10. Chrome で SMC のブックマークをクリックし、SMC の Web インターフェイスに戻ります。 

 

11. [ダッシュボード（Dashboards）] メニューにマウスポインタを合わせると、利用可能な 4 つの新しいアプリケーション/
ダッシュボードが表示されます。 
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12. これらのダッシュボードについては、まだ確認する必要はありません。お客様のネットワークからさらに NetFlow が受
信された後で確認します。 

シナリオのまとめ 

このシナリオでは、インバウンドの NetFlow の少なくとも一部が処理されていることを確認しました。特定のエクスポータの問
題（ある場合）を特定するために、この後さらに詳しく見ていきます。また、ユーザアカウントの作成や、お客様導入環境への 4 
つの Stealthwatch アプリの追加など、お客様のために Stealthwatch の追加のカスタマイズも実施しました。 
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シナリオ 4. ホストグループの設定 
プロジェクトの開始時に、場所、サーバのタイプ、アプリケーション、パブリック IP スペース、承認済みのネットワークスキャ
ナなどの情報が含まれた IP データを要求したのに応えて、お客様から IP アドレスと範囲のリストが提供されています。この IP 
データを SMC に入力し、適切なホストグループを設定します。ラボを実施する間、必要に応じて次の表を使用します。ラボの手
順を進めます。お客様から提供された情報が正確でない場合があることを覚えておくことが重要です。 

 

説明 IP アドレス 

DNS サーバ 10.10.30.15 

10.10.30.16 

脆弱性スキャナ 10.203.0.207 

メールサーバ 10.10.30.23 

タイムサーバ 10.10.30.10 

パブリック IP アドレス空間 209.182.184.0/24 

アトランタ 10.201.0.0/16 

IT 198.19.30.0/24 

IT サーバ 198.19.20.0/24 

従業員用 VPN 198.19.10.100-103 

198.19.10.200-203 

PCI デバイス 10.201.3.0/24 
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パブリック IP 空間の設定 

注：ホストグループには、IP アドレスデータだけを含めることができます（MAC アドレスまたは DNS 名は許可されていません）。
IP アドレスは、いくつかの異なる形式で入力できます。10.1.2.3 など、1 つの IP アドレスを入力できます。192.168.1.1-57、
10.1-167.1.1、172.22.0-255.0-255 などのように、1 つのオクテット内で、ハイフンで連結して範囲を指定できます。完全な 
IP アドレス – 完全な IP アドレス（192.168.1.1-192.168.1.254）という形式では、範囲を指定しないでください。範囲は 1 つ
のオクテット内である必要があります（192.168.1.1-254）。10.245.0.0/16 のような CIDR 表記を使用することもでき、
10.100-201.6.0/24 や 172.22-23.0.0/16 などのように範囲と組み合わせることも可能です。 

注：Stealthwatch の [すべてを捕捉（Catch All）] グループは、製品内の特殊機能を実行します。[すべてを捕捉（Catch All）] 
グループの内容によって、企業が使用、所有、または制御する IP アドレスが確立されます。これには、デフォルトですべてのプ
ライベート IPv4 および IPv6 アドレス空間が含まれます。お客様が現在特定のプライベートアドレス範囲を使用していないから
といって、それを [すべてを捕捉（Catch All）] から除外する必要はありません。特定の範囲を除外するのは、その範囲が外部エ
ンティティによって使用されていて、お客様のネットワークの一部であるとは見なされない場合に限るべきです。[すべてを捕捉
（Catch All）] グループには、お客様のすべてのパブリック IP アドレス空間を追加します。Stealthwatch には、内部ホスト（お
客様のネットワーク）から外部ホスト（お客様のネットワーク以外のすべて）に送信されるデータに関する、複数のアラームがあり
ます。お客様のパブリック IP 空間が正しく分類されていないと、パブリック IP 空間内で通信する通常のネットワークトラフィック
によってアラームが増加する可能性があります。また将来的な調査やレポートのためにも、分類は正しく行ってください。 

 

1. SMC Web インターフェイス WKST1 の [セキュリティ分析ダッシュボード（Security Insight Dashboard）] Web ペー
ジに戻るか、Chrome Web ブラウザのブックマークバーにある SMC のエントリをクリックして Web インターフェイ
スを開きます。 

 

2. [設定（Configure）] メニューをクリックして、[ホストグループ管理（Host Group Management）] を選択します。 

 

3. [内部ホスト（Inside Hosts）] オブジェクトを展開し、[すべてを捕捉（Catch All）] ホストグループを選択します。 
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4. [すべてを捕捉（Catch All）] グループを選択した状態で、[編集（Edit）] ボタンをクリックします。 

 

5. お客様は、従来の RFC1918 IP 空間に加えて、パブリックおよび内部の IP アドレス空間を 209.182.184.0/24、
198.19.10.0/24、198.19.20.0/24、198.19.30.0/24 として集約できると述べています。この追加の IP 範囲情報を  
[すべて捕捉（Catch All）] グループに入力します。 

a. [ホストグループ管理（Host Group Management）] ウィンドウの [IP アドレスと範囲（Addresses and 
Ranges）] セクションで、Enter を使用して、現在のリストの末尾に新しい空白行を作成します。 

b. [すべてを捕捉（Catch All）] ホストグループに次の 4 つの IP 範囲を追加します。 

209.182.184.0/24 

198.19.10.0/24 

198.19.20.0/24 

198.19.30.0/24 

 

c. [保存（Save）] をクリックします。 

6. これで、お客様の内部およびパブリックアドレス空間が、Stealthwatch 内で内部ホストの一部として分類されました。
ラボの次の手順に進み、現在のウィンドウは開いたままにしておきます。 
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Web UI での追加ホストグループの設定 

お客様は、ホスト分類のために追加の IP データを提供しています。SMC で追加のホストグループを設定します。 

1. [ホストグループ管理（Host Group Management）] 画面で、[ホストグループ名でフィルタ（Filter by Host Group 
Name）] スペースをクリックし、DNS と入力して結果をフィルタリングします。 

 

2. [DNS サーバ（DNS Servers）] ホストグループを選択し、[編集（Edit）] ボタンをクリックします。 

 

3. [ホストグループ管理（Host Group Management）] ウィンドウの [IP アドレスと範囲（IP Addresses and Ranges）] 
セクションで、ホストグループに次の IP アドレスを追加し、[保存（Save）] をクリックします。 

10.10.30.15 

10.10.30.16 
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4. ホストグループのツリーで [ネットワークスキャナ（Network Scanners）] ホストグループを見つけます。 

 

5. [ネットワークスキャナ（Network Scanners）] ホストグループを選択し、[編集（Edit）] ボタンをクリックします。 

 

6. [ホストグループの管理（Host Group Management）] ウィンドウの [IP アドレスと範囲（IP Addresses and Ranges）] 
セクションで、ホストグループに IP アドレス 10.203.0.207 を追加し、[保存（Save）] をクリックします。 
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注：[ネットワークスキャナ（Network Scanners）] ホストグループは複数のポリシーから参照されています。通常は
ネットワーク スキャン アクティビティを実行するホストによってトリガーされるさまざまなタイプのアラームを自動的
に停止するために使用されます。お客様の認可済み脆弱性スキャナの IP アドレスを [ネットワークスキャナ（Network 
Scanners）] ホストグループに設定することで、有効な動作に対するアラームがアクティブになるのを停止することが
できます。これにより、さらに多くの IP 空間が該当するホストグループに割り当てられるため、お客様のネットワーク
上のホストを分類するのにも役立ちます。 

 

7. 再度、[ホストグループ名でフィルタ（Filter by Host Group Name）] フィールドを使用して、[NTP サーバ（NTP 
Servers）] ホストグループを探します。次に、[NTP サーバ（NTP Servers）] オブジェクトをクリックして、IP アドレ
スがまだ設定されていないことを確認します。 

  

8. 右上隅の [編集（Edit）] ボタンをクリックして、フォームをアクティブにします。[IP アドレスと範囲（Addresses and 
Ranges）] テキストボックスに、10.10.30.10 と入力します。入力したら、[保存（Save）] をクリックします。 
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9. [メールサーバ（Mail Servers）] ホストグループを見つけ、[編集（Edit）] をクリックして、IP アドレス 10.10.30.23 を
追加します。完了したら、[Save（保存）] をクリックします。 

  

10. 次に、エンタープライズツリーの [内部ホスト（Inside Hosts）] セクション内の [ロケーション別（By Location）] ホス
トグループの下にネストされるように、ロケーションベースのホストグループを追加します。 

11. ツリーで [ロケーション別（By Location）] ホストグループを探します（必要に応じて [検索（Search）] を使用します）。 

12. [ロケーション別（By Location）] オブジェクトを選択し、右にある円形のアクションアイコンをクリックします。表示
されるメニューから [ホストグループの追加（Add Host Group）] を選択します。 
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13. 右側のペインに表示される [新しいホストグループ（New Host Group）] フォームで、新しいホストグループの名前と

して Atlanta と入力し、[IP アドレスと範囲（IP Addresses and Ranges）] フィールドに 10.201.0.0/16 と入力しま
す。入力したら、[保存（Save）] をクリックします。 

  
14. 新しいホストグループが、ツリー内の [ロケーション別（By Location）] の下にネストされて表示されます。 

 
15. 次に、IT 部門の IP 範囲を分類する必要があります。 

a. [機能別（By Function）] の右側にあるアクションアイコンをクリックし、[ホストグループの追加（Add Host 
Group）] をクリックします。 
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b. [ホストグループ名（Host Group Name）] を IT に、[IP アドレスと範囲（IP Addresses and Ranges）] を 
198.19.30.0/24 に設定して、[保存（Save）] をクリックします。 

 

16. また、IT サーバの IP 範囲を分類する必要があります。 

a. [機能別（By Function）] の下にネストされた [サーバ（Servers）] の右側にあるアクションアイコンをクリッ
クし、[ホストグループの追加（Add Host Group）] をクリックします。 

 

b. [ホストグループ名（Host Group Name）] を IT Servers に、[IP アドレスと範囲（IP Addresses and 
Ranges）] を 198.19.20.0/24 に設定して、[保存（Save）] をクリックします。 
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c. [IT サーバ（IT Servers）] ホストグループを変更したら、必ず保存してください。 

17. また、従業員 VPN プールの IP 範囲を分類する必要があります。 

a. 検索フィールドに VPN と入力し、Enter を押します。 

 

b. [従業員 VPN（Employee VPN）] オブジェクトをクリックしてから [編集（Edit）] ボタンをクリックして、 
次の IP 範囲を入力します。 

198.19.10.100-103 

198.19.10.200-203 

 

c. [保存（Save）] をクリックします。 



デモンストレーションガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 90/270 ページ 

18. 前の手順を使用して、PCI デバイスという名前の別のホストグループを自分で作成してみましょう。[機能別（By 
Function）] ホストグループの下にネストしてください。前の表でお客様が指定した IP 範囲（10.201.3.0/24）を入力し
ます。設定が完了したら、[保存（Save）] をクリックします。 

  

19. お客様の指定に従ってホストグループを設定できました。WKST1 システムのすべての Chrome ウィンドウを閉じます。 

 

シナリオのまとめ 

このシナリオでは、お客様から提供された IP アドレスデータに基づいてホストグループを作成しました。Web クライアント イ
ンターフェイスの [ホストグループ管理（Host Group Management）] を使用して、お客様のパブリック IP 空間を [すべてを捕
捉（Catch All）] グループに追加し、お客様の管理対象であるとマークしました。また、適切なホストグループを作成しました。 
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シナリオ 5. シスコルータの NetFlow 設定および検証 
お客様は、内部ルータに NetFlow を設定したいと考え、ベストプラクティスに従ってその設定を導入するよう依頼しています。 

ルータへの NetFlow 設定 

Stealthwatch ソリューションと連携するようにシスコのルータを設定します。IOS-XE 16.6.4 コード（dCloud トポロジの 
CSR）を実行している シスコ クラウド サービス ルータを設定します。ラボ全体で NetFlow と SNMP を設定します。 

 

1. WKST1 システムのデスクトップに戻り、[PuTTY] リンクをクリックします。 

 

2. [CSR] という名前の保存済みセッションをクリックし、[開く（Open）] をクリックします。 

 

3. 「login as:」プロンプトで admin と入力し、Enter を押します。 

4. 「Password:」プロンプトで C1sco12345 と入力し、Enter キーを押します。 

 

5. SSH で正常に認証された場合は、CSR# プロンプトが表示されます。 
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6. まず、次のコマンドを 1 つずつ入力し、各行の最後で Enter を押して、フローレコードを設定します。 

configure terminal 

flow record FLOW_RECORD 

description NetFlow record for Stealthwatch 

match ipv4 tos 

match ipv4 source address 

match ipv4 destination address 

match transport destination-port 

match transport source-port 

match interface input 

match ipv4 protocol 

collect interface output 

collect transport tcp flags 

collect ipv4 ttl minimum 

collect ipv4 ttl maximum 

collect counter bytes 

collect counter packets 

collect timestamp sys-uptime first 

collect timestamp sys-uptime last 

collect ipv4 dscp 

exit 
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7. 次のコマンドを 1 つずつ入力し、各行の最後で Enter を押して、フローエクスポータを設定します。 

flow exporter FLOW_EXPORTER 

description Export NetFlow to Stealthwatch 

destination 198.19.20.139 

transport udp 2055 

template data timeout 30 

option interface-table 

exit 

 

8. 次のコマンドを 1 つずつ入力し、各行の最後で Enter を押して、フローモニタを設定します。 

flow monitor FLOW_MONITOR 

record FLOW_RECORD 

exporter FLOW_EXPORTER 

cache timeout active 60 

cache timeout inactive 15 

exit 
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9. 次のコマンドを入力して、CSR ルーティング プラットフォームのインターフェイスを確認します。 

do show ip interface brief 

 

a. GigabitEthernet2 インターフェイスはアプライアンスと同じ IP 空間にあります。GigabitEthernet1 インター
フェイスは ASAv と同じ IP 空間にあり、インターネットの方向にありますが、GigabitEthernet3 インターフェ
イスは WKST1 と同じ IP 空間にあります。 

10. 次のコマンドを 1 つずつ入力し、各行の最後で Enter を押して、フローモニタをすべてのインターフェイスに割り当て
ます。 

interface range gig1-3 

ip flow monitor FLOW_MONITOR input 

end 

write memory 

  

11. CSR# プロンプトに戻ります。 

12. このデバイスで NetFlow が有効になり、正常に UDP Director に情報が送信されるようになりました。 

13. show flow exporter と入力し、Enter を押します。次の情報が表示されます。送信元 IP アドレスは、エクスポータが 
Stealthwatch 内で自身を識別する方法であることに注意してください。 
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14. また、ローカル CSR キャッシュにすでにフローがあるかどうかを確認することもできます。 

a. show flow monitor FLOW_MONITOR cache format table と入力して Enter を押します（列の折り返しが発
生する場合は、putty ウィンドウのサイズを大きくしてこのコマンドを再度入力することもできます）。 

 

b. CSR# プロンプトではなく「--More--」と表示されている場合は、Q を押すとプロンプトに戻ります。 

c. CSR# プロンプトが表示されたことを確認します。 

15. 最後に、次のコマンドを 1 つずつ入力し、各行の最後で Enter を押して、SNMP 読み取り専用アクセスを有効にします。 

configure terminal 

snmp-server community SupaSecretV2 RO 
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end 

write memory 

 

16. [Putty] ウィンドウを閉じます。 

17. ラボの次の部分に進んで、NetFlow レコードが受信されていることを検証します。 
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ルータでの NetFlow の検証 

お客様環境の CSR ルータで NetFlow が設定されたので、その機能を検証できます。 

1. まず、残りのラボシステムの CSR の反対側にある WKST1 からの接続をいくつか生成します。これらの接続により、
CSR は関連する NetFlow レコードを作成して UDP Director に転送し、UDP Director はそれらをフローコレクタに転送
します。 

2. WKST1 のデスクトップにあるショートカットを使用して Chrome Web ブラウザを開きます。 

 

3. Chrome で SMC のブックマークを選択し、SMC の Web インターフェイスにアクセスします。 

 

4. 以下のクレデンシャルを使用してアプライアンスにログインします。 

a. [ユーザ名（User Name）]：admin 

b. [パスワード（Password）]：C1sco12345 

 

5. [分析（Analyze）] メニューをクリックし、[フロー検索（Flow Search）] を選択します。 
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6. [拡張接続オプション（Advanced Connection Options）] をクリックして展開します。 

 

7. [エクスポータとインターフェイス（Exporters & Interfaces）] セクションが表示されるまで下にスクロールし、 
[選択（Select）] ボタンをクリックします。 

 

8. [FCNF] オブジェクトを展開し、[198.19.20.1] エクスポータを選択して、[適用（Apply）] をクリックします。 

 

9. [フロー検索（Flow Search）] で、CSR デバイスから受信したフローのみを表示するように設定しました。ウィンドウ
の上部までスクロールし、次のようにフィルタが表示されていることを確認して続行します。 
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10. ページの右上隅の [検索（Search）] ボタンをクリックします。 

 

11. 検索結果にフローレコードが返されていることを確認します。次のようにフローレコードが表示されていれば、エクス
ポータがフローコレクタに有効なフローデータを送信していて、フローコレクタがデータを処理できることがわかりま
す。結果が表示されない場合は、根本原因を特定するための追加のトラブルシューティングが必要になります。検索で
フローレコードが返された場合は、残りのラボを続行します。フローレコードが返されない場合は、検索フィルタが正
しいことを確認し、1 ～ 2 分待ってからもう一度試してください。UDPD ルールが正しいことを確認し、最後に CSR エ
クスポータの設定を確認してから続行してください。 

 

シナリオのまとめ 

このシナリオでは、Cisco IOS ルータで NetFlow を設定し、検証しました。次のラボに進むことができます。 
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シナリオ 6. シスコルータの ETA 設定および検証 
お客様は、レポートされたデータ内に ETA フローフィールドを含めることで、暗号化コンプライアンスに対応するとともに、
ネットワーク内の暗号化された悪意のあるフローを検出する機能についてご存知です。そのため、ネットワークデバイスで ETA 
を設定し、レポートメカニズムを使用できるように設定を依頼されています。 

ルータでの ETA 設定 

ここでは、ラボのルータで暗号化トラフィック分析（ETA）を設定します。IOS-XE 16.6.4 コード（dCloud トポロジの CSR）を
実行している シスコ クラウド サービス ルータを設定します。 

 

1. リモート コントロール セッションを介して WKST1 システムのデスクトップに戻り、[Putty] リンクをクリックします。 

 

a. [CSR] という名前の保存済みセッションをクリックし、[開く（Open）] をクリックします。 

 

i. 「login as:」プロンプトで admin と入力し、Enter を押します。 

ii. 「Password:」プロンプトで C1sco12345 と入力し、Enter を押します。 

  

b. SSH で正常に認証された場合は、CSR# プロンプトが表示されます。 
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2. まず、次のコマンドを 1 つずつ入力し、各行の最後で Enter を押して、フローレコードを設定します。 

configure terminal 

et-analytics 

ip flow-export destination 198.19.20.139 2055 

inactive-timeout 15 

interface range gig1-3 

et-analytics enable 

end 

write memory 

 

1. Chrome で新しいタブを開き、https://www.cisco.com に移動します。ページをロードしている間に、次の手順に
進みます。 

 

2. 新しい Chrome タブを開き、ブックマークを使用して UDPD に移動します。 

 

3. Chrome と、開いているすべての Putty ウィンドウを閉じます。 

4. WKST1 のデスクトップで、[Tor ブラウザの起動（Start Tor Bowser）] をダブルクリックします。 

 

5. Tor ブラウザを使用すると、インターネットに安全に接続できます。Tor ブラウザの上部の URL バーから、
www.openssl.org に移動します。 

https://www.cisco.com/
http://www.openssl.org/
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6. ページがロードされたら、ナビゲーションフィールドに my ip address と入力し、Enter を押します。 

 

7. 匿名化された Tor の IP アドレスを示す結果が表示され、「匿名プロキシ（Anonymous Proxy）」 という説明が付く可
能性があります。場合によっては、「IP アドレスを確認できません（Your IP address is unavailable）」 と表示され、
可能性の高い国や接続元だけがヒントとして表示されます。 

 

8. Tor ブラウザを閉じます。 

 

9. WKST1 のデスクトップから別の Tor ブラウザを開きます。 

10. ナビゲーションフィールドに my ip address と入力し、Enter を押します。 
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11. 新しい IP アドレス、または IP アドレスが確認できないことを示すメッセージが表示されます。 

 

12. Tor ブラウザを閉じます。 

13. WKST1 のデスクトップからさらに別の Tor ブラウザを開きます。 

14. Tor Web ブラウザで、最後にもう 1 つページを開きます。検索バーに youtube hd fireplace と入力し、Enter を押し
ます。 

 

15. [ビデオ（Videos）] をクリックします。 

 

16. ビデオサムネイルが表示されたら、再生時間が数時間ある YouTube の暖炉のビデオのいずれかをクリックします。 
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17. ビデオを匿名で視聴することに関する警告が表示された場合は、[ここで視聴（Watch Here）] オプションをクリックし
ます。Tor ブラウザでビデオの再生が始まります。（再生ボタンのクリックが必要な場合があります） 

 

18. ここでは Tor ブラウザを実行したままにします。 

19. WKST1 で Chrome ブラウザを開き、ブックマークを使用して SMC システムに移動します。 

 

a. 必要に応じて admin および C1sco12345 のクレデンシャルでログインします。 

20. [分析（Analyze）] > [フロー検索（Flow Search）] を選択します。 

 

21. 次のフロー検索パラメータを設定します。 
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a. [時間範囲（Time Range）] = [直近 30 分（Last Half Hour）] 

b. [サブジェクト（Subject）] の [ホストの IP アドレス（Host IP Address）] = 198.19.30.36（このフィールドに
入力した後 Enter を押す） 

c. [接続（Connection）] の [アプリケーション（Applications）]（[Select（選択）] ボタンを押す）= HTTPS お
よび HTTPS(unclassified) 

d. [検索（Search）] をクリックします。 

 

22. 結果を見やすくするために、レポートに表示される列を変更します。[列の管理（Manage Columns）] をクリックします。 

 

23. [フローテーブル列（Flow Table Columns）] フィルタの次の項目を変更します。 

a. [Connection（接続）] タブ 

i. [期間（Duration）] をオフにする 

ii. 「暗号化（Encryption）」で始まる 5 つのエントリをすべてオンにする  

iii. [合計バイト数（Total Bytes）] をオフにする 

b. [サブジェクト（Subject）] タブ 

i. [サブジェクトのバイト数（Uncheck Subject Bytes）] をオフにする 

ii. [サブジェクトホストグループ（Subject Host Groups）] をオフにする 

iii. [サブジェクトポート/プロトコル（Subject Port/Protocol）] をオフにする 

c. [ピア（Peer）] タブ 

i. [ピアのバイト数（Peer Bytes）] をオフにする 

ii. [ピアホストグループ（Peer Host Groups）] をオフにする 

iii. [ピアポート/プロトコル（Peer Port/Protocol）] をオフにする 

d. [設定（Set）] をクリックします。 

24. 結果をスクロールします。フローレコードの [暗号化（Encryption）] フィールドに、一部データが表示されていること
を確認してください。 
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25. [列の管理（Manage Columns）] をクリックして、今後のラボ演習のためにフィルタをリセットします。 

 

a. [デフォルトの復元（Restore Defaults）] をクリックし、[Set（設定）] をクリックします。 

 

26. これで、Cisco IOS-XE ルータでの NetFlow と ETA の設定と検証が完了しました。WKST1 で開いているすべてのウィ
ンドウとアプリケーションを閉じます。 

a. Stealthwatch のフローセンサー アプライアンスは、ETA のエクスポートもサポートしていることに注意してく
ださい。前のラボシナリオでフローセンサーの設定を完了したときに、この機能も設定済みです。 
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Stealthwatch での ETA の表示およびフィルタリング 

お客様は、PCI 要件に関するレポートについて、いくつかカスタマイズしたいと考えています。お客様はいくつか特定のニーズを
お持ちで、そのためには Stealthwatch が一致条件に基づいて着信フローデータを常に監視する必要があります。また、カスタム
レポートの利用も希望されています。お客様がすぐにソリューションの恩恵を受けることができるようにしましょう。お客様か
ら、PCI データセキュリティ スタンダード（PCI/DSS）に対する最近の変更に準拠していることを確認できるレポートを作成す
るよう依頼されています。この場合、新しい要件であるため、PCI デバイスの環境内で SSL TLS 1.0 を使用していないことを確
認する必要があります。 

1. Chrome で SMC にログインしていることを確認し、必要に応じて admin および C1sco12345 を使用してログインします。 

 

2. 監査チームが調査を希望する最初の問題は、SSL TLS バージョンに関する新しい PCI/DSS 要件に対して、準備が整って
いることを確認することです。SSL TLS 1.1 以降を実行している必要があります（TLS 1.2 を推奨）。PCI システムが 
TLS 1.0 を実行していないことを確認しましょう。 

a. Web インターフェイスで [分析（Analyze）]、[フロー検索（Flow Search）] の順に選択します。 

 

b. [検索タイプ（Search Type）] を [フロー（Flow）] に設定します。 

 

c. [時間範囲（Time Range）] を [過去 8 時間（Last 8 Hours）] に設定します。 

 

d. [検索名（Search Name）] を [PCI TLS 1.0 調査（PCI TLS 1.0 Investigation）] に設定します。 

 

e. [返される最大レコード数（Max Records Returned）] を 10,000 に設定します。 
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f. [サブジェクト（Subject）] の [ホストグループ（Host Groups）] の [選択（Select）] ボタンをクリックしま
す。[サブジェクト（Subject）] の [ホストグループ（Host Groups）] を [PCI デバイス（PCI Devices）]（[内
部ホスト（Inside Hosts）] > [機能別（By Function）] > [PCI デバイス（PCI Devices）]）に設定し、[適用
（Apply）] をクリックします。 

  

g. [接続（Connection）] の [アプリケーション（Applications）] の [選択（Select）] ボタンをクリックします。
[HTTPS] と [HTTPS(unclassified)] の両方を選択し、[適用（Apply）] をクリックします。 

 

h. [フロー検索（Flow Search）] フォームの右上隅にある [検索（Search）] をクリックします。レポートの実行
およびデータの提供には数分かかります。レポートが 100% 完了するまで待ちます。（100% になるまでは、
部分的なデータ調査結果が表示されます） 

 

i. [列の管理（Manage Columns）] をクリックします。ポップアップが表示されるまで数秒かかる場合があります。 

 

i. ポップアップウィンドウの下部にある [すべて選択解除（Deselect all）] をクリックします。これによ
り、すべてのタブのすべてのフィールドが削除されます。 
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ii. 次の列のみを選択します。 

1. [Connection（接続）] タブ 

a. [開始（Start）]、[期間（Duration）]、[アプリケーション（Application）]、および 
5 つある [暗号化...（Encryption...）] のオプションをすべて選択します。 

2. [サブジェクト（Subject）] タブ 

a. [サブジェクトホストグループ（Subject Host Groups）]、[サブジェクト IP アドレ
ス（Subject IP Address）]、[サブジェクトの方向（Subject Orientation）] を選択
します。 

3. [ピア（Peer）] タブ 

a. [ピアホストグループ（Peer Host Groups）]、[ピア IP アドレス（Peer IP Address）]、
および [ピアポート/プロトコル（Peer Port/Protocol）] を選択します。 

4. 以上の列のみが選択されていることを確認し、[Set（設定）] をクリックします。 

5. これで必要な列が表示され、結果をフィルタリングして続行できます。 

j. [暗号化 TLS/SSL バージョン（Encryption TLS/SSL Version）] フィールドを探します。 

i. 注 1：ディスプレイのサイズによっては、右側のフィールドが表示しきれない場合があります。その場
合は、ウィンドウの下部にスクロールし、左右のスライダバーで右にスクロールした後、ページの上
部にスクロールしてフィルタフィールドを見つける必要があります。 

ii. 注 2：ディスプレイサイズによっては、フィールド名が一部しか表示されない場合があります。下に
「Ex 1.0」と表示されているフィルタがある [暗号化...（Encryption...）] を探します。 

 

 

k. このフィルタフィールドに 1.0 と入力します。 

 

l. PCI デバイスで TLS 1.0 が使用されているすべてのフローが表示されます。これらすべてのフローについて、
[サブジェクト IP アドレス（Subject IP Address）] が 10.201.3.51 であることに注意してください（この列を
表示するには、ページの左側へのスクロールが必要な場合があります）。 
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m. ここで使用されている TLS バージョンについて、お客様に報告する必要があります。これらのリモートシステ
ムは、英国にあるお客様のネットワークの外部に配置されているため、お客様にとって重要ではない可能性が
ありますが、それでも報告する必要があります。この機能（暗号化データの取得とレポート）は、シスコの 
ETA 機能に含まれています。 

   

3. 後でこの情報を確認したい場合は、すでに説明したとおり現在のテーブルを csv ファイルにエクスポートできますが、
それ以外にも検索を保存したり、結果を保存したりすることもできます。ここでは、いずれのタスクも実行しないでく
ださい。 
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Stealthwatch ETA 暗号化監査アプリケーションの使用 

前のシナリオでは、特に ETA ベースの暗号化データを扱う Stealthwatch アプリケーションをインストールしました。ここで
は、このアプリケーションから提供された情報を確認します。 

1. [ダッシュボード（Dashboards）] をクリックし、メニューから [ETA 暗号化監査（ETA Cryptographic Audit）] を選択
します。 

  

2. 次のフィールドを設定します。 

a. [開始日時（Start Date Time）]：ラボの開始日より前の日付を設定します 

b. [終了日時（End Date Time）]：明日の日付を設定します 

3. [ホストグループの選択（Select Host Groups）]、[内部ホスト（Inside Hosts）]、[適用（Apply）] の順にクリックします。 

 

4. [検索（Search）] をクリックします。 

 

5. 表示された結果を確認します。 
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a. ここから各エントリに関連するフローを表示したり、データを CSV ファイルとしてダウンロードしたり、 
レポートを生成したりできます。今回はこれらのアクションを実行しないでください。 

6. このレポートについて、次のような疑問が出てくるはずです。直前のクエリで表示された TLS 1.0 が表示されないのは
なぜでしょうか。 

a. その答えは非常にシンプルです。このダッシュボード/アプリケーションは、暗号化フローの終点である内部ホ
スト（サーバとして機能しているホスト）に特化しています。前のクエリでも内部ホストを調べていました
が、環境を出てデータセットの一部となったフローが含まれていました。前のクエリを振り返ってみると、 
これら TLS 1.0 接続のリモートエンドは、英国のネットワークの外部にあるサーバでした。 

 

シナリオのまとめ 

このシナリオでは、CSR ネットワークデバイスで ETA フローを有効にしました。また、サポートされているネットワークデバイ
スからのフローに組み込まれたシスコの ETA データを使用して、お客様が PCI 基準に準拠していることを確認するための Web 
ベースの検索を作成しました。さらに、この目的に特化した Stealthwatch アプリケーションで ETA データを表示しました。 
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シナリオ 7. カスタム セキュリティ イベント 
フローデータがお客様環境内で適切に分類されたら、さらなるカスタマイズとレポートに着手できます。製品内には、組み込み
のドキュメントやレポートが多数用意されています。ほとんどの場合、これらを使用してお客様の目標を達成できます。ただ
し、場合によってはソリューションをカスタマイズする必要があります。 

お客様は、PCI 環境と一般的なインターネットの使用について、いくつかカスタマイズしたいと考えています。お客様はいくつか
特定のニーズをお持ちで、そのためには Stealthwatch が一致条件に基づいて着信フローデータを常に監視する必要があります。
また、カスタムレポートの利用も希望されています。お客様がすぐにソリューションの恩恵を受けることができるようにしま
しょう。 

カスタム セキュリティ イベントの作成 

お客様の金融取引処理デバイスが、ある PCI 規制の対象になっています。お客様は、これらのデバイスがインターネット上の 
未認可ホストと通信していないことを確かめ、未認可トラフィックが発生した場合には通知を受け取りたいと希望しています。
そこで、認可済みの外部 IP アドレスを含むホストグループを作成し、その後、認可済みホスト グループからのトラフィック 
以外の未認可のネットワークトラフィックをトリガーとするカスタム セキュリティ イベントを作成します。 

 

1. WKST1 上の Chrome で SMC のブックマークを選択し、SMC にアクセスします。 

2. SMC Web インターフェイスで、[設定（Configure）] > [ホストグループ管理（Host Group Management）] の順にク
リックします。 

 

3. [ホストグループ名でフィルタ（Filter by Host Group Name）] フィールドに Trusted と入力し、Enter を押します。 

  

4. [信頼できるインターネットホスト（Trusted Internet Hosts）] のアクションアイコンを選択し、メニューから [ホスト
グループの追加（Add Host Group）] を選択します。 
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5. 次の値を使用してホストグループを設定します。 

a. [名前（Name）]：Authorized Outside PCI Hosts 

b. [範囲（Ranges）]：206.128.157.0/24 

 

c. [保存（Save）] をクリックします。 

6. [設定（Configure）] メニューをクリックし、[ポリシー管理（Policy Management）] メニュー項目を選択します。 
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7. [カスタムイベント（Custom Events）] タブがデフォルトでアクティブになっています。[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。 

 

8. 次の値に基づいてカスタム セキュリティ イベントを設定します。 

a. [名前（Name）]：Unauthorized PCI Traffic 

b. [説明（Description）]：認可済み PCI グループ以外の外部ホストと PCI ホストとの間のネットワークトラ
フィックに対するアラート（Alerts on network traffic between PCI hosts and Outside hosts not in the 
Authorized PCI group） 

 

9. ウィンドウの [検索（Find）] ペインで、次の設定手順を実行します。 

a. [+] ボタンをクリックして、このカスタム セキュリティ イベントに新しいルールを追加します。 

 

b. リストから [サブジェクトホストグループ（Subject Host Groups）] を選択します。 

 

c. 検索フィールドに PCI と入力し、Enter を押します。 
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d. [PCI デバイス（PCI Devices）] ホストグループの前にある円形アイコンをクリックします。チェックマークが
表示されます。 

 

e. [適用（Apply）] をクリックします。 

 

f. 次のような設定が表示されます。再度 [+] ボタンを押して、ルールパラメータの設定を続行します。 

 

g. リストから [ピアホストグループ（Peer Host Groups）] を選択します。 

 

h. [外部ホスト（Outside Hosts）] ホストグループの前にある円形アイコンをクリックします。チェックマークが
表示されます。[適用（Apply）] はまだクリックしないでください。 
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i. 検索フィールドに Authorized と入力し、Enter を押します。 

 

j. [認可済み外部 PCI ホスト（Authorized Outside PCI Hosts）] の前にある円を 2 回クリックすると、[X] アイコ
ンが表示されます。以上で、ピアマッチングの際に外部ホストを含め、認可済み外部 PCI ホストを除外するよ
う設定できました。 

 

k. [適用（Apply）] をクリックします。 

 

l. 次のような設定が表示されます。

 

m. [保存（Save）] をクリックします。 

 

10. リストに新しいルールが表示されます。 



デモンストレーションガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 118/270 ページ 

 

11. このルールを有効にします。ルールを確認したら、[ステータス（Status）] 列のトグルボタンをクリックして、[オフ
（Off）] から [オン（On）] に切り替えます。 

 

12. 前と同じ手順および方法を使用して、次の場合に起動する追加のカスタム セキュリティ イベントを作成します。 

a. 外部ホスト（ただし信頼されているインターネットホストは除く）がクライアントとして動作し、リモートデ
スクトップ、SSH または Telnet を介して内部ホストと通信した場合。 

i. ヒント：目的とする結果を得るために、ルールの [サブジェクトホストグループ（Subject Host 
Groups）]、[ピアホストグループ（Peer Host Groups）]、[ピアアプリケーション（Peer 
Application）]、[サブジェクトの方向（Subject Orientation）] の各フィールドを活用します。 

 

13. 以上で、お客様のカスタム セキュリティ イベントの作成が正常に完了しました。これでお客様に、作成した IT セキュ
リティポリシーに違反するネットワーク内の特定の動作について通知されるようになります。次のラボ手順に進みます。 
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シナリオのまとめ 

このシナリオでは、PCI トランザクションに関するお客様の IT セキュリティポリシーに違反したネットワークトラフィックを明
らかにするための、カスタム セキュリティ イベントを作成しました。また、デスクトップクライアントでダッシュボードとして
使用できるカスタムドキュメントの作成方法についても学習しました。  



デモンストレーションガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 120/270 ページ 

シナリオ 8. Stealthwatch デスクトップクライアントへのアクセス 
ここまでは、主に Stealthwatch Web UI の使用方法を学んできました。ここからは、必要に応じて Stealthwatch デスクトップ
クライアント（Java）を使用します。現在、ソリューションからこのクライアントを除外する方向で開発が行われていることに
注意してください。今日、ほとんどのタスクは Web UI 内で実行できますが、Java ベースのクライアントの使用が必要な場合も
あります。まずクライアントをインストールしてアクセスした後、クライアントのインターフェイス内から必要な実装タスクを
実行します。 

 

1. SMC デスクトップクライアントをインストールします。SMC Web ページの右上にある [デスクトップクライアント
（Desktop Client）] ボタンをクリックします。 

 

a. Web ブラウザで、Stealthwatch デスクトップクライアントのインストーラファイルがダウンロードされます。
[保存（Save）] をクリックします。 

 

b. ダウンロードが完了したら、Chrome ウィンドウの左下にある新しい exe ファイルをクリックします。クリッ
ク後、しばらく待ちます。 

 

c. UAC のプロンプトが表示されたら、[はい（Yes）] をクリックします。 
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d. インストーラの [次へ（Next）] をクリックします。 

 

e. [次へ（Next）] をもう一度クリックします。 

 

f. [終了（Finish）] をクリックしてインストールを完了します。 
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g. WKST1 デスクトップで開いているすべてのアプリケーションを最小化し、新しい Cisco Stealthwatch アイコ
ンを見つけます。 

 

2. 先ほど作成した Cisco Stealthwatch v7.1.2 アプリケーションのアイコンをダブルクリックします。 

3. 次のクレデンシャルを使用してログインします。 

a. [ユーザ名（Username）]：admin 

b. [パスワード（Password）]：C1sco12345 

c. [SMC サーバ名（SMC Server Name）]：198.19.20.136 

d. [サインイン（Sign In）] をクリックします。 
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e. [はい（Yes）] をクリックして SMC 自己署名証明書を信頼します。 

 

4. [閉じる（Close）] をクリックして、前回のログイン情報を確認します。 

 

5. SMC デスクトップクライアントのインターフェイスが表示されます。[ドメイン「FETRAINING」のプロパティ
（Properties for Domain “FETRAINING”）] が表示されるまでに、少し時間がかかる場合があります。 

a. ここでは、クライアントとすべてのポップアップウィンドウを開いたままにします。 
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アーカイブ時間 

[アーカイブ時間（Archive Hour）] の値により、Stealthwatch ドメイン内でデータ収集の新しい 1 日が開始する時刻が指定
され、その時刻の High Concern Index や High Target Index などのインデックス数がリセットされます。お客様環境では、
アーカイブ時間を、Stealthwatch のプライマリユーザ/管理者が位置するタイムゾーンの午前 0 時に設定します。 

1. ここでは、お客様は GMT/UTC タイムゾーンにあるダブリンにいます。[アーカイブ時間（Archive Hour）] をそのタイ
ムゾーンの深夜にするには、0 GMT に変更する必要があります。 

 

2. 値を 0 に設定したら、[OK] をクリックします。 
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SMTP 

Stealthwatch がアラームと定期レポートを電子メールで送信できるようにするには、SMC で SMTP リレーサーバを定義する必
要があります。お客様から、次の SMTP サーバリレーアドレスと、SMC がメッセージの送信に使用できる電子メールアドレスが
提供されています。 

[送信元電子メールアドレス（From Email Address）]：Stealthwatch@fetraining.local 

[SMTP リレーアドレス（SMTP Relay Address）]：  

1. 左ペイン（エンタープライズツリー）で SMC オブジェクトを選択して右クリックし、[設定（Configuration）]  
メニューを選択して、[プロパティ（Properties）] メニュー項目を選択します。 

 

2. SMC プロパティウィンドウが表示されたら、左側にある [SMC] メニューを選択し、2 つのフィールドに次の値を入力
して、[OK] をクリックします。 

a. [送信元電子メールアドレス（From Email Address）]：Stealthwatch@fetraining.local 

b. [SMTP リレーアドレス（SMTP Relay Address）]：198.19.20.134 

c. [OK] をクリックします。 

 

mailto:Stealthwatch@fetraining.local
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注：[SMTP リレーアドレス（SMTP Relay Address）] の値には、有効な SMTP サーバの IP アドレスまたは DNS 名を指定でき
ます。指定されたサーバでは、SMC IP アドレスから SMTP サーバを通じてメールをリレーできるようにする必要があります。
その場合、SMTP サーバについてお客様環境で設定の変更が必要になることがあります。[送信元電子メールアドレス（From 
Email Address）] の値は、お客様環境内の有効なメールボックスである必要はありませんが、ドメイン名とお客様の電子メール
アドレスの DNS ドメイン名が一致していることが推奨されます。SMC が電子メールを送信すると、[送信元電子メールアドレス
（From Email Address）] フィールドに入力した値が、SMC から送信される定期レポートとアラームの送信者になります。 
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エクスポータ SNMP の設定 

Stealthwatch では SNMP を使用して、NetFlow をフローコレクタに送信するエクスポータ インターフェイスのインターフェイ
ス名、タイプ、説明、および速度を取得します。Stealthwatch では、設定の異なる複数の SNMP コミュニティストリングを使用
できます。次に SMC で、お客様のエクスポータデバイスのポーリングに使用する SNMP コミュニティストリングを設定します。 

1. SMC デスクトップ クライアント ウィンドウの左ペインで [FETRAINING] ドメインをクリックして、オブジェクトを強
調表示します。 

 

2. 上部のナビゲーションバーから [設定（Configuration）] メニューをクリックし、[エクスポータの SNMP 設定
（Exporter SNMP Configuration）] メニュー項目を選択します。 

 

3. [追加（Add）] をクリックします 
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a. [エクスポータの SNMP 設定の追加（Add Exporter SNMP Configuration）] ウィンドウが表示されます。次に
示す SNMP 設定の値を指定し、[OK] をクリックします。 

i. [名前（Name）]：Standard v2 String 

ii. [バージョン（Version）]：2c 

iii. [ポート（Port）]：161 

iv. [ポーリング（Polling）]：60 分ごと（every 60 minutes） 

v. [コミュニティ（Community）]：SupaSecretV2 

vi. [OK] をクリックします。 
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注：実稼働環境では、SNMP トラフィックを削減して SMC とエクスポータに対する負荷を軽減するために、ポーリング間隔を 
720 分（12 時間）以上に設定することを推奨します。dCloud のラボ環境では、ラボ向けに低い値に設定されています。 

 

4. 設定を保存した後、メインの SNMP 設定ページで、[デフォルト（Default）] のドロップダウンメニューの値を 
[Standard v2 String] に変更し、[OK] をクリックします。 
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5. お客様から提供された情報に基づいて、SNMP コミュニティストリングを作成できました。ラボの次の手順に進みます。 

 

注：Stealthwatch では複数の SNMP 設定を作成できます。ごく稀に、お客様がすべてのネットワークデバイスで SNMP コミュ
ニティストリングを 1 つだけ使用している場合があります。一部のデバイスでは SNMP v2 を使用し、別のデバイスでは SNMP 
v3 を使用する場合もあります。これらすべての設定がサポートされています。最も多く使用されているコミュニティストリング
を「デフォルト」のコミュニティストリングとして選択します。SMC はデフォルトのコミュニティストリングを使用して、すべ
てのデバイスとの通信を試みます。異なるコミュニティストリングを必要とするデバイスでは、個々の SNMP の設定を SMC 内
でデバイスごとに手動で行うことができます。 

 

シナリオのまとめ 

必要なインストールタスクとして、Stealthwatch デスクトップクライアントをインストールして使用しました。このインター
フェイスは、タスクが必要とする機能に応じて、Web UI とともに引き続き使用します。一部のタスクはどちらのインターフェイ
スでも完了できますが、長期的には、新しく公開されるバージョンの Stealthwatch で Web UI をサポートするようになるため、
Web UI を使用する方が多くなります。 
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シナリオ 9. フローデータとエクスポータの検証 
すべての Stealthwatch アプライアンスを設定し、デスクトップクライアントをインストールしたので、次に Stealthwatch がお
客様の既存のネットワーク環境からのフローデータを適切に処理していることを確認します。SMC のフローコレクタ ダッシュ
ボードのドキュメントを使用して、FC がお客様のエクスポータデバイスからの NetFlow データを認識していることを確認しま
す。また、特定のエクスポータからのデータを確認し、Stealthwatch 用に適切にフォーマットされているかどうか判定します。 

エクスポータの正常性 

フローデータを Stealthwatch に送信する、対象となるすべてのネットワークデバイスが、SMC インターフェイスでエクスポー
タとして表示されることを確認することが重要です。お客様のインベントリ内のネットワークデバイスが Stealthwatch に表示さ
れない場合は、お客様のネットワークのその部分を可視化できていない可能性があります。これは、そのデバイスが NetFlow 
データを送信するように設定されていないか、Stealthwatch に対する NetFlow トラフィックを何かがブロックしていることが原
因だと考えられます。 

さらに SMC に表示されるデバイスについても、送信されるフローデータが Stealthwatch 用に最適化されて表示されることを確
認する必要があります。NetFlow データをフローコレクタに（この例では UDPD を使用して）送信するエクスポータ（ルータ、
スイッチ、ファイアウォールなど）で、最適な NetFlow 設定がなされていることを確認します。 

お客様から、Stealthwatch プロジェクトの対象としてフローデータを送信するネットワークデバイスのリストが提供されています。 

• 172.16.16.1 

• 172.16.16.2 

• 172.16.16.3 

• 172.16.16.4 

• 172.16.16.50 

• 172.16.16.100 

• 172.16.16.200 

• 198.18.128.138 および 198.19.20.138（フローセンサー） 

 

1. WKST1 で Stealthwatch デスクトップクライアントに戻るか、または開きます。必要に応じて admin および 
C1sco12345 のクレデンシャルでログインします。 

 

2. ヒントが表示されたら、[閉じる（Close）] をクリックします。 

3. 画面左側の [エンタープライズ（Enterprise）] ツリー で、[FETRAINING] ドメインを展開し、[フローコレクタ
（FlowCollectors）] コンテナを展開して、[FCNF] フローコレクタをダブルクリックします。 
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4. [フローコレクタダッシュボード（FlowCollector Dashboard）] ドキュメントが表示されます。 

a. [フローコレクタダッシュボード（Flow Collector Dashboard）] では、ドキュメントの上部に統計情報ペイン
があり、この FC で処理される NetFlow トラフィックの量に関する詳細が表示されます。 

b. ドキュメントの中央にある [フローコレクショントレンド（Flow Collection Trend）] ペインには、FC が処理
している 1 秒あたりのフロー数（FPS）が、エクスポータごとに時系列で表示されます。 

c. ドキュメントの下部にある [フローコレクションステータス（Flow Collection Status）] ペインには、エクス
ポータと、この FC に送信している各エクスポータで処理される NetFlow データに関する情報が表示されます。 

 

5. [フローコレクショントレンド（Flow Collection Trend）] ペインで、フローコレクタの現在の FPS ロードを確認しま
す。各フローコレクタモデルは、パフォーマンスを低下させずに処理できる FPS の値で評価されます。特に初期のイン
ストールでは、各 FC が過負荷になっていないことを確認してください。 
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6. [フローコレクションステータス（Flow Collection Status）] ペインには、使用可能なすべての列がデフォルトで表示さ
れるわけではありません。次に、FC が受信するフローデータの質を判定するためのデータを、このドキュメントの
ビューに追加します。 

7. [フローコレクションステータス（Flow Collection Status）] ペインで、[エクスポータ（Exporter）] などの列ヘッダー
を右クリックし、[列の管理（Manage Columns）] メニュー項目を選択します。 

 

8. [列の管理（Manage Columns）] 画面が表示され、ドキュメントで必要な列を選択して追加できます。 

 

9. 追加で次の列エントリの横にあるボックスにチェックマークを入れ、[OK] をクリックします。 

a. [現在のフローレート（Current Flow Rate）（fps）] 

b. [前回のエクスポート（Last Export）] 

c. [最長期間エクスポート（秒）（Longest Duration Export (seconds)）] 

10. このビュー内の列をいくつか確認してみましょう。 

a. [エクスポータ（Exporter）] 列には、FC に対する NetFlow データの送信元であるデバイスの IP アドレスが表
示されます。SMC が DNS で逆引き参照（PTR）レコードを特定できた場合は、DNS 名も表示されます。対象
となるすべてのデバイスがリストに表示されていることを確認してください。対象でありながらここに表示されな
いデバイスについては、NetFlow データが処理されないため、表示されない原因を調査する必要があります。 
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b. [現在のフローレート（Current Flow Rate）] 列には、ドキュメントが前回更新されてから、エクスポータから 
FC に送信されている現在の FPS の値（1 秒あたりのフロー数）が表示されます（デフォルトでは 5 秒ごと）。
この値が空白であるか、非常に低い数値である場合は、対象のすべてのインターフェイスからデータがエクス
ポートされるようデバイスが設定されていない可能性があります。 

c. [前回のエクスポート（Last Export）] 列には、前回エクスポータからフローレコードを受信した日付と時刻が
表示されます。アクティブなフローが処理されている限り、フローデータを毎分送信するようにデバイス設定
する必要があるため、ほとんどの環境ではこの値が現在時刻に近くなります。デバイスによっては、トラ
フィックレベルが非常に低いネットワークや、特定の時間帯のみアクティブになる冗長ネットワークリンクに
設置されている場合があります。ただし通常は、このフィールドのタイムスタンプが現在でない場合は、エク
スポータからのデータ受信に何らかの問題がある可能性があります。 

d. [エクスポータのタイプ（Exporter Type）] 列には、フローデータを送信するデバイスを FC が認識する方法が
示されます。ほとんどのルータやスイッチはエクスポータとして表示されますが、特に Cisco ASA やフローセ
ンサー アプライアンスなど、その他の特定のデバイスが認識される場合もあります。フィールドが空白である
か、[不明なエクスポータ（Unknown Exporter）] と表示されている場合、FC はデバイスからエクスポートさ
れているフローレコードを正しく認識できていない可能性があります。 

e. [フロータイプ（Flow Type）] 列には、エクスポータから生成される NetFlow のバージョンの詳細が示されます。 

f. [最長期間エクスポート（Longest Duration Export）] 列には、最も長い期間アクティブであったフロー（最初
のパケットから最後のパケットまで）の合計時間（秒）が表示されます。実際には、このフィールドは、エク
スポータの NetFlow エクスポート設定で「アクティブタイムアウト」値が正しく設定されているかどうかを示
します。アクティブタイムアウトの値は、すべてのエクスポータについて 60 秒に設定してください。そのため 
[最長期間エクスポート（Longest Duration Export）] 列に表示される値は、約 60 秒になります。数百秒また
は数千秒の値である場合は、デバイスのアクティブタイムアウトの値が正しく設定されていることを確認する
必要があります。 

g. [SNMP ステータス（SNMP Status）] 列には、SMC が SNMP 経由でエクスポータを正常にポーリングして、
追加のインターフェイスデータを収集できるかどうかが示されます。SMC がエクスポータと通信できない場合
は、エラーが表示されます。これらのエラーについては、お客様環境で調査を行い、エクスポータに対して
誤った SNMP コミュニティストリングが使用されていないか、ファイアウォールルールや ACL によって SMC 
からエクスポータデバイスへのネットワークトラフィックがブロックされていないかなどを判断します。 

11. 次に、利用可能なデータに基づいて、お客様環境内のエクスポータのステータスを評価します。次の質問に対する状況
を判断します。 

a. 不明なエクスポータとして表示されているエクスポータはあるか。 

i. エクスポータでの NetFlow テンプレート設定が誤っている可能性があります。 

b. [フロータイプ（Flow Type）] フィールドが不明または空白になっているエクスポータはあるか。 

i. エクスポータでの NetFlow テンプレート設定が誤っている可能性があります。 

c. [前回のエクスポート（Last Export）] の値が現在のタイムスタンプではないエクスポータはあるか。 

i. 以前有効であったエクスポータが、ネットワークによってブロックされているかオフラインになってい
ると考えられます。デバイス上でエクスポートタイマーが誤って設定されている可能性もあります。 

d. [最長期間フロー（Longest Duration Flow）] の値が 60 秒を大幅に超えているエクスポータはあるか（フロー
センサーを除く）。 



デモンストレーションガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 136/270 ページ 

i. エクスポータのアクティブタイマーの設定が正しくないと考えられます。1 分（60 秒）に設定してく
ださい。 

e. [SNMP ステータス（SNMP Status）] フィールドにエラーが表示されているエクスポータはあるか（SNMP 経
由で SMC によってクエリされないため、FS では NA と表示されます）。 

i. SMC がエクスポータ（FW、ACL など）に到達できないか、このデバイスの SNMP が SMC で正しく
設定されていません。このラボでは、これに対するアクションは必要ありません。 

12. プロジェクトの対象エクスポータのリストにあるエクスポータのうち、FC のエクスポータリストに表示されていないエ
クスポータはあるか。 

注：フロー センサー アプライアンスは [フローコレクションステータス（Flow Collection Status）] セクションにエクスポータ
として表示されますが、正常に機能しているかどうかについて、他のエクスポータと同じ基準を適用する必要はありません。 
特に [最長期間フロー（Longest Duration Flow）] と [SNMP ステータス（SNMP Status）] は無視して構いません。 

エクスポータについては、導入の初期段階で潜在的な問題を特定することが重要です。お客様がネットワークデバイスの設定を
変更して問題を修正する場合には、時間がかかる可能性があるためです。 

このシミュレートされた環境では、FE が修正のためにエクスポータ上で実施するアクション項目はありません。お客様環境で
は、FE はエクスポータのリストを CSV ファイルとしてエクスポートし、調査が必要なデバイスとその理由を示したリストをお
客様用に作成してください。 

13. エクスポータが 1 つ欠落しています。エクスポータ 172.16.16.4 が FC に表示されていません。このエクスポータデバ
イスの潜在的な問題について、トラブルシューティングを行います。 
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フローコレクタへの NetFlow トラフィックの検証 

エクスポータ 172.16.16.4 が、[フローコレクタダッシュボード（Flow Collector Dashboard）] ドキュメントに、フローデータ
の送信元として表示されていません。この問題の根本原因を特定する必要があります。FC アプライアンスでパケットキャプチャ
を実行し、エクスポータからの NetFlow トラフィックが FC に到達しているのに正しく処理されていないのか、それともまった
くトラフィックが到達しないのかを判断します。この環境では、フローレコードはエクスポータによって作成され、その後 UDP 
Director に送信されます。UDP Director はルールに基づいてそれを FC に転送します。FC からエクスポータへと逆方向に確認す
ることで、トラブルシューティング プロセスを開始します。 

 

1. Chrome を開き、FC のブックマークを選択して FC 管理インターフェイスにログインします。 

a. 認証のプロンプトが表示されたら、ユーザ名：admin、パスワード：C1sco12345 を入力します。 

2. [サポート（Support）] メニューをクリックし、[パケットキャプチャ（Packet Capture）] メニューオプションを選択し
ます。 

 

3. FC に表示されない最初のエクスポータの IP アドレスに対して、パケットキャプチャを 5 分間実行します。次の値を使
用して、パケットキャプチャ設定を構成します（次のページで続行）。 

a. [名前（Name）]：Exporter1 

b. [インターフェイス（Interface）]：eth0 

c. [ホスト IP アドレス（Host IP Address）]：172.16.16.4 

d. [ポート（Port）]：すべて（Any） 

e. [時間（Duration）]：300 

f. [パケット数（Packets）]：5000 
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4. パケットキャプチャページの [開始（Start）] ボタンをクリックして、パケットキャプチャを開始します。 

5. パケットキャプチャが、このページの [キャプチャ（Captures）] セクションに表示されます。 

 

6. [サイズ（バイト）（Size(bytes)）] 列を確認します。0 バイトのままになっているため、キャプチャが現在のフィルタ
に基づいてデータを収集していないことがわかります。60 秒後（[時間（Duration）] 列）、十分に時間が経過したとこ
ろで [キャプチャの停止（Stop Capture）] ボタンをクリックします。 

a. 注：実稼働環境では、設定の正しくないエクスポータがトラフィックを送信するのに時間がかかる可能性があ
るため、より長時間キャプチャすることをお勧めします。 

7. キャプチャを停止した後、サイズが 24 バイトに変わっています。これは pcap ファイルの基本フォーマットですが、 
開いて確認します。 

8. キャプチャの [名前（Name）] フィールドがリンクになり、キャプチャファイルをダウンロードしてパケットアナライ
ザでレビューを行うことができます。[Exporter1] リンクをクリックし、[保存（Save）] をクリックします。 

 

9. Chrome ブラウザでファイルがダウンロードされ、ブラウザウィンドウの左下隅にダウンロードリンクが表示されます。
Exporter1.pcap ファイルをクリックして、ローカルにインストールされている Wireshark アプリケーションで開きます。 
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10. Wireshark が開き、空白の画面が表示されます。指定したキャプチャ設定に基づいてキャプチャされたパケットはな
かったようです。FC は 172.16.16.4 エクスポータからデータを受信していません。Wireshark を閉じます。 

 注：プロンプトが表示されても Wireshark をアップグレードしないでください。ラボでは必要ありません。 

注：[キャプチャ（Captures）] セクションにリストされているパケットキャプチャのサイズが 24 バイトであれば、キャプチャ
されたデータがないと推測できます。 

11. 念のため、次の設定で FC でパケットキャプチャを実行し、パケットキャプチャによってすべての NetFlow トラフィッ
クをキャプチャできることを確認します。 

a. [名前（Name）]：AllNetFlow 

b. [インターフェイス（Interface）]：eth0 

c. [ホスト IP アドレス（Host IP Address）]：（このフィールドは空白のままにする） 

d. [ポート（Port）]：netflow (2055) 

e. [時間（秒）（Duration (seconds)）]：300 

f. [パケット数（Packets）]：5000 
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注：NetFlow のパケットキャプチャでは、Flexible NetFlow v9/IPFIX のフローテンプレートパケットをキャプチャするために、
パケットキャプチャの時間を長くする場合があります。NetFlow v9 または IPFIX では、NetFlow レコード内のフィールドをカス
タマイズできます。Stealthwatch のようなソリューションで、フローレコード内の各種のフィールドを理解するために、フィー
ルドをマッピングするフローテンプレートを X パケットごとに送信する必要があります。エクスポータの設定によっては、イン
デックスパケットの受信まで時間がかかる場合があります（30 分以上）。NetFlow レコードをキャプチャしていて、フローレ
コード自体にドリルダウンできない場合は、キャプチャの実行時間が足りなかった可能性があります。100,000 を超えるパケッ
トをキャプチャする必要がある場合は、コマンドラインで tcpdump を使用する必要があります。コンソールコマンドを実行する
場合は、パケットキャプチャで使用されるハードディスク容量に注意してください。コマンドラインで tcpdump を使用する場合
は、アプライアンスからレビュー用に転送されたパケットキャプチャファイルを必ず削除してください。パケットキャプチャを 
Web 管理インターフェイスで実行する場合は、パケット制限が課されるため、過剰に大きくなる可能性が低くなります。 

12. このキャプチャは、キャプチャ設定で別途指定した最大パケット数（5,000）により、300 秒が経過する前に終了する可
能性があります。 

13. キャプチャが終了してリンクが使用可能になったら、[AllNetFlow] をクリックしてファイルを [保存（Save）] します。 

14. Chrome で AllNetFlow.pcap ファイルのリンクをクリックして、Wireshark で開きます。 

 

15. パケットアナライザは NetFlow パケットを認識するため、フローレコード自体にドリルダウンすることが可能になります。 

16. Wireshark アプリケーションを最大化します。 

17. Wireshark ページ上部の [プロトコル（Protocol）] 列にある CFLOW というパケットを選択します。 

18. 中央ペインで、関連する [>] をクリックして [Cisco NetFlow/IPFIX] を展開し、[FlowSet 1] を展開して、調査する各フ
ロー（フロー番号）を展開します。 

a. このキャプチャを利用して、必要なすべてのフィールドが Stealthwatch システムに送信されたか、またはエク
スポータの設定を修正する必要があるかなどを確認できます。 

b. これは、ルータやその他のデバイスコンソールにアクセスすることなく、エクスポータ設定テンプレートの問
題を特定するのに最適な方法です。 
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注：これは NetFlow のトラブルシューティングに非常に役立ちます。1 つの NetFlow パケットに個別のフローレコードが多数含
まれる場合があります。また、エクスポータを通じて送信された特定のフィールドや、NetFlow のバージョンも確認できます。
FC がフローデータを正しく処理しているかどうかを確認するには、パケットキャプチャを実行して、送信されたフローデータが
正しくフォーマットされているかどうかを確認します。 

19. この FC がフローデータを認識していることを確認しましたが、さらにキャプチャファイルの調査を続けると
（Wireshark の [送信元（Source）] 列をクリックして、エクスポータを IP アドレスで並べ替えてみてください）、
172.16.16.4 からの UDP/2055 トラフィックが表示されないことがわかります。 

a. FC がこのエクスポータからのフローデータを認識していないのはなぜでしょうか。 

b. 引き続き、エクスポータの方向にさかのぼってトラブルシューティングを継続して、この問題を調査しましょ
う。次に調査するデバイスは UDP Director です。 
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UDP Director への NetFlow トラフィックの確認 

172.16.16.4 のエクスポータの NetFlow トラフィックが FC アプライアンスに到達していないことを確認しました。トラブル
シューティングの次の手順では、トラフィックが UDP Director に到達していることを確認します。次のような問題の可能性が考
えられます。 

• 問題：NetFlow トラフィックが UDP Director にまったく到達していない。 

o 考えられる原因：エクスポータの設定が正しくない。 

 解決策：問題のエクスポータからの NetFlow トラフィックがないことを示すパケットキャプチャを作
成し、お客様のネットワーク エンジニア スタッフに NetFlow のエクスポート設定の確認を依頼します。 

o 考えられる原因：ACL またはファイアウォールルールが NetFlow トラフィックをブロックしている。 

 解決策：問題のエクスポータからの NetFlow トラフィックがないことを示すパケットキャプチャを作
成し、お客様のネットワーク エンジニア スタッフに対し、ネットワークパスをトレースしてトラ
フィックがブロックされている場所を判断するように依頼します。 

• 問題：NetFlow トラフィックが UDP Director に到達しているが、FC には到達していない。 

o 考えられる原因：エクスポータが正しく設定されていないか、UDPD 設定の転送ルールに適合しないポートに 
NetFlow を送信しているため、UDPD がトラフィックを FC に転送していない。 

 解決策：問題のエクスポータからのすべてのトラフィックについて、パケットキャプチャを実行しま
す。定義されているルールに適合しない別のポートで NetFlow が送信されていないかどうかを判定し
ます（デフォルトの NetFlow ポートは 2055）。これが原因であった場合は、別のポートから FC の 
2055 にトラフィックを転送する追加ルールを UDPD 設定に作成するか、お客様のネットワークチー
ムにエクスポータの設定を行うように依頼します。 

• 問題：NetFlow が FC に到達しているが、製品のレポートには表示されない。 

o 考えられる原因：エクスポータの NetFlow 設定に誤りがあるため、ネットワークトラフィックが FC に到達し
ても、FC が NetFlow レコードを認識できない。これはお客様が、誤ったテンプレート設定で NetFlow v9 また
は IPFIX を使用しているためであると考えられます。 

o 解決策：お客様と協力して、エクスポータデバイスの NetFlow 設定を調査します。 

 

1. Chrome のブックマークで UDPD を選択し、UDP Director アプライアンスの Web 管理インターフェイスにアクセスし
ます。 

a. 認証のプロンプトが表示されたら、ユーザ名：admin、パスワード：C1sco12345 を入力します。 

2. [サポート（Support）] メニューをクリックし、[パケットキャプチャ（Packet Capture）] メニューオプションを選択し
ます。 
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3. FC に表示されない最初のエクスポータの IP アドレスに対して、パケットキャプチャを 5 分間実行します。次の値を使
用してパケットキャプチャを設定し、パケットキャプチャページの [開始（Start）] ボタンをクリックして、パケット
キャプチャを開始します。 

a. [名前（Name）]：UDPD1 

b. [インターフェイス（Interface）]：eth0 

c. [ホスト IP アドレス（Host IP Address）]：172.16.16.4 

d. [ポート（Port）]：すべて（Any） 

e. [時間（Duration）]：300 

f. [パケット数（Packets）]：5000 

 

4. [スタート（Start）] をクリックします。 

5. パケットキャプチャが、このページの下部にある [キャプチャ（Captures）] セクションに表示されます。5 分以上経過
してキャプチャタイマーが時間切れになってから次に進みます。 
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6. パケットキャプチャが完了すると名前フィールドがリンクになり、キャプチャファイルをダウンロードしてパケットア
ナライザでレビューを行うことができます。[UDPD1] リンクをクリックし、[保存（Save）] をクリックします。 

 

7. Chrome ブラウザでファイルがダウンロードされ、ブラウザウィンドウの左下隅にダウンロードリンクが表示されま
す。UDPD1.pcap ファイルをクリックして、Wireshark アプリケーションで開きます。 

 

8. Wireshark アプリケーションが pcap ファイルを開きます。見つからないエクスポータから UDPD Director に送信され
たパケットが確かにあることがわかります。ただし、パケットの宛先ポート番号に注目してください。デバイスが、 
本来のポート 2055 ではなく、ポート 2505 に送信するように誤って設定されているように見えます。 

 

9. ここで、UDP パケットが確かに NetFlow レコードであることを確認します。 

10. [分析（Analyze）] メニューをクリックし、[名前を付けてデコード（Decode As）] メニュー項目を選択します。 
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11. [名前を付けてデコード（Decode As）] 画面のプラス記号をクリックします。次の値を使用して設定し、[OK] をクリッ
クします。 

a. [フィールド（Field）]：UDP ポート（UDP Port） 

b. [値（Value）]：2505 

c. [タイプ（Type）]：整数、10 進数（なし）（Integer, base 10 (none)） 

d. [現在（Current）]：CFLOW 

 

12. パケットアナライザは、パケットを NetFlow（CFLOW）として解釈するようになります。パケットが実際の NetFlow 
レコードであり、想定外のポートに送信されているだけであることがわかります。 

 

13. Wireshark アプリケーションを閉じます。 
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14. 次に UDP Director で転送ルールを作成し、UDP 2505 トラフィックを FC のポート 2055 に転送し、FC がデータを処
理できるようにします。 

注：導入中にこれと同様の状況が発生した場合は、限られた作業時間を使ってお客様のネットワークチームにデバイスの設定変
更をしてもらうより、UDPD ルールを追加して、導入の早い段階で可能な限り多くの NetFlow トラフィックを処理できるように
する方が効率的です。転送ルールを作成してデータを取り込み、非標準デバイスの設定を可能な限り早く変更するように、お客
様に依頼します。変更されると、UDPD のポート 2055 向けの標準ルールによってトラフィックが転送されます。 

環境によっては、UDP Director をまったく使用せず、すべての NetFlow データを直接 FC に送信する場合があります。FC で
は、一度に 1 つのポートでのみ NetFlow を処理できます。その場合は、エクスポータデバイスの設定を変更して、期待どおりに
ポート 2055 に送信する必要があります。 

15. Chrome ブラウザの UDPD Web 管理インターフェイスに戻ります。 

16. [設定（Configuration）] メニューをクリックし、[転送ルール（Forwarding Rules）] メニュー項目を選択します。 

 

17. この UDP Director アプライアンスが SMC によって管理されるようになったため、[転送ルール（Forwarding Rules）] 
を編集できないことを確認してください。 

 

18. Chrome Web ブラウザをもう 1 つ開くか、Chrome 内で別のタブを開きます。 

19. Chrome のブックマークで SMC を選択し、SMC アプライアンスの Web 管理インターフェイスにアクセスします。 
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a. 認証のプロンプトが表示されたら、ユーザ名：admin、パスワード：C1sco12345 を入力します。 

b. Stealthwatch SMC の Web インターフェイスにログインしています。 

20. [デスクトップクライアント（Desktop Client）] の近くにある歯車アイコンを選択し、[UDP Director 設定（UDP 
Director Configuration）] を選択します。 

  

21. UDP Director ルールを編集するには、UDPD エントリの横にある [アクション（Actions）] アイコンを選択し、[転送
ルールの設定（Configure Forwarding Rules）] を選択します。 

  

22. 同じ送信先とポートの組み合わせに対して複数のルールを設定することはできません。ポート 2505 に着信したトラ
フィックをポート 2055 にリダイレクトするには、2055 の既存ルールを変更する必要があります。 

23. [すべての NetFlow をフローコレクタに転送（Forward all NetFlow to Flow Collector）] ルールを変更するには、[宛先
IP アドレス（Destination IP Address）] と [ポート番号（Port Number）] が 198.19.20.137 2055 の行の [アクション
（Actions）] アイコンをクリックし、[編集（Edit）] をクリックします。 

  

24. [送信元 IP アドレス：ポート（Source IP Address: Port）] を編集して All:2505 を追加します。 
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25. [保存（Save）] をクリックします。 

26. UDP Director の変更を確定するには、[同期（Sync）] をクリックします。 

  

27. 間もなく、成功の通知と更新されたルールが表示されます。 

  

a. これでお客様は、誤ったポート（2505）に送信されている NetFlow レコードを使用でき、そのネットワークセ
グメントを可視化できました。 

28. フローコレクタが Stealthwatch デスクトップクライアントの FC ダッシュボードドキュメントでこのフローを処理でき
ることを確認します。デスクトップクライアントを開き、[エンタープライズ（Enterprise）] ツリーの [FCNF] フローコ
レクタに移動して、[FCNF] フローコレクタをダブルクリックします。 

a. FC ダッシュボードの [フローコレクションステータス（Flow Collection Status）] ペインに、172.16.16.4 エ
クスポータが表示されていることを確認します。UDP Director ルールの変更後、フローが到着するまでに 1 分
ほどかかる場合があります。 
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29. UDP Director のラボを終了する前に、UDP Director アプライアンスを使用して、受信しているフローに関するより詳細
な情報を提供する方法を紹介します。 

30. Chrome ブラウザで UDPD ブックマークをクリックして UDP 管理 Web ページを開くか、そのページに戻ります。 

 

31. [ホーム（Home）] メニューオプションをクリックします（Web ページの上部に「UDP Director VE」と表示されている
ことを確認します）。 

 

32. UDPD のホームページに [詳細なフロー統計情報（Detailed Flow Statistics）] オプションがあります。これはアプライ
アンスの CPU 使用率が増加するため、デフォルトでオフになっています。 

a. [有効化（Enable）] ボックスにチェックマークを入れて、このオプションをオンにします。 
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注：このオプションをオンにすると、Flow Estimator が有効になります。通常 UDPD では、着信および送信パケット数に関する
情報が表示されますが、[詳細なフロー統計情報（Detailed Flow Statistics）] オプションをオンにしない限り、各エクスポータを
通じて送信される FPS（1 秒あたりのフロー数）は認識されません。これをオンにすると、UDPD では NetFlow パケットを分析
して、UDPD にフローレコードを送信する各エクスポータの FPS レートが判定されます。これは、Stealthwatch を購入する前に 
FPS ロードを判断する必要があるお客様環境で有効です。お客様の多くは、ネットワークが生成する FPS 数を確認する方法があ
りません。お客様環境からの FPS のボリュームを判定する目的で、トライアルライセンスで UDPD/UDVE を導入できます。もう 
1 つの利点は、お客様が UDP 管理トラフィックを転送できるという UDVE の価値を認識し、Stealthwatch の注文に UDVE のラ
イセンスを含めるきっかけになることです。 

33. 統計情報ペインに情報が表示されるまで、1 分ほど時間がかかる場合があります。統計情報を生成している間に、その他
のデータを確認できます。[詳細なフロー統計情報（Detailed Flow Statistics）] のすぐ上にある [詳細の表示（More 
details）] リンクをクリックします。 

 

34. [ステータスレポート（Status Report）] ページが開き、UDP データの [送信元（Inbound Sources）] と [宛先
（Outbound Destinations）] が表示されます。転送ルールに適合する送信元/宛先のみが表示されます。UDP データを 
UDP Director に送信するデバイスがあり、受信トラフィックに適合するルールが転送ルールの設定に含まれていない場
合、トラフィックは表示されず、転送もされません。 

 

35. 転送ルールを確認したら、メニューの [ホーム（Home）] をクリックします。 
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36. ホームページの [詳細なフロー統計情報（Detailed Flow Statistics）] セクションを確認します。UDP Director が処理し
た FPS の統計を UDP Director が計算していることがわかります。（注：コンソールに表示されるまでに少し時間がか
かる場合があります。次の図を確認して、ラボを先に進めても構いません）。 

 

注：お客様環境では、初期導入中に [詳細なフロー統計情報（Detailed Flow Statistics）] 機能を有効にすると役立ちます。UDP 
Director で CPU 負荷（負荷平均）に注意し、すでにビジーである UDPD が、フロー統計情報を有効にすることで過負荷になら
ないようにします。 

負荷平均は、アプライアンスのホームページで確認できます。負荷平均は CPU 使用率のパーセンテージではありません。負荷平
均は、使用されている CPU 数、またはアプリケーションがリソースを待機している CPU 数に関係します。基本的な例として、
2 つの CPU アプライアンスの負荷平均が 0 の場合、CPU 使用率は 0% になります。これと同じシステムで負荷平均が 1 の場
合、アプライアンスの CPU 使用率は約 50% になります。これは概算ですが、この値が CPU のパーセンテージではないことを
理解してください。 

 

37. これで、対象のすべてのフローデータが UDP Director とフローコレクタによって処理されたことを確認し、見つからな
いエクスポータをお客様のネットワーク オペレーション スタッフに報告しました。 

38. Chrome ブラウザと Notepad++ アプリケーションを閉じて、この時点で開いているタブやアプリケーションをクリー
ンアップします。 

シナリオのまとめ 

このシナリオでは、Stealthwatch で受信するフローデータが有効であることの確認、NetFlow レコードに関する潜在的な問題の
特定、対象のすべてのエクスポータがフローデータを送信していることの確認、お客様に報告を行っていないデバイスの特定を
実施しました。 

注：フローデータの確認は、可能な限り導入の早い段階で実施することが重要です。NetFlow エクスポータの問題は通常、お客
様が簡単に解決することができないため、早い段階で問題を特定することが重要になります。 
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第 1 日のコンテンツ終了  
これで、第 1 日のラボのシナリオのコンテンツは終了します。同じセッションの中で第 2 日のコンテンツに進む場合は、開いて
いるウィンドウをすべて閉じてから続行してください。  
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シナリオ 10. お客様環境の分類 
ネットワーク上のホストや IP アドレスについて、お客様は常に完全に正確なデータを把握できるわけではありません。お客様が
データを利用できない場合や、お客様が提供するデータが不完全または不正確である場合もあります。それによって、お客様の
ネットワークをホストグループに分類するタスクが複雑になる可能性があります。 

Stealthwatch では、特定のタイプのネットワークアクティビティを生成しているホストを検索し、そのホストに特定のアクティ
ビティが許可されているかをお客様に確認し、さらに適切な IP アドレスまたは範囲を使用して、既存のホストグループを編集す
るか新規にホストグループを作成して Stealthwatch 内で分類することができるため、ホストの分類が効率化されます。 

お客様からは、Stealthwatch に入力するための少量の IP 分類データが提供されていました。ここでは、IP アドレスを識別する
その他のサーバタイプと動作を特定します。これはお客様の確認後に分類できます。 

パブリック IP 空間の分類 

お客様が、所有、管理、使用しているすべてのパブリック IP 空間を示すリストを持っていることは稀です。お客様の IP 空間を
正しく分類して、内部ホストと外部ホストとして扱えるようにすることが重要です。お客様からは、環境内で使用しているパブ
リック IP 範囲がすでに提供されています。ここで Stealthwatch を使用して、[すべてを捕捉（Catch All）] するホストグループ
に追加する必要があるパブリック IP またはネットワークがないことを確認します。 

お客様が所有するパブリック IP 空間を特定する 1 つの方法は、送信元と宛先の両方が外部ホストであるフローを探すことです。
両方のホストが実際にお客様のネットワークの外部にある場合は、Stealthwatch にはネットワーク トランザクションが含まれた
フローデータのレコードは存在しません。したがって、フロー内の少なくとも 1 つの IP アドレスがお客様によって管理されてい
る可能性があります。「外部ホスト同士のトラフィック」でフィルタリングして [上位カンバセーション（Top Conversations）] 
ドキュメントを実行すると、お客様所有として分類可能な IP アドレスの特定に役立ちます。 

 

1. WKST1 で Chrome Web ブラウザを開き、SMC ブックマークを選択して SMC に接続します。 

 

a. 認証のプロンプトが表示されたら、ユーザ名：admin、パスワード：C1sco12345 を入力します。 

i. [ユーザ名（Username）]：admin 

ii. [パスワード（Password）]：C1sco12345 

2. [分析（Analyze）] をクリックしてから、[フロー検索（Flow Search）] を選択します。 

 

a. [検索タイプ（Search Type）] フィールドで、[上位カンバセーション（Top Conversations）] をクリックします。 
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b. [サブジェクト（Subject）] と [ピア（Peer）] の両方で、[ホストグループ（Host Groups）] を [外部ホスト
（Outside Hosts）] に設定します。それぞれ、[選択（Select）] をクリックしてから [外部ホスト（Outside 
Hosts）] をクリックする必要があります。 

 
c. [時間範囲（Time Range）] で [過去 1 時間（Last Hour）] を選択します。 

 
d. [検索（Search）] をクリックします。 

 

注：このタイプの検索は、デスクトップクライアントで実行することもできます。その場合、[上位カンバセーション（Top 
Conversations）] ドキュメントのタイプを「Within（内部）」と指定します。これにより、送信元と宛先の IP アドレスが両方とも同じ
ホストグループ内である（選択されたホストグループ内に留まる）フローを探していることを、システムに伝えることができます。 

上記の図は、デスクトップクライアントで同様のフローを探す方法の例です。 
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3. 次の例の結果では、209.182.185.0/24 範囲の IP アドレスがリスト内で数回表示されているようです（ホストまたはピ
ア列のいずれか）。 

a. これは、209.182.185.0 ネットワーク内のアドレスが、お客様が所有するネットワークの一部である可能性を
示しています。 

注：必要に応じて Stealthwatch 以外のツールを使用して、調査中のパブリック IP アドレスに関する追加情報を収集できます。
これには、WHOIS、DNS、または IANA 登録データを提供するサイトが含まれます。Stealthwatch では、これらのいくつかの
ツールを外部参照機能として使用できます。パブリック IP アドレスを右クリックして、[外部参照（External Lookup）] メニュー
を選択します。 

  
4. お客様に調査結果を提出したところ、お客様が実際に 209.182.185.0/24 の IP 範囲を所有していることが確認されたた

め、この IP 範囲は「お客様の管理対象」となり、内部ホストとしてとして分類する必要があります。次に、[すべてを捕
捉（Catch All）] ホストグループを編集して範囲を追加します。 

5. [設定（Configure）] > [ホストグループ管理（Host Group Management）] に移動します。 

 
6. [内部ホスト（Inside Host）] の下にネストされている、[すべてを捕捉（Catch All）] ホストグループをクリックしま

す。選択したら、[編集（Edit）] をクリックします。 
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7. 新しい 209.182.185.0/24 ネットワークを追加します。 

 

8. [保存（Save）] をクリックします。 

9. これで、お客様が使用しているパブリックアドレス空間を検出し、正しく分類しました。ラボの次の手順に進みます。 

注：ホストグループのメンバーシップの変更は、ホストグループのメンバーシップ編集後に FC によって処理された、新しいフ
ローに対してのみ影響します。このケースでは、209.182.185.0/24 範囲の IP アドレスが、これ以降は内部ホストのメンバーと
してのみ表示されることになります。ホストグループの編集前の過去の期間に対してドキュメントが実行されると、追加された 
IP アドレスは、変更前の外部ホストのメンバーとして表示されます。 

お客様のパブリック IP スペースを正しく分類することで、内部ホストと外部ホストの通信に関係する、データ損失の疑い、長い
フローの疑い、ホストのビーコンなどのアラームを減らせます。 
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パブリック IP スペースの分類：その他の検索方法 

前のクエリでは、お客様が所有している可能性のある外部 IP 範囲を探すために、外部ホストを接続の両側（サブジェクトとピ
ア）に追加しましたが、接続方向オプションを使用して Web クライアント内でクエリを実行することもできます。 

1. [分析（Analyze）]、[フロー検索（Flow Search）] の順に選択します。 

  

2. [検索タイプ（Search Type）] ドロップダウンで、[上位カンバセーション（Top Conversations）] を選択します。 

  

3. [時間範囲（Time Range）] で [過去 1 時間（Last Hour）] を選択します。 

   

4. [サブジェクト（Subject）] の下にある [選択（Select）] をクリックします。 

 

5. [ホストグループセレクタ（Host Group Selector）] で、[外部ホスト（Outside Host）] をクリックし、[適用（Apply）] 
をクリックします。 
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6. [接続（Connection）] > [方向（Direction）] をクリックし、[内部（Within）] を選択します。 

  

7. この検索にはピア情報を設定しないでください。 

8. フォームの右上隅で、[検索（Search）] をクリックします。 

  

9. クエリの実行には少し時間がかかる場合があります。更新の完了率を確認できます。ラボ環境では、少しの間 0% のま
まで留まることがあります。 
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a. 返された結果には、209.182.185.0/24 アドレスが依然として表示されています。これはこれらのフローが、
[すべてを捕捉（Catch All）] ホストグループを変更する前に着信したためです。変更後の新しいフローのみが
分類されることに注意してください。変更前のフローは再分類されません。 

10. [ジョブ（Jobs）] > [ジョブ管理（Job Management）] の順にクリックします。 

 

a. ここでは、現在実行しているジョブを確認できます。ジョブを削除したり、ジョブ名をクリックして完了した
ジョブの結果を表示することもできます。 

b. Web UI のジョブに関して、次のことに注意してください。 

i. 実行中または保留中のジョブはキャンセルできますが、キャンセルされたジョブは再開できません。 

ii. 完了およびキャンセルされたジョブは、一定の期間だけこの表に表示されます。レコード数が 10,000 
以下のフロー検索の結果は 24 時間利用できます。レコード数が 20,000 以上のフロー検索結果（CSV 
のダウンロードによる閲覧のみ）は、7 日間利用できます。 

iii. Web UI のジョブでは、フィルタで指定した期間内にもっと多くのフローレコードが利用可能な場合で
も、フローコレクタごとに約 10,000 のフローレコードをデフォルトとして使用します。要求できる最
大フロー数は 400,000 です。 

iv. レコード数が 10,000 以下のフロー検索およびすべての上位レポートは、レコード数が 20,000 以上の
フロー検索とは別のキューで実行されます。 

v. レコード数がそれぞれ 10,000 以下のジョブを、最大 4 つ同時に実行できます。レコード数が 20,000 
以上のレポートは、一度に 1 つしか実行できません。 

11. ジョブが完了し、ページの [完了したジョブ（Finished Jobs）] セクションにリストが表示されたら、ジョブ名をクリッ
クし、[上位カンバセーション（Top Conversations）] ドキュメントを表示します。 
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12. 結果が表示されると、前のレポートと同様のカンバセーションが表示されます（タイムフレームは異なります）。お客
様に再度、所有している可能性が高い IP アドレスについて確認していただく必要があります。確認後に、[すべてを捕捉
（Catch All）] ホストグループに正しい IP アドレスを入力します。Java クライアントですでにこのタスクを完了してい
るため、ここでは追加で分類するものはありません。 
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ネットワークスキャナの分類 

ポートスキャンを実行するネットワーク上のホストによって、Stealthwatch で多量のアラームが発生する場合があります。多く
のホストは、脆弱性スキャナ、ネットワークインベントリ/管理システムとしての機能に基づいて通常のアクティビティを実行す
る無害なホストです。場合によっては開発が不十分なカスタムアプリケーションであることもあります。既知の許可されたネッ
トワークスキャナを分類して、未知のネットワークスキャナとして表示されるホストが、実用的なアラームを生成できるように
することが重要です。 

お客様からネットワーク内の既知のネットワークスキャナの IP データが提供されたため、[ネットワークスキャナ（Network 
Scanners）] ホストグループに変更を加えて、そのデータを Stealthwatch に追加しました。次に、スキャンアクティビティを実行し
ているホストを確認して特定し、お客様と連携して、分類が必要な承認済みネットワークスキャナがあるかどうかを判断します。 

このタスクを実行するには、可視性アセスメントダッシュボード（先にインストール済みの Stealthwatch アプリケーション）を
使用します。 

注：バージョン 7.1.x 以降では、可視性アセスメントダッシュボードは、お客様環境でネットワークスキャナを表示する際に使
用する推奨 Web UI インターフェイスとなっています。 

1. Chrome を使用して、admin ユーザとしてパスワード C1sco12345 で SMC にログインしていることを確認します。 

2. [ダッシュボード（Dashboards）]、[可視性アセスメント（Visibility Assessment）] の順にクリックします。 

  

a. このアプリケーションは 1 時間ごとに実行されます。 
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3. ダッシュボードの上部にサマリー行が表示されます。内部ネットワークスキャナの番号をクリックします（以下の図で
は 26 と表示されています）。 

 

4. ネットワーク内でスキャンアクティビティを実行するシステムについて、複数ページのレポートが表示されます。 

 

5. ドキュメントで IP を選択し、関連する右側の [表示（View）] ボタンをクリックします。 

 

a. このホストによって実行されたスキャンアクティビティに関するポップアップレポートが表示されます。 
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b. データを確認し、右上隅の [X] をクリックして [詳細（Details）] ページを閉じます。 

6. このホストをネットワークスキャナとして分類することにします。確認しているホストの IP アドレス をクリックします。 

 

7. この IP アドレスの [ホストレポート（Host Report）] ページが表示されます。必要に応じてここで情報を確認し、[ホス
トサマリー（Host Summary）] セクションの [分類（Classify）] をクリックします。 
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8. [ホストグループセレクタ（Host Group Selector）] が開いたら、検索フィールドに network scanner と入力し、Enter 

を押します。 

 
9. [ネットワークスキャナ（Network Scanners）] ホストグループをクリックし、下部の [適用（Apply）] をクリックします。 

 
10. 成功のメッセージが表示されます。 

 
11. 必要に応じて [ダッシュボード（Dashboards）] > [可視性アセスメント（Visibility Assessment）] に戻り、このプロセ

スを繰り返します。ここでは、追加のネットワークスキャナ分類は実行しないでください。 
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ホスト分類 Stealthwatch アプリケーションの使用 

前のシナリオで、ホスト分類 Stealthwatch アプリケーションをインストールしました。ここでは、ホストグループの設定と分類
に関連して、このアプリケーションがどのようなデータを提供できるかを確認します。 

1. Chrome 内で SMC Web クライアントに戻ります。 

2. [ダッシュボード（Dashboards）]、[ホスト分類子（Host Classifier）] の順にクリックします。 

 

3. 表示された [ホスト分類子（Host Classifier）] ダッシュボードを簡単に確認します。 

 

a. ホスト分類アプリケーションは、お客様のネットワークで分類が必要と思われるホストに関する情報を提供し
ます。 

4. ページの左側にある [DNS サーバ（DNS Servers）] をクリックします。 

a. マウスを [ホスト分類子 | DNS サーバ（Host Classifier | DNS Servers）] の右側の [i] アイコンの上に置きます。 
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i. ポップアップには、表内で DNS サーバと考えられるシステムを識別する方法についての説明が表示さ
れます。 

 

b. DNS サーバの IP アドレスが表示されている上位 5 つのエントリのチェックボックスをオンにし、それ以外は
オフにしたまま、[選択内容の確認（Confirm Selected）] をクリックします。 

 

c. [確認（Confirm）] をクリックします。 

 

d. 成功の通知が表示され、更新されたリストが表示されます。[推奨（Suggested）]（1）および [確認済み
（Confirmed）]（5）と表示されていることがわかります。 
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e. お客様より、209.182.184.2 は承認された DNS サーバではないため、除外するよう依頼されています。この 
IP アドレスのチェックボックスをクリックし、[選択対象を除外（Exclude Selected）] をクリックします。 
[除外（Exclude）] をクリックして確定します。 

 

f. [推奨（Suggested）] が（0）となり、推奨 DNS サーバの IP アドレスが表示されなくなりました。 

 

5. このお客様環境では、DHCP サーバの分類はまだ行っていません。ページの左側にある [DHCP サーバ（DHCP 
Servers）] をクリックします。 

a. このリストの上位 2 つの IP アドレスが DHCP サーバであることを確認しました。両方のチェックボックスを
クリックし、[選択対象の確認（Confirm Selected）] をクリックします。 
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b. [確認（Confirm）] をクリックします。 

6. DHCP サーバの分類が想定どおりに機能しているかを検証しましょう。 

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

 

b. 検索フィールドに DHCP と入力し、Enter を押します。 

 

c. [DHCP サーバ（DHCP Servers）] をクリックします。 
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7. 成功しました。2 つの DHCP サーバの IP アドレスが、想定したとおり正しいホストグループに配置されています。 

 

追加のサーバタイプの特定 

Web インターフェイス内から、ネットワーク上でさまざまなサーバとして動作しているように見えるシステムを特定することも
できます。簡単な検索手順を実行して、別のサービスタイプ（Web サービス（HTTP））についてこのプロセスを説明します。 

 

1. Chrome を使用して、SMC Web クライアントに admin ユーザとしてパスワード C1sco12345 でログインしているこ
とを確認します。 

 

2. Web インターフェイスで [分析（Analyze）] を選択し、[フロー検索（Flow Search）] を選択します。 

  

3. 検索タイプを [上位ホスト（Top Hosts）] に設定します。 
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4. [時間範囲（Time Range）] を [過去 8 時間（Last 8 Hours）] に設定します。 

 

5. [サブジェクト（Subject）] の [ホストグループ（Host Groups）] の [選択（Select）] ボタンをクリックします。 

 

a. [含む（Include）]：[内部ホスト（Inside Hosts）] を選択します。 

  

b. [除外（Exclude）]：[Web サーバ（Web Servers）] を選択します。 

i. ヒント：ツリーの上部にある [除外（Exclude）] をクリックして展開し、その中から選択します。 



デモンストレーションガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 171/270 ページ 

  

c. [適用（Apply）] をクリックします。 

6. [サブジェクト（Subject）] セクションは次のようになります。 

 

7. [接続（Connection）] > [方向（Direction）] で [着信（Inbound）] を選択します。 

 

8. [接続（Connection）] > [アプリケーション（Applications）] で [選択（Select）] ボタンをクリックします。 

a. [HTTP] および [HTTP（未分類）（HTTP (unclassified)）] を選択します。 

 

b. [適用（Apply）] をクリックします。 

9. [ピア（Peer）] の [ホストグループ（Host Groups）] で [選択（Select）] ボタンをクリックします。 

a. [含む（Include）]：[内部ホスト（Inside Hosts）]  

b. [除外（Exclude）]：何も選択しない  
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c. [適用（Apply）] をクリックします。 

10. 最終的なフィルタは次のようになります。右上隅の [検索（Search）] をクリックします。 

   

11. 処理が終わると（結果が表示されるまで数秒かかる場合があります）、次のようなレポートが表示されます（時刻に
よって見え方は異なります）。 

  

12. 一致する Web サーバのリストをお客様に提供するには、表の右上の [エクスポート（Export）] をクリックしてから  
[表示可能な列（Visible Columns）] を選択してデータをエクスポートします。 
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13. CSV ファイルがダウンロードされ、ブラウザウィンドウの左下隅（またはダウンロードフォルダ）から確認できます。 

 

14. これで、お客様のネットワーク内で HTTP 接続を提供するシステムが特定されました。ここでは、これらのホストの分
類は行いません。Web インターフェイスでホストを分類する場合は、[設定（Configure）] > [ホストグループ管理
（Host Group Management）] に進んでください。次の演習に進みましょう。 

追加のサーバタイプの分類：デスクトップクライアント 

デスクトップクライアントのインターフェイスには、Web インターフェイスでまだ利用できないドキュメントがいくつかありま
す。次の手順では、デスクトップクライアントを使用して分類タスクを実行する方法について説明します。 

Stealthwatch において機能別に分類されるホストの数が増えるほど、お客様にとってのソリューションの価値は高まります。 
セキュリティインシデントを調査する際、あるいは潜在的なネットワークパフォーマンスの問題のトラブルシューティングを試
みる際、トラフィックの送信元もしくは宛先の IP アドレスが特定のサーバタイプである、またはそれらがお客様のネットワーク
内の特定のアプリケーションに関わっているなど、追加のコンテキストがあると非常に便利な場合があります。 

お客様からは、サーバの機能的役割について、非常に基本的な IP データが提供されています。しかし、分類されるべきホストが
それ以外にもネットワーク上に存在し、それらをお客様が認識していない可能性もあります。Stealthwatch を利用すると、その
ようなホストの有無を判断することができます。では、未分類の DNS、NTP、Active Directory サーバを探してみましょう。 

 

1. SMC デスクトップクライアント に、admin ユーザとしてパスワード C1sco12345 でログインしていることを確認します。 

 

2. [エンタープライズ（Enterprise）] ツリー内の [内部ホスト（Inside Hosts）] ホストグループをクリックして強調表示さ
せます。 

3. [上位（Top）] メニューをクリックし、[ホスト（Hosts）] サブメニューを選択し、[合計（Total）] メニュー項目を選択
します。 
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4. お客様のネットワーク内のホストのうち直近 5 分間で最も多くのデータ量を送信したものを示す [上位ホスト（Top 
Hosts）] ドキュメントが表示されます。ただし、フィルタ変更をいくつか行って、ドキュメントに表示されるデータを
調整する必要があります。ドキュメントの左上にある [フィルタ（Filter）] アイコンをクリックします。 

 

5. 左ペインの [日時（Date/Time）] メニューを選択し、タイムフレームの値を [直近（For the last）] の [1 日（1 days）] 
に調整します。 

 

6. 左ペインの [ホスト（Hosts）] メニューを選択し、フィルタを以下のように設定します。 

a. [方向（Direction）]：[合計（Total）] 

b. [対象（Where the）]：[サーバホスト（Server Host）] 

c. [含まれるもの（Includes）]：[ホストグループ（The Host Group）] > [内部ホスト（Inside Hosts）] 

d. [除外されるもの（And excludes）]：[ホストグループ（The Host Group）] > [内部ホスト（Inside Hosts）] > 
[機能別（By Function）] > [インターネットサービス（Internet Services）] > [DNS サーバ（DNS Servers）] 

e. [クライアントホストに含まれるもの（And the Client Host includes）]：[ホストグループ（The Host Group）] > 
[内部ホスト（Inside Hosts）] 
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f. [除外されるもの（And excludes）]：[なし（None）] 

 

注：このフィルタでは、すでに DNS サーバとして分類済みのホストについての結果は表示されません。ここで特定したい検索対
象は、（クライアントではなく）DNS サーバとして機能するホストであって、なおかつ DNS サーバホストグループの既存メン
バーではないものです。フィルタをこのように設定することで、分類済みの DNS サーバは確実に検索結果から除外されます。
[サービスとアプリケーション（Services and Applications）] フィルタ設定で適切なエントリを作成しないと、このフィルタ
で、DNS サーバに限らずすべてのタイプのサーバが表示されます。さらにフィルタ設定を行う必要があります。 

7. 左側の [サービスとアプリケーション（Services & Applications）] メニューを選択し、[サービスでフィルタ（Filter by 
Service）] チェックマークボックスをオンにし、[dns] サービスエントリのチェックマークをオンにします。サービスオ
プションが [含まれるもの（Include）] に設定されていることを確認してください。 
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注：フィルタをこのように設定することで、返される結果が、DNS を含むネットワークトラフィックのみに確実に限定されるよ
うになります。 

8. 左ペインの [詳細設定（Advanced）] メニューを選択します。[返されるレコードの並び基準（Order the records 
returned by）] 設定を [フロー（Flows）] に変更します。 

 
9. フィルタの変更が終わったら [OK] ボタンをクリックします。 

注：一般に、DNS トラフィックでは、生成される転送バイト数は多くありません。環境内で最も利用度の高い DNS サーバであ
るホストを探すときには、結果をバイトではなくフローに基づいて並べると便利な場合があります。 

10. [上位ホスト（Top Hosts）] ドキュメントの実行が完了すると、過去 1 日間に DNS サーバとして機能し、まだエンター
プライズツリー内で DNS サーバとして分類されていないすべてのホストが一覧表示されます。 

 
11. 返されたホストの数は、お客様から提供されている DNS サーバの数よりもかなり多くなっています。ここで、Stealthwatch 

から得られたデータを確認のためお客様に提供して、これらのホストの中に、お客様の環境内で実際に認可されている 
DNS サーバがあるかどうか判断してもらいます。 

12. [上位ホスト（Top Hosts）] ドキュメントを CSV ファイルにエクスポートします。ドキュメントウィンドウの右上にあ
る [CSV] アイコンをクリックし、プロンプトが表示されたら [保存（Save）] をクリックして CSV ファイルをディスク
に保存します。 
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13. お客様が DNS サーバのリストを確認したところ、ドキュメント中の上位 3 つのエントリは、認識から漏れていた認可済
み DNS サーバとのことでした。では、これらのホストを DNS サーバホストグループに追加します。 

14. [ホストグループエディタ（Host Group Editor）] を開きます。[設定（Configuration）] メニューをクリックし、[ホスト
グループの編集（Edit Host Groups）] メニュー項目を選択します。 

 

15. [DNS サーバ（DNS Servers）] ホストグループに移動して（必要に応じて [検索（Find）] を使用）、お客様が承認した 
[上位ホスト（Top Hosts）] ドキュメントの上位 3 エントリの IP アドレスを追加します。[OK]、[続行（Continue）] の
順にクリックして変更を保存します。 
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16. 次に、[上位ホスト（Top Hosts）] ドキュメントのフィルタ設定を変更して、未分類の NTP サーバを検索します。左上
にある漏斗のアイコンの [フィルタ（Filter）] ボタンをクリックします。 

17. [ホスト（Hosts）] メニューを選択します。 

a. [方向（Direction）]：[合計（Total）] 

b. [対象（Where the）]：[サーバホスト（Server Host）]  

c. [含まれるもの（Includes）]：[ホストグループ（The Host Group）] > [内部ホスト（Inside Hosts）] 

d. [除外されるもの（And excludes）]：[ホストグループ（The Host Group）] > [内部ホスト（Inside Hosts）] > 
[機能別（By Function）] > [サーバ（Servers）] > [NTP サーバ（NTP Servers）] 

e. [クライアントホストに含まれるもの（And the Client Host includes）]：[ホストグループ（The Host Group）] > 
[内部ホスト（Inside Hosts）] 

f. [除外されるもの（And excludes）]：[なし（None）] 

 

注：フィルタをこのように設定することで、NTP サーバホストグループにすでに定義済みのホストは、除外されます。 

18. [サービスとアプリケーション（Services & Applications）] メニューを選択します。[dns] サービスのチェックボックス
をオフにし、[ntp] サービスのチェックマークをオンにします。 
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19. フィルタの変更が終わったら [OK] ボタンをクリックします。 

注：NTP トラフィックでは、生成される転送バイト数は多くありません。環境内で最も利用度の高い NTP サーバであるホストを
探すときには、結果をバイトではなくフローに基づいて並べると便利な場合があります。 

20. [上位ホスト（Top Hosts）] ドキュメントの実行が完了すると、過去 1 日の間に NTP サーバとして機能したすべてのホ
ストの一覧が表示されます。 

 

21. 返されたホストの数は、お客様から提供されている NTP サーバの数よりもかなり多くなっています。ここで、
Stealthwatch から得られたデータを確認のためお客様に提供して、これらのホストの中に、お客様の環境内で実際に承
認されている NTP サーバがあるかどうか判断してもらいます。 

22. [上位ホスト（Top Hosts）] ドキュメントを CSV ファイルにエクスポートします。ドキュメントウィンドウの右上にあ
る [CSV] アイコンをクリックし、プロンプトが表示されたら [保存（Save）] をクリックして CSV ファイルをディスク
に保存します。 
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23. 検出された NTP サーバのリストをお客様が確認したところ、ドキュメントの上位 2 つのエントリが、認識から漏れてい
た承認済み NTP サーバとのことでした。では、これらのホストを NTP サーバホストグループに追加します。 

24. [ホストグループエディタ（Host Group Editor）] を開きます。[設定（Configuration）] メニューをクリックし、[ホスト
グループの編集（Edit Host Groups）] メニュー項目を選択します。 

 

25. [NTP サーバ（NTP Servers）] ホストグループに移動して、お客様が承認した [上位ホスト（Top Hosts）] ドキュメン
トの上位 2 エントリの IP アドレスを追加します。[OK]、[続行（Continue）] の順にクリックして変更を保存します。 
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ホスト情報ドキュメント：デスクトップクライアント 

特定のタイプのサーバとして機能するホストを割り出す方法としては、これ以外にも、デスクトップ クライアント インターフェ
イス内の [ホスト情報（Host Information）] ドキュメントを使用する方法があります。今度は、この方法を使用して Active 
Directory サーバを特定します。 

 

1. デスクトップクライアントに戻ります。 

2. [エンタープライズ（Enterprise）] ツリー内の [内部ホスト（Inside Hosts）] ホストグループを選択し、上部のナビゲー
ションバーから [ホスト（Hosts）] メニューをクリックし、[ホスト情報（Host Information）] メニュー項目を選択します。 

 

3. [ホスト情報（Host Information）] ドキュメントのフィルタ設定が表示されます。左ペインの [日時（Date/Time）]  
メニューを選択します。[日時（Date/Time）] 設定が [1 日（1 days）] になっていることを確認します。 

 

4. 左ペインの [ホスト（Hosts）] メニューを選択します。[ホストでフィルタ（Filter by Host）] が選択されていること
と、[ホストグループ（Host Group）] 設定が [内部ホスト（Inside Hosts）] になっていることを確認します。 
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5. 左ペインの [サーバサービス（Server Services）] メニューを選択します。[サービスでフィルタ（Filter by services）] 
チェックボックスをオンにします。[一致（Match）] のオプションとして [すべて（All）] を選択します。リストから 
[kerberos] と [ldap] の両サービスを選択します（複数のオプションを選択するにはキーボードの Ctrl キーを使用しま
す）。すべてのフィルタ設定変更が済んだら、[OK] をクリックします。 

 

6. [ホスト情報（Host Information）] ドキュメントが表示されます。すでに分類済みのホストが結果から除外されてはいま
せんが、このドキュメントでは、選択されたすべてのサービスとの一致を要件とすることができます（たとえば、Kerberos 
または LDAP ポートのいずれかでトラフィックを受け入れるホストの中には Active Directory サーバでないものも多数
あり得る一方で、Kerberos と LDAP の両方でサーバとしてトラフィックを受け入れるホストの場合は Active Directory 
サーバである可能性が高くなります）。 

 

7. 検出されたサーバのうち、Active Directory ドメインコントローラの可能性が高いと思われるサーバのリストをお客様が
確認したところ、見つかったすべてのエントリを Stealthwatch のドメイン コントローラ ホスト グループに追加するこ
とが承認されました。 

8. [設定（Configuration）] メニューをクリックして [ホストグループの編集（Edit Host Groups）] メニュー項目を選択
し、[ホストグループエディタ（Host Group Editor）] を開きます（または CTRL+E を押します）。 
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9. [ドメインコントローラ（Domain Controllers）] ホストグループに移動して、お客様が承認した [ホスト情報（Host 
Information）] ドキュメントの IP アドレスを追加します。 

a. レポートの 5 つのサーバ IP がすべて含まれるように、次の両方の行を追加します。 

i. 10.10.30.15-17 

ii. 10.201.0.15-16 

b. [OK] をクリックしてから [続行（Continue）] をクリックして変更を保存します。 

 

10. 特定のタイプのネットワークトラフィックを処理するホストを割り出し、いくつかのサーバタイプを分類する作業が無
事に完了しました。また、検出されたデータを反映するためにホストグループの編集（分類）も実施しました。ラボの
次の手順に進みます。 
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注：Stealthwatch のデフォルトのホストグループを使用して特定のタイプのホスト（ネットワークスキャナ、メールサーバ、
ファイルサーバ、バックアップサーバなど）を分類しておくと、アラームを減らすのに役立ちます。その他のサーバ機能の役割
を分類することでフィールドエンジニアやお客様が得られるメリットとしては、お客様のネットワーク上の未承認アクティビ
ティを識別でき、それらのホストが生成したトラフィックについてのレポートが得られるということがあります。 

たとえば、認可済みの NTP サーバすべてが NTP サーバホストグループに定義されている場合、Stealthwatch でドキュメントを
実行して、NTP サーバホストグループを利用していない NTP トラフィックを探すことができます。これにより、サーバとして適
切でないタイプのサービスを実行しているホストと、誤った設定により本来と異なる NTP サーバを使用しているクライアントの
双方を割り出すことができます。これは、設定の標準化や WAN 帯域幅の潜在的削減に役立つとともに、不適切な時刻源の参照
によりタイムクロックが誤っている可能性のあるホストを識別するうえでも役に立ちます。NTP はあくまでも 1 つの例にすぎま
せん。これと同じ方法は、お客様が標準設定の実装を選択し、その設定からの逸脱は最適ではないと考えられる環境であれば、
どのサービスまたはアプリケーションにも応用できます。 
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ネットワークスキャナの分類：デスクトップクライアント 

注：Stealthwatch のセキュリティイベントでは、さまざまなタイプの疑わしいまたは悪意のあるネットワーク動作が追跡されま
す。特定のセキュリティイベントに一致するトラフィックが FC で処理されると、ネットワークトラフィックを生成するホストの 
Concern Index に Concern Index ポイントが追加されます。Concern Index はデメリットシステムに類似するものです。疑わし
い動作が検出されると、その数に応じて CI の値も増えます。 

 

デスクトップクライアントは、ホストが生成したセキュリティイベントに基づいてホストのリストを表示できます。これを使用
して、ネットワーク スキャン アクティビティなどの特定のタイプのアクティビティを検索できます。 

 

1. Stealthwatch デスクトップクライアント を使用して、SMC に admin ユーザとしてパスワード C1sco12345 でログイ
ンしていることを確認します。 

 

2. [エンタープライズ（Enterprise）] ツリー内の [内部ホスト（Inside Hosts）] ホストグループに移動し、グループを強調
表示させ、上部のナビゲーションバーから [セキュリティ（Security）] メニューをクリックし、[セキュリティイベント
（Security Events）] メニュー項目を選択します。 

 

3. [フィルタ – セキュリティイベント（Filter – Security Events）] ウィンドウが表示され、セキュリティ イベント ドキュ
メントにフィルタ設定を適用するプロンプトが表示されます。左ペインで [日付/時刻（Date/Time）] メニューを選択
し、設定をフィルタ [直近（For the last）] で [2 日（2 Days）] に変更します。 
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4. 左ペインから [ホスト（Hosts）] メニューを選択し、フィルタオプションを次のように設定します。 

a. [送信元または宛先ホスト（Where the Source or Target Host）]  

b. [含まれるもの（Includes）]：[ホストグループ（The Host Group）] > [内部ホスト（Inside Hosts）] 

c. [およびその他のホスト（And the Other Host）] 

d. [含まれるもの（Includes）]：[ホストグループ（The Host Group）] > [内部ホスト（Inside Hosts）] 

 

5. 左ペインから [タイプ（Types）] メニューを選択し、[タイプでフィルタ（Filter by Type）] チェックボックスをオンに
し、リストから [Addr_Scan/tcp] および [Addr_Scan/udp] セキュリティイベントを両方選択します（Ctrl キーを押し
ながら両方を同時に選択）。[OK] をクリックしてドキュメントをロードします。 
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注：Addr_Scan/tcp および Addr_Scan/udp セキュリティイベントは、特にネットワーク上の多数のホストに対するネットワー
ク スキャン アクティビティを実行するホストを対象にしています（各セキュリティイベントの詳細については Stealthwatch の
オンラインヘルプを参照）。これが探していたタイプのアクティビティであるため、セキュリティ イベント ドキュメントの結果
を制限して、リストされている多様なセキュリティイベントのいずれかを実行したすべてのホストではなく、スキャンアクティ
ビティだけが表示されるようにします。 

6. セキュリティ イベント ドキュメントのロードが終了したら、[送信元ホストのサマリー（Summary of Source Hosts）] 
タブをクリックします。比較的高い割合でスキャンアクティビティを処理しているホストがあることがわかります。 

 

7. ドキュメントの [テーブル（Table）] ページを開き、セキュリティイベントの詳細を確認します。 
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注：お客様に「この IP アドレスはどこのもので、なぜネットワークをスキャンしているのか」と尋ねるだけでなく、ホストと動
作を特定して、詳細なコンテキストを提供することは有益です。質問するだけではお客様を支援できません。お客様がホストを
特定し、アクティビティが無害かどうかを判別するために役立つものとしては、他にトラフィックのターゲットホストやプロト
コル/ポート番号などがあります。 

8. セキュリティ イベント ドキュメントを通じて取得されたデータに基づいて、多量のスキャンアクティビティを発生させ
ていることが特定されたホストに関する情報をお客様に提供することで、お客様はそのホストがスキャンアクティビ
ティを実行している理由を判定しやすくなります。 

9. お客様より、このホスト（IP 10.10.101.24）が既知の内部ホストであり、お客様のサーバモニタリングシステムの一部
として、Windows サーバマシンのディスク領域をチェックするという有効なアクティビティを実行していることを確認
したとの回答がありました。お客様は、このホストのスキャンアクティビティについて、アラームを発生させる必要は
ありません。デフォルトのネットワーク スキャナ ホスト グループに IP アドレスを追加し、製品に組み込まれたデフォ
ルトの権限ポリシーによってアラームが停止するようにします。 

注：このタスクを実行する別の方法としては、特定のサーバタイプについて新しいホストグループを作成し、そのグループ内の
ホストのアドレススキャンを無効にする権限ポリシーを適用します。 

10. [エンタープライズ（Enterprise）] ツリーで [ネットワークスキャナ（Network Scanners）] ホストグループに移動し、
ホストグループを強調表示します。 
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11. 上部のナビゲーションバーから [設定（Configuration）] メニューをクリックし、[プロパティ（Properties）] メニュー
項目を選択します。 

 

12. [セキュリティイベント（Security Events）] ドキュメントを使用して検出された IP アドレス 10.10.101.24 を、ホスト
グループのプロパティで [範囲（Ranges）] フィールドの新しい空白行に入力し、[OK] をクリックして保存し、閉じま
す（すでにこのホストを前の手順で分類している場合は、ホストグループのプロパティウィンドウを閉じてラボを進め
ます）。 

 

13. 既知のネットワークスキャナを分類する作業が無事に完了しました。これにより、不要なアラームの生成が防止され、
お客様のネットワークの分類に役立ちます。 

注：製品に組み込まれた権限ポリシーにより、ネットワーク スキャナ グループのメンバーである IP アドレスには、そのスキャ
ン動作に起因する Concern Index ポイント が付与されません。 

 

シナリオのまとめ 

このシナリオでは Stealthwatch を使用して、お客様から事前に提供された IP データセット内のギャップを割り出しました。さ
まざまなタイプの機能を持つホストを、それが生成または終了するネットワークトラフィックに基づいて識別しました。お客様
環境をホストグループに分類することは、Stealthwatch の導入時に必ず完了しておくべき非常に重要なプロセスです。 
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シナリオ 11. 未定義のサービスとアプリケーションの分類 
Stealthwatch では、サービス（レイヤ 4）およびアプリケーション（レイヤ 7）を使用して、異なるタイプのネットワークトラ
フィックを分類します。サービスおよびアプリケーションがデフォルトで付属している製品は数多くありますが、Stealthwatch 
には、お客様のネットワーク上のすべてのネットワークトラフィック向けに定義されているサービス/アプリケーションはありま
せん。それでも Stealthwatch でトラフィックを処理してレポートすることは可能です。しかし、未定義のトラフィックはできる
だけ少なくする方が、お客様にとってはるかに有意義かつ有用です。これから、お客様の環境における未定義トラフィックの量
を確認し、適切なサービスおよびアプリケーションを作成します。Web インターフェイスでアプリケーションを分類する方法
と、デスクトップ インターフェイスでサービスを分類する方法を確認します。 

注：サービスおよびアプリケーションを分類すると、Stealthwatch がネットワーク カンバセーションにおけるクライアントと
サーバの役割を判定するうえでも役に立ちます。 

 

1. SMC Web インターフェイスにログインしていることを確認します。 

2. SMC Web インターフェイス内から [分析（Analyze）] を選択し、[フロー検索（Flow Search）] を選択します。 

3. 次の検索条件を入力します。 

a. [検索タイプ（Search Type）]：[上位ポート（Top Ports）] 

b. [検索名（Search Name）]：[過去 24 時間の未定義の TCP および UDP ポート（Last 24hr Undefined TCP 
and UDP Ports）] 

c. [時間範囲（Time Range）]：[過去 24 時間（Last 24 Hours）] 

d. [サブジェクト（Subject）] の [ホストグループ（Host Group）]：[内部ホストを含める（Include Inside 
Hosts）] を選択 

e. [ピア（Peer）] の [ホストグループ（Host Group）]：[内部ホストを含める（Include Inside Hosts）] を選択 

f. [接続（Connection）] の [アプリケーション（Applications）]：[未定義の TCP（Undefined TCP）] と [未定義
の UDP（Undefined UDP）] の両方を選択 

g. [接続（Connection）] の [方向（Direction）]：[合計（Total）] 

h. [詳細オプション（Advanced Options）]：[並び基準（Order By）] = [フロー（Flows）] 

4. [検索（Search）] をクリックします。 
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5. 24 時間分のラボデータを処理するため、完了までに数分かかる場合があります。しばらくお待ちください。システムで
は、過去 24 時間のすべての未定義の TCP および UDP ポートに関連するレポートを作成し、このドキュメントをポー
トでソートして、バイト数が最大のものから最小のものまで順番に表示します。 

a. この元のページから、またはジョブ管理を使用して、レポートの進行状況をモニタできます。 

6. 最上位の結果はポート 5900/TCP です。SMC のこのトラフィックには、「（vnc）」というテキストによって明らかな
ように、ポートとプロトコルに一致するサービス定義がありますが、アプリケーション分類はありません。お客様が 
VNC プロトコルを使用するリモート制御製品を利用していることを確認できたため、そのアプリケーション分類を作成
します。 

 

7. [設定（Configure）] > [アプリケーション（Applications）] メニュー項目の順にクリックします。 

 

8. [カスタムアプリケーションの追加（Add Custom Application）] をクリックします。 

 

9. 次の値を使用して、VNC アプリケーションを設定します。 

a. [名前（Name）]：VNC 

b. [説明（Description）]：[リモート制御トラフィック（Remote control traffic）] 

c. [ポート/プロトコル（Port/Protocol）]：5900/TCP 
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10. [ルールに追加（Add to Rules）] をクリックします。 

11. アプリケーションルールのエントリが [アプリケーションルール（App Rules）] のリストに追加されます。 
[保存（Save）] をクリックします。 

 

12. [適用（Apply）] をクリックして、変更内容を適用します。 

 

13. アプリケーション分類がリストに表示されます。 
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14. 次に、アプリケーションとして分類可能なその他のネットワークトラフィックを探します。 

15. SMC Web インターフェイス内から [分析（Analyze）] を選択し、[フロー検索（Flow Search）] を選択します。 

16. 次の検索条件を入力します。 

a. [検索タイプ（Search Type）]：[上位ポート（Top Ports）] 

b. [検索名（Search Name）]：[過去 24 時間の未定義の TCP および UDP ポート（Last 24hr Undefined TCP 
and UDP Ports）] 

c. [時間範囲（Time Range）]：[過去 24 時間（Last 24 Hours）] 

d. [サブジェクト（Subject）] の [ホストグループ（Host Group）]：[内部ホストを含める（Include Inside 
Hosts）] を選択 

e. [ピア（Peer）] の [ホストグループ（Host Group）]：[内部ホストを含める（Include Inside Hosts）] を選択 

f. [接続（Connection）] の [アプリケーション（Applications）]：[未定義の TCP（Undefined TCP）] と [未定義
の UDP（Undefined UDP）] の両方を選択 

g. [接続（Connection）] の [方向（Direction）]：[合計（Total）] 

h. [詳細オプション（Advanced Options）]：[並び基準（Order By）] = [バイト（Bytes）] 

17. [検索（Search）] をクリックします。 

 

18. 24 時間分のラボデータを処理するため、完了までに数分かかる場合があります。しばらくお待ちください。システムで
は、過去 24 時間のすべての未定義の TCP および UDP ポートに関連するレポートを作成し、このドキュメントをポー
トでソートして、バイト数が最大のものから最小のものまで順番に表示します。 

a. この元のページから、またはジョブ管理を使用して、レポートの進行状況をモニタできます。 

19. 返されたドキュメントの結果を見ると、未分類のトラフィックのうち TCP ポート 22609 の割合が大きいことがわかり
ます。これを適切に分類できるように、ネットワークトラフィックの識別に役立つ追加のコンテキストを収集してみま
しょう。 
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20. この最初のエントリの [フロー（Flows）] の数字をクリックします（[フロー（Flows）] 列の数字はリンクになっていま
す）。表示されるドキュメントは、Java クライアントで表示される上位カンバセーション ドキュメントに似ています。 

  

21. この画面に列を追加して、接続の方向（クライアント/サーバ）を表示できるようにします。[列の管理（Manage 
Columns）] をクリックします。 

 

22. ポップアップウィンドウの上部メニューから [サブジェクト（Subject）] を選択し、[サブジェクトの方向（Subject 
Orientation）] 列を選択します。 
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23. [ピア（Peer）] > [ピアの方向（Peer Orientation）] の列も追加します。 

 

24. [設定（Set）] をクリックします。 

25. このドキュメントに変更が適用され、ホスト 10.201.1.51 が 22609/TCP のサーバとして機能し、10.201.3.20 がクラ
イアント/ピアとなっていることがわかります（一部の列は右にスクロールしないと表示されない場合があります）。 

  

a. ネットワークトラフィックに関連するホストについての情報をお客様に提供したところ、これは IP ビデオ監視
システムからのものと判断されました。では、サーバとネットワークトラフィックの双方を適切に分類しま
しょう。 

26. ドキュメント内の 10.201.1.51 IP アドレスをクリックすると、この IP アドレスの [ホストレポート（Host Report）]  
が表示されます（表示される結果は下の図と異なる場合があります）。 
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a. この画面を上下にスクロールして、問題のホストに関する豊富なデータが表示されることを確認します。 

27. [分類（Classify）] をクリックします。 

 

28. [ホストグループセレクタ（Host Group Selector）] が開きます。ホストはすでにアトランタのシステムとして分類され
ていることがわかります。カメラサーバ用の新しいホストグループを作成する必要がありますが、ここからは作成でき
ません。[ホストの分類（Classify Hosts）] エディタで [キャンセル（Cancel）] をクリックします。 

29. 新しいホストグループを作成するには、[設定（Configure）] > [ホストグループ管理（Host Group Management）] を
選択する必要があります。 

 

30. [ホストグループ名でフィルタ（Filter by Host Group Name）] フィールドに servers と入力し、Enter を押します。 

31. リストがフィルタリングされたら、[サーバ（Servers）] のアクションアイコンをクリックし、[ホストグループの追加
（Add Host Group）] をクリックします。 
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32. [新規ホストグループ（New Host Group）] ウィンドウが表示されたら、次の値を入力してカメラサーバのための新しい
ホストグループを設定し、[保存（Save）] をクリックして続行します。 

a. [ホストグループ名（Host Group Name）]：Camera Servers 

b. [IP アドレスと範囲（IP Address and Ranges）]：10.201.1.51 

c. [保存（Save）] をクリックします。 

 

注：カメラサーバをホストグループに分類したので、アプリケーション分類を、そのホストグループ宛てのトラフィックのみに
限定できるようになります。もう 1 つのメリットとしては、このホストが Stealthwatch ドキュメントに表示されると、それがカ
メラサーバであることがホスト グループ メンバーシップによって示され、お客様に追加のコンテキストが提供されるとともに、
ホストグループに対するレポートの実行が可能になるということもあります。では、これからセキュリティ カメラ トラフィック
のためのアプリケーションを作成しましょう。 

33. [設定（Configure）] > [アプリケーション（Applications）] メニュー項目の順にクリックします。 
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34. [カスタムアプリケーションの追加（Add Custom Application）] をクリックします。 

 
35. 次の値を使用して、セキュリティカメラビデオのアプリケーションを設定します。 

a. [名前（Name）]：Security Camera Video 

b. [説明（Description）]：[ストリーミングセキュリティカメラのビデオフィード（Streaming security camera 
video feeds）] 

c. [ポート/プロトコル（Port/Protocol）]：22609/TCP 

d. [サーバ（Server）] フィールドを [ホストグループ（Host Group）] に変更して、[選択（Select）] ボタンをク
リックします。[ホストグループセレクタ（Host Group Selector）] ウィンドウが表示されます。[エンタープラ
イズ（Enterprise）] ツリーをたどって、作成したばかりの [カメラサーバ（Camera Servers）] ホストグルー
プを見つけ（[内部ホスト（Inside Hosts）] > [機能別（By Function）] > [サーバ（Servers）] > [カメラサーバ
（Camera Servers）]）、[カメラサーバ（Camera Servers）] ホストグループを選択します。選択したら、[適
用（Apply）] ボタンをクリックします。 
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36. [ルールに追加（Add to Rules）] をクリックします。 

37. アプリケーションルールのエントリが [アプリケーションルール（App Rules）] のリストに追加されます。[保存
（Save）] をクリックします。 

 

38. [適用（Apply）] をクリックして、変更内容を適用します。 

 

39. 不明なトラフィックをポート別に特定し、それまで未分類だったネットワークトラフィックの定義を作成し、ホストグ
ループを作成し、既知のホストを IP アドレスによりこのグループに割り当てました。これにより、レポートの面でお客
様の役に立つだけでなく、Stealthwatch のクライアント/サーバ判定にも役立ちます。ラボの次の手順に進みます。 

注：セキュリティ カメラ ビデオ アプリケーションとして分類されるのは、TCP/22609 を使用するカメラサーバホストグループ
宛ての新しいフローだけです。以前のフローレコードの新しいアプリケーション定義による再分類は行われません。対象となる
のはこの時点以降のフローのみです。 
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未定義のサービスの分類：デスクトップクライアント  

Stealthwatch では、レイヤ 4 のネットワークトラフィック分類方式でサービスを分類します。Web クライアントでまだ確認し
ていない、セキュリティイベントとアラームポリシーの関連サービスに固有の設定があります。サービスだけでなくアプリケー
ションも分類するのがベストプラクティスです。ここでは、デスクトップクライアントのサービス分類プロセスについて説明し
ます。 

40. admin ユーザとしてデスクトップクライアントにログインしていることを確認します。 

 

41. [エンタープライズ（Enterprise）] ツリー内の [内部ホスト（Inside Hosts）] ホストグループに移動し、[内部ホスト
（Inside Hosts）] ホストグループを選択します。 

42. [トラフィック（Traffic）] メニューをクリックし、[ホストグループサービストラフィック（Host Group Service 
Traffic）] メニューオプションを選択します。 

 

43. [ホストグループサービストラフィック（Host Group Service Traffic）] ドキュメントが表示されます。[サマリー
（Summary）] ページをクリックし、[未定義 TCP（Undefined TCP）] のエントリに注目します。そのリストに表示さ
れた数字は、そのドキュメントのタイムフレームでのサービス未定義のトラフィックの量を表しています。 
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44. データの [このホストグループ内（Within this Host Group）] 列で、[未定義 TCP（Undefined TCP）] のエントリを右ク
リックし、[上位（Top）] メニューを選択し、[ポート（Ports）] メニュー項目を選択します。 

 

45. クエリが完了すると、上位ポートのドキュメントが表示されます。結果の中に、TCP ポート 3268 のエントリがありま
す。これは、Microsoft Active Directory グローバルカタログポートです。このラボで後ほど、これに関するエントリを 
[サービスおよびアプリケーション（Services and Applications）] で作成します。 
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注：お客様の環境では、通常、トラフィックまたはフローを最も多く生成するポートの分類を重点的に行うことになります。お客様
の環境の固有の知識または業界知識からすぐに識別可能なトラフィックタイプがあるという場合は、先に進み、検証をほとんどある
いはまったく行わずにトラフィックのサービスまたはアプリケーションの定義を作成しても構いません。そうでない場合は、未定義
ネットワークトラフィックの具体的な内容を判断する指標とするための、お客様の組織に関する知識が必要になります。 

問題のトラフィックタイプを生成しているマシンを示す [上位ホスト（Top Hosts）] または [上位カンバセーション（Top 
Conversations）] などの追加ドキュメントを提供することで、お客様をサポートできます。この追加コンテキストは、お客様に
とって、トラフィックの実態を判定するために非常に有益である可能性があります。たとえば、お客様は具体的なポート番号を
把握していないかもしれませんが、ネットワークトラフィックに関連するすべてのホストがバックアップサーバであることを知
れば、そのトラフィックがエンタープライズ バックアップ アプリケーションによって生成されていると判断でき、その後、それ
に応じた分類を行うことが可能になります。 

46. 返される値の並びを、[バイト（Bytes）] から [フロー（Flows）] に変更します。ドキュメントの左上にある漏斗のよう
な形の [フィルタ（Filter）] ボタンをクリックします。 

47. 左ペインの [詳細設定（Advanced）] メニューを選択し、[返されるレコードの並び基準（Order the records returned 
by）] オプションを [フロー（Flows）] に変更し、[OK] をクリックします。 

 

48. トラフィックの並びがバイト数順ではなくフロー順になり、結果が変更されます。ドキュメントの TCP ポート 52311 
では多くのフローが記録されています。お客様の環境に関する知識をもとにして、このトラフィックは IBM BigFix（ソ
フトウェアの配布、インベントリ、およびパッチ適用の目的でお客様が使用しているシステム管理ソフトウェア）と判
断されました。 
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49. これから、識別された 2 つのネットワーク トラフィック タイプのためのサービスを作成します。[設定
（Configuration）] メニューをクリックし、[サービス（Services）] メニュー項目を選択します。 

 

50. [サービス（Services）] ウィンドウが表示され、定義済みのすべてのサービスが表示されます。 

 

51. [追加（Add）] をクリックし、次の値を入力してサービスを定義し、[OK] をクリックします。 

a. [名前（Name）]：AD Global Catalog 

i. [名前（Name）] フィールドは、[サービス（Service）] フィールド表示のあるドキュメントにおける
ネットワークトラフィックの表示名を指定するものです。 

b. [ポート（Ports）]：3268-3269/tcp 

i. ポートフィールドでは、分類対象のネットワークトラフィックに一致するポートとプロトコルの組み
合わせとして複数のエントリを指定できます。 

ii. ポートの定義には個々のポートまたはポートの範囲を使用できます。さらに、同じサービス定義に 
UDP ポートと TCP ポートを入れることも可能です。 

iii. 3268 は保護のないグローバル カタログ トラフィックであり 3269 は保護されたグローバル カタログ 
トラフィックであるため、この例ではポート 3268-3269/tcp を使用しています。これはこのお客様の
環境に特有のものではなく、むしろ業界標準です。 
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iv. 特定の 1 つのポートを定義できるサービスエントリは 1 つだけです。3268/tcp を AD グローバルカ
タログとして定義すると、別のサービスの定義には使用できなくなります。 

c. ここではエントリにこれ以外の設定を指定する必要はありません。 

 

52. AD グローバルカタログサービスが作成され、[サービス（Services）] ウィンドウに表示されます。 

 

53. 追加のサービスを追加するには、[追加（Add）] をクリックし、次の値を入力してサービスを定義し、[OK] をクリック
します。 

d. [名前（Name）]：BigFix 

i. [名前（Name）] フィールドは、[サービス（Service）] フィールド表示のあるドキュメントにおける
ネットワークトラフィックの表示名を指定するものです。 

e. [ポート（Ports）]：52311/tcp 

i. ポートフィールドでは、分類対象のネットワークトラフィックに一致するポートとプロトコルの組み
合わせとして複数のエントリを指定できます。 

ii. ポートの定義には個々のポートまたはポートの範囲を使用できます。さらに、同じサービス定義に 
UDP ポートと TCP ポートを入れることも可能です。 
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iii. 52311/tcp ポートは IBM BigFix トラフィックのデフォルトのポートです。 

iv. 特定の 1 つのポートを定義できるサービスエントリは 1 つだけです。52311/tcp を BigFix として定
義すると、別のサービスの定義には使用できなくなります。 

f. ここではエントリにこれ以外の設定を指定する必要はありません。 

 

54. [OK] をクリックし、サービスに対する変更を確定します。 

 

55. また、サービスの作成時にアプリケーションも作成することをお勧めします。デスクトップクライアントで作成した 2 
つのサービス用のアプリケーションを作成します。 

56. SMC Web クライアントに戻り、[設定（Configure）] メニューをクリックして、[アプリケーション（Applications）] 
を選択します。 



デモンストレーションガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 206/270 ページ 

 

注：アプリケーションには、設定を定義する「ルール」を複数持たせることが可能です。これらのルールは「OR」演算に似てい
ます。つまり、いずれかのルールに一致すれば、ルールに一致したネットワークトラフィックはそのアプリケーションとして分
類されます。 

57. [カスタムアプリケーションの追加（Add Custom Application）] をクリックし、[ルールの追加（Add Rule）] セクショ
ンで、次の値を使用してアプリケーションを設定し、終わったら [ルールに追加（Add to Rule）] をクリックします。 

g. [名前（Name）]：AD Global Catalog 

i. SMC のドキュメントおよびレポートにおけるネットワークトラフィックの名称。 

h. [説明（Description）]：[Active Directory グローバルカタログポート（Active Directory Global Catalog 
Ports）] 

i. 説明を記述するフィールド（省略可能） 

i. [ポート/プロトコル（Port/Protocol）]：3268-3269/TCP 

i. 単一のポートまたは連続するポート範囲およびプロトコル（TCP または UDP） 

ii. 複数のポート範囲または複数の単一インスタンスポートを持つアプリケーションを定義する場合は、
アプリケーションに追加ルールを追加する必要があります。 

j. [サーバ（Server）]：（省略可能 - このフィールドは空白のままにする） 

i. アプリケーション設定の選択肢としては、特定の IP 範囲またはホストグループを対象とするネット
ワークトラフィックのみを分類するオプション、またはポート/プロトコルの組み合わせに一致するあ
らゆるネットワークトラフィックを分類するオプションがあります。 

k. [DPI 分類（DPI Classification）]：（このフィールドは空白のままにする） 

i. これは、ディープ パケット インスペクションの定義に特化されているフィールドです。フローセン
サーまたはその他の DPI ソースがないお客様の場合、このルールはどのネットワークトラフィックに
も当てはまりません。 

ii. これを使用する非常に特殊なユースケースがある場合を除いては、DPI フィールドには何も入力しない
でください。 
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58. フォームの入力が終わったら、必ず [+ルールに追加（+ Add to Rules）] をクリックしてください。 

59. 今指定したばかりの条件が、アプリケーションの [アプリケーションルール（App Rules）] セクションに表示されます。 

  

注：追加ポートまたは追加すべき条件がある場合には、該当する値をすべて入力し [ルールに追加（Add to Rules）] ボタンを再
度クリックして、追加ルールをアプリケーションに追加します。 

60. これでアプリケーションの設定が完了しました。必要に応じて下にスクロールし、[保存（Save）] ボタンをクリックし
て終了します。 

61. ここで、SMC アプリケーション設定への変更の適用または取り消しを確認するプロンプトが表示されます。[適用
（Apply）] クリックして、設定を保存します。 

 

62. 次に、BigFix ネットワークトラフィックのためのアプリケーション分類を作成します。[カスタムアプリケーションの 
追加（Add Custom Application）] ボタンをクリックします。 

  

63. 次の値を使用してアプリケーションを設定し、[ルールに追加（Add to Rule）] をクリックします。 

a. [名前（Name）]：BigFix 
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b. [説明（Description）]：[IBM BigFix システム管理ソリューション（IBM BigFix systems management 
solution）] 

c. [ポート/プロトコル（Port/Protocol）]：52311/TCP 

  

64. 必ず [+ルールに追加（+ Add to Rules）] をクリックしてください。 

65. [アプリケーションルール（App Rules）] セクションにエントリが表示されます。[保存（Save）] をクリックします。 

  

66. [適用（Apply）] をクリックして変更内容を保存します。 
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任意：追加のサーバタイプの分類 

このセクションの受講完了は必須ではありません。後で時間のあるときに、さらに練習が必要な場合のみ行ってください。以前
に定義した手順を使用して、特定のタイプのネットワークトラフィックのサーバとして機能するホストの識別、Stealthwatch
（Web クライアントまたは Java クライアント）を使用した以下のようなタイプのサーバの識別、既存のホストグループへの適
切なホストの追加、新しいホストグループの作成などを実施してみましょう。レポートに記載された、サーバとして機能する上
位 2 ～ 3 のホストが、お客様の環境にとって正当なものであり、それらを分類する必要があるとします。下記のサーバタイプの
分類が終わったら、ラボの次の手順に進むことができます。ここに記載されている 5 つのホストグループの割り当てを完全に設
定する必要はありませんが、プロセスに慣れるために必要な数だけ試行することが理想的です。 

以前の方法を使用して、下記のサーバタイプのサーバとして機能するホストを識別し、必要に応じてホストグループを作成/定義
します。 

• MS SQL サーバ（TCP ポート 1433、UDP ポート 1434） 

• Oracle SQL サーバ（TCP ポート 1521） 

• FTP（TCP ポート 21） 

• リモートデスクトップ（TCP ポート 3389） 

• DHCP（UDP ポート 67） 

任意：追加のサービスおよびアプリケーションの分類 

このセクションの受講完了は必須ではありません。後で時間のあるときに、さらに練習が必要な場合のみ行ってください。以前
に定義した手順を使用して、サービスとアプリケーションの定義の作成、SMC にまだエントリのない、次のタイプの一般的な
ネットワーク トラフィック エントリの作成、さらに、SMC で定義済みのすべてのポートの作成などを実施してみましょう。各
エントリにサービス定義とアプリケーション定義の両方を作成します。以下のネットワークポートのサービスおよびアプリケー
ションの作成が完了したら、ラボの次のセクションに進むことができます。ここに記載されている 3 つのアプリケーション/サー
ビスの割り当てを完全に設定する必要はありませんが、プロセスに慣れるために必要な数だけ試行することが理想的です。 

以前の方法を使用して、新しいサービスおよびアプリケーションの双方として定義すべきネットワークトラフィックを識別し、
必要な設定を完了します。 

• SIP（UDP ポート 5060 ～ 5061） 

• Symantec Endpoint Protection（TCP ポート 8014） 

• Commvault（TCP ポート 8400 ～ 8402） 

シナリオのまとめ 

このシナリオでは、Stealthwatch を使用してお客様のアプリケーションおよびサービスのデータセット内のギャップを割り出し
ました。サービスまたはアプリケーションの定義がなかったネットワークトラフィックを、必要に応じて分類/作成しました。 
お客様の環境を分類することは、導入時に必ず完了しておくべき非常に重要なプロセスです。 
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シナリオ 12. Cisco ISE（Identity Services Engine）との統合 
Cisco ISE を Stealthwatch と統合することで、ユーザ アイデンティティ データを取得でき、またユーザの隔離に pxGrid を活用
することもできます。このアイデンティティデータは、ネットワークトラフィックとユーザアイデンティティを相互に関連付
け、エンドポイントデバイスの詳細なデータを表示するのに使用されます。統合プロセスには次のような側面があります。 

• ISE ノード（およびノード自体）で使用される証明書に署名する root CA を SMC が信頼していることを確認する 

• ISE が pxGrid 経由で SMC と通信するように設定する 

• ISE CA によって発行された信頼できる証明書を使用して SMC から ISE に対する認証を行う 

• SMC コンソール内のすべての ISE 管理およびポリシーノードにエントリを追加する 

ISE 管理者は、PxGrid 操作に必要な ISE アプライアンスをすでに設定済みですが、ISE アプライアンスと SMC が相互に信頼し、
ユーザ アイデンティティ データが正しく処理されていることを確認する必要があります。 

1. Chrome で新しいタブを開き、ISE のショートカットをクリックします。 

 

2. 証明書の警告が表示されたら、[詳細設定（Advanced）] ボタンをクリックして、[続行（Proceed）] リンクをクリック
します。 

3. 次のログイン情報を使用して Identity Services Engine（ISE）にログインします。 

a. [ユーザ名（Username）]：admin 

b. [パスワード（Password）]：Cisco12345 

c. [ログイン（Login）] をクリックします。 

 



デモンストレーションガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 211/270 ページ 

4. [同意して閉じる（Accept and close）] をクリックして、ラボの [ライセンス警告（License Warning）] の警告を閉じ
ます。 

 

5. [管理（Administration）] をクリックし、ポップアップメニューから [pxGrid サービス（pxGrid Services）] をクリック
します。 

 

6. [証明書（Certificates）] メニューオプションをクリックすると、[PxGrid 証明書の生成（Generate pxGrid Certificates）] 
ページが表示されます。 

 

7. 次のようにフォームに入力します。 

a. [処理の選択（I want to）] フィールドをクリックし、[ルート証明書チェーンのダウンロード（Download Root 
Certificate Chain）] を選択します。 

b. [ホスト名（Host Names）] フィールドをクリックし、[admin] を選択します 

c. [証明書のダウンロード形式（Certificate Download Format）] フィールドをクリックし、[PEM] オプションを
選択します。 
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d. [作成（Create）] をクリックします。 

 

e. [名前を付けて保存（Save As）] ページが開いたら、ファイル名を ISE-CA-ROOT-CHAIN に変更し、[保存
（Save）] をクリックします。 

 

f. Chrome の下部にある ISE-CA-ROOT-CHAIN.zip ファイルの右側の記号をクリックし、[フォルダを開く
（Show in folder）] をクリックします。 

 

g. ISE-CA-ROOT-CHAIN.zip ファイルを右クリックし、[すべて展開（Extract All…）] をクリックします。 

 

h. [展開（Extract）] をクリックします。 
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i. 両方のファイルブラウザのウィンドウを閉じ、Chrome Web ブラウザは開いたままにします。 

8. 新しい Chrome タブを開き、SMC のブックマークをクリックします。必要に応じて admin および C1sco12345 を使
用してログインします。 

 

a. SMC ページの右上にある歯車アイコンをクリックし、[Central Management] をクリックします。 

 

b. [Central Management] ページで、[SMC] アプライアンスを見つけて、関連付けられた [アクション（Actions）] 
アイコンをクリックし、[アプライアンス設定の編集（Edit Appliance Configuration）] を選択します。 

 

c. [一般設定（General）] をクリックします。 
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i. [信頼ストア（Trust Store）] が表示されるまで下にスクロールし、[新規追加（Add New）] をクリッ
クします。 

 

ii. [フレンドリ名（Friendly Name）] フィールドに ISE-CA-ROOT-CHAIN と入力し、[ファイルの選択
（Choose File）] をクリックします。 

 

iii. [WKST1] > [ダウンロード（Downloads）] の順に移動して、ISE-CA-ROOT-CHAIN フォルダをダブ
ルクリックします。 

 

iv. CertificateServicesRootCA admin_ ファイルをクリックし、[開く（Open）] をクリックします。 
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v. [証明書の追加（Add Certificate）] をクリックします。 

 

vi. SMC 信頼ストアに新しく追加した証明書が表示されます（信頼ストアで下にスクロールする必要があ
る場合があります）。これで、SMC が ISE CA によって発行された証明書を信頼するようになります。 

 

d. [アプライアンス（Appliance）] タブをクリックします。 

 

i. [追加の SSL/TLS クライアントアイデンティティ（Additional SSL/TLS Client Identities）] セクショ
ンが表示されるまで下にスクロールし、[新規追加（Add New）] をクリックします。 
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ii. CSR を生成する必要があるかどうか尋ねられたら、[はい（Yes）] が選択された状態で [次へ
（Next）] をクリックします。 

 
iii. CSR に次のように入力します。 

1. [RSA キー長（RSA Key Length）]：[2048 ビット（2048 bits）] 

2. [組織（Organization）]：Customer ORG 

3. [組織単位（Organizational Unit）]：Customer OU 

4. [市区町村（Locality or City）]：San Jose 

5. [州または都道府県（State or Province）]：CA 

6. [国コード（Country Code）]：US 

7. [電子メールアドレス（Email Address）]：stealthwatchfe@dcloud.local  

iv. [CSR の生成（Generate CSR）] をクリックします。 

 
v. [CSR のダウンロード（Download CSR）] をクリックします。 

 
vi. [名前を付けて保存（Save As）] ポップアップで [保存（Save）] をクリックします。 

 

mailto:stealthwatchfe@dcloud.local
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vii. Chrome の下部にある SMC-clientidentity.csr ファイルを右クリックし、[フォルダを開く（Show in 
folder）] オプションをクリックします。 

 

viii. SMC-clientidentity.csr ファイルを右クリックし、[Notepad++で編集（Edit with Notepad++）] を
選択します。 

 

ix. Notepad++ で [編集（Edit）] をクリックし、[すべて選択（Select All）] をクリックします。 

 

x. 強調表示されたテキストを右クリックし、[コピー（Copy）] を選択します。 
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xi. Identity Services Engine の Chrome ブラウザタブに戻ります。 

e. [リセット（Reset）] をクリックしてフォームをクリアします。 

 

i. [pxGrid 証明書の生成（Generate pxGrid Certificates）] フォームに次のように入力します。 

1. [処理の選択（I want to）] フィールドで、[単一の証明書の生成（証明書署名要求あり）
（Generate a single certificate (with certificate signing request)）] を選択します。 

2. [証明書署名要求の詳細（Certificate Signing Request Details）] フィールドで右クリック
し、[貼り付け（Paste）] をクリックします。これにより、Notepad++ で取得した証明書情
報が貼り付けられます。 

3. [説明（Description）] フィールドに SMC と入力します。 

4. [SAN] フィールドで [IP アドレス（IP Address）] を選択し、関連する IP アドレスとして 
198.19.20.136 を入力します。 

5. [証明書のダウンロード形式（Certificate Download Format）] オプションとして [PKCS12
形式（PKCS12 format）] を選択します。 

6. 両方のパスワードフィールドに C1sco12345 を入力します。 

7. [作成（Create）] をクリックします。 

 

ii. ファイル名を SMC-PXGRID に設定し、[保存（Save）] をクリックします。 
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iii. Chrome の下部にある SMC-PXGRID.zip ファイルを右クリックし、[フォルダを開く（Show in 
folder）] をクリックします。 

 

iv. SMC-PXGRID.zip ファイルを右クリックし、[すべて展開（Extract All…）] を選択します。 

 

v. [展開（Extract）] をクリックします。 
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vi. 開いているすべてのファイルブラウザのウィンドウを閉じ、Chrome は開いたままにします。 

f. Chrome の [SMC アプライアンス設定（SMC Appliance Configuration）] タブに戻り、[SSL/TLS クライアン
トアイデンティティの追加（Add SSL/TLS Client Identity）] フォームの [フレンドリ名（Friendly Name）] に 
SMC-PXGRID を入力し、[ファイルの選択（Choose File）] をクリックします。 

 

i. 表示された [開く（Open）] ページの左側にある [ダウンロード（Downloads）] をクリックします。 

 

ii. SMC-PXGRID フォルダをダブルクリックします。 

 

iii. SMC.dcloud.cisco.com... ファイルをクリックし、[開く（Open）] をクリックします。 
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iv. [バンドルパスワード（Bundle Password）] と [パスワードの確認（Confirm Password）] フィールド
の両方に C1sco12345 を入力します。 

v. [クライアントアイデンティティの追加（Add Client Identity）] をクリックします。 

 

vi. SMC-PXGRID のクライアント証明書が表示されます。 

 

g. [設定の適用（Apply Settings）] をクリックします。 

 

h. [変更の適用（Apply Changes）] をクリックします。 

 

9. SMC の [アプライアンスステータス（Appliance Status）] が [設定変更の保留（Config Changes Pending）] から [Up] 
に変わるまで、[インベントリ（Inventory）] ページで待機します。必要に応じてページを更新し、ステータスを確認し
ます。 
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10. Chrome ブラウザで SMC Web UI に戻ります（必要に応じて新しいタブを開き、SMC のブックマークをクリックします）。 

11. [導入（Deploy）] をクリックし、[Cisco ISE 設定（Cisco ISE Configuration）] を選択します。 

 

a. [Cisco ISE 設定（Cisco ISE Configuration）] ページで [新しい設定の追加（Add new configuration）] をク
リックします。 

 

b. ISE 設定フォームで次のように設定します。 

i. [クラスタ名（Cluster Name）]：ISE-CLUSTER 

ii. [証明書（Certificate）]：SMC-PXGRID 

iii. [プライマリ PxGrid ノード（Primary PxGrid Node）]：198.19.20.141 

iv. [ユーザ名（User Name）]：SMC-PXGRID 

v. 3 つの [統合オプション（Integration options）] のチェックボックスをすべてオンにします。 

vi. [保存（Save）] をクリックします。 
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c. 成功のメッセージが表示されます。[OK] をクリックします。 

 

12. ISE-CLUSTER の円形のステータスアイコンをクリックして、接続を検証します。まだ接続されていない場合や、一部接
続されていない場合があります。円形のステータスアイコンの隣にある更新アイコンをクリックして、ステータスを更
新します。 

 

13. すべてのエントリについて [接続済み（Connected）] および [登録済み（Subscribed）] と表示されるまで、ステータス
の確認を続行します。円形のステータスアイコンの隣にある更新アイコンをクリックして、ステータスを更新します。 

 

注：dCloud ラボ環境では、ISE アクティビティのシミュレーションとともに、単一のライブ ISE ノードも実行します。シミュ
レーションされたシステムは、ユーザ情報（ログイン/ログアウトイベント）を 1 日を通して特定のポイントにプッシュします。 

14. Chrome の ISE タブに戻ります。 

15. [すべてのクライアント（All Clients）] をクリックします。 

 

16. [更新（Refresh）] ボタンをクリックします。 
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17. [smc-pxgrid] エントリを展開して、機能を確認します。 

 

18. [smc-pxgrid] の前のチェックボックスをクリックし、[グループ（Group）] ボタンをクリックします。 

 

19. [グループ（Group）] フィールドをクリックして [セッション（Session）] を選択した後、フィールドを再度クリックし
て [ANC] を選択し、[保存（Save）] をクリックします。 

 

20. smc-pxgrid 回線に紐付けられた ANC および Session のクライアントグループが表示されます。 

 

21. Chrome の ISE タブを閉じます。 

22. Chrome の下部にあるダウンロードバーを、右端にある [X] をクリックして閉じます。 
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23. Chrome の SMC Web UI に戻ります。 

24. [モニタ（Monitor）] > [ユーザ（Users）] の順にクリックします。 

 
25. インターフェイス内にユーザデータが表示されます。左上隅のユーザ数を確認します。また、関連するカテゴリイン

デックス情報とともにユーザが表示される表にも注目してください。ユーザデータがまだ表示されていない場合は、 
必要な接続がまだ発生していない可能性があります。しばらく待つか、先に残りのラボを進めたい場合は後で確認して
ください。 

 
26. Stealthwatch デスクトップクライアントでユーザデータを確認することもできます。デスクトップ クライアント イン

ターフェイスに戻り、[FETRAINING] ドメインの下にある [アイデンティティサービス（Identity Services）] フォルダを
展開します。Web UI で追加した [ISE-CLUSTER] が表示されます。ISE クラスタの上にマウスを置くと、接続が PxGrid 
経由であることが示されます。 
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27. アクティブユーザを表示するには、[ISE-CLUSTER] オブジェクトをダブルクリックするか、[ISE-CLUSTER] オブジェク
トを右クリックして [ホスト（Hosts）] メニューをクリックし、[アイデンティティおよびデバイステーブル（Identity 
and Device Table）] オプションを選択します。 

 

28. SMC インターフェイスの右ペインに、[アイデンティティおよびデバイステーブル（Identity and Device Table）]  
ドキュメントが、複数のユーザ アイデンティティ レコードとともに表示されます。 

 

29. pxGrid 経由で Cisco ISE の統合を設定し、アイデンティティデータが ISE から SMC に正しく送信されることを確認し
ました。 

シナリオのまとめ 

このシナリオでは、Stealthwatch と Cisco ISE の統合を設定し、その機能を検証しました。 
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シナリオ 13. AD LDAP ルックアップ機能の設定 
ここまでで、お客様の Cisco ISE 導入を Stealthwatch に統合し、ユーザ アイデンティティ データを取得して、フローデータと
関連付けることができるようになりました。お客様は Active Directory を使用していて、Stealthwatch でアイデンティティデー
タにアクセスしたときに追加のユーザ情報を得るために、ディレクトリに対してクエリができることを求めています。ここで
は、AD ルックアップ機能の設定を行います。 

注：Cisco ISE は、ユーザ アイデンティティ データを取得する方法の 1 つです。お客様の設定によっては、Cisco ASA ファイア
ウォール（および特定のベンダー製ファイアウォール）で、Cisco ISE とは別個に Stealthwatch にユーザ アイデンティティ 
データを提供できます。お客様に ISE がなくても、別の送信元からユーザ アイデンティティ データを取得している場合があり、
AD ルックアップ機能が役立ちます。ただし AD ルックアップ機能では、Cisco ISE や ASA など他の送信元からすでに Stealthwatch 
が取得しているユーザ アイデンティティ データのユーザ詳細だけが得られます。AD ルックアップ機能自体がデータを提供する
ことはなく、すでに Stealthwatch にあるユーザ アイデンティティ データを利用しなければなりません。 

1. Chrome ブラウザの SMC Web UI に戻るか、Chrome Web ブラウザウィンドウの SMC ブックマークを選択します。
admin ユーザとして、パスワード C1sco12345 でログインしていることを確認します。 

2. [導入（Deploy）] メニューをクリックし、[Active Directory] メニュー項目を選択します。 

 

3. [新しい設定の追加（Add new configuration）] をクリックします。 

 

4. 以下に示す値を使用して設定を完了し、[保存（Save）] ボタンをクリックします。 

a. [名前（Name）]：Customer AD Environment 

i. 接続する AD インスタンスについて定義された名前。これは実際の AD DNS または NT ドメイン名に
は関連しません。 

b. [説明（Description）]：Customer AD Instance 01 

i. 環境に関する任意の説明。お客様は複数の AD 環境を使用している場合があります。ここでそれらを
差別化できます。 

c. [ホスト（Host）]：198.19.20.10 

i. 接続先の AD サーバの FQDN または IP アドレス 

d. [ポート（Port）]：389 
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i. 接続するポート番号。セキュアでない LDAP ではポート 389 を使用します。それにより、ネットワー
ク上でセキュアでない状態でデータを引き出していたユーザ名とパスワードが送信されます。お客様
の AD サーバに証明書がインストールされていない場合は、ポート 389 のセキュアでない LDAP が唯
一のオプションになります。ただし、AD サーバでセキュアな LDAP（LDAPS）がサポートされている
場合は、ポート番号 636 を使用するのがベストプラクティスになります。 

e. [SSL]：オフ 

i. ポート 389 がセキュアでない LDAP で使用されている場合は、このオプションをオフにします。証明
書がインストールされているドメインコントローラとの接続にポート 636 が使用されている場合は、
ボックスにチェックマークを入れます。 

f. [ベース DN（Base DN）]：CN=Users,DC=dcloud,DC=local 

i. お客様のディレクトリ内でユーザデータの検索を開始するレベルでの、DN（識別名）の LDAP パス。
この設定にどのような値を指定しても、この DN 以下にあるユーザデータが取得されます。 

ii. 例：ユーザアカウントの DN が「CN=BobRoss,OU=CorpLearning,DC=dcloud,DC=local」で、ベース 
DN 設定の値が「OU=Sales,DC=dcloud,DC=local」の場合、BobRoss ユーザはクエリ対象のパスには
入らず、結果は返されません。 

iii. ただし、ベース DN の値が「DC=dcloud,DC=local」の場合は、BobRoss ユーザのパスがベース DN 
パスの子オブジェクトになるため、BobRoss ユーザが返されます。 

iv. LDAP パスでは大文字と小文字は区別されます。実稼働環境に機能を導入する前に、有効な設定をお客
様から取得してください。 

g. [バインド DN（Bind DN）]：CN=sw-ldap,CN=Users,DC=dcloud,DC=local 

i. バインド DN の値は、Stealthwatch がお客様の AD インスタンスで認証し、ユーザデータを取得する
ために使用する、ユーザアカウントの DN です。これは、管理アクセス権を持つユーザである必要は
ありません。通常の「ドメインユーザ」グループの権限で、デフォルトの権限を持つ AD 構造にアク
セスできます。お客様が OU 構造の権限をカスタマイズしている場合、ユーザアカウントにはユーザ
属性の読み取り権限だけが必要になります。 

h. [パスワード（Password）]：C1sco12345 

i. [バインド DN（Bind DN）] 設定で指定されているユーザアカウントのパスワード 

i. [保存（Save）] をクリックします。 
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5. 接続を確立できた場合は確認メッセージが表示されます。[OK] をクリックします。 

 

6. 保存された AD ルックアップ設定インスタンスが画面に表示されます。 

注：複数の設定エントリを指定することが可能です。これは、お客様環境に複数の LDAP ディレクトリまたは複数の AD ドメイ
ンがある場合、あるいは同じディレクトリ内で複数の ベース DN パスを指定する場合に必要になります。 

 

7. 次に、Stealthwatch がお客様の AD 環境からデータを正しく引き出していることを確認します。Stealthwatch の Web 
インターフェイスで、[モニタ（Monitor）] メニューをクリックし、[ユーザ（Users）] メニュー項目を選択します。 
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8. [ユーザ名（User Name）] 列のヘッダーにある上下の三角形をクリックして、[ユーザ（Users）] ページを [ユーザ名
（User Name）] 列でソートします。 

9. [ユーザ（Users）] ページを下にスクロールして、ユーザ ethel のエントリを探して、ethel ユーザのリンクをクリック
します。または、URL https://198.19.20.136/lc-landing-page/smc.html#/userentity/ethel を入力することもできます。 

10. [ユーザ情報（User Info）] ページに、Ethel の Active Directory の詳細、Stealthwatch からの Ethel のアラームデー
タ、Ethel が認証を受けたデバイスのリストが表示されます。 

 

11. これで AD ルックアップ機能を設定し、お客様が Stealthwatch に表示されるユーザデータについてディレクトリにクエ
リを実行できるようになりました。 

 

シナリオのまとめ 

このシナリオでは、お客様が、Stealthwatch にユーザ名情報を提供する Cisco ISE、または他の統合を通じてインポートされた
アイデンティティデータに含まれるユーザアカウントに関する詳細を収集できるように、AD ルックアップ機能を設定しました。 
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シナリオ 14. カスタムドキュメントの作成 
フローデータがお客様環境内で適切に分類されたら、さらなるカスタマイズとレポートに着手できます。製品内には、組み込み
のドキュメントやレポートが多数用意されています。ほとんどの場合、これらを使用してお客様の目標を達成できます。ただ
し、場合によってはソリューションをカスタマイズする必要があります。お客様は、NOC 用のダッシュボードのカスタマイズを
開始するにあたって支援を求めています。 

カスタムドキュメントの作成 

お客様から、インターネットトラフィック使用状況のデータを表示するデスクトップクライアントのダッシュボードを作成する
よう依頼を受けました。具体的には、複数のドキュメントを開かなくても SMC で 1 つのドキュメントを開くだけで必要なデー
タを取得できるようなものを求められています。お客様の依頼に応えるため、カスタム ドキュメント ビルダーを使用して、複数
のコンポーネントが含まれる単一のドキュメントを作成します。 

 

1. Stealthwatch デスクトップクライアントを開きます。 

 

2. [表示（View）] メニューをクリックし、[ドキュメントビルダー（Document Builder）] メニュー項目を選択します。 

 

3. ドキュメントビルダーのウィンドウが開き、ドキュメントに追加できる利用可能なコンポーネントがすべて表示されます。 
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注：利用可能なコンポーネントはすべて、SMC にすでに存在する各種の事前作成済みドキュメントからのオプションです。ドキュメ
ントビルダーでできるのは、単に既存のタイプの複数のコンポーネント/ドキュメントを 1 つのドキュメントに結合することです。 

4. 左のコンポーネントウィンドウ（ドキュメントビルダーの中央）を右クリックして、[行の追加（Add Row）] オプショ
ンを選択します。 

  

5. 右のコンポーネントウィンドウを右クリックして、[行の追加（Add Row）] オプションを選択します。最終的に下の画
像のように表示されます。 
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6. ウィンドウの左側にある [利用可能なコンポーネント（Available Component）] ツリーを展開し、[トラフィック
（Traffic）] フォルダから [ホストグループサービストラフィック（Host Group Service Traffic）] フォルダを展開し、
[ホストグループサービストラフィック、着信トラフィック（+）と発信トラフィック（-）（Host Group Service 
Traffic, Traffic Inbound (+) and Outbound (-)）] コンポーネントを選択して、そのコンポーネントを左上のコンポーネ
ントウィンドウにドラッグします。 

 

7. ウィンドウの左側にある [利用可能なコンポーネント（Available Component）] ツリーを展開し、[上位（Top）] フォ
ルダを展開し、[上位ホスト（Top Hosts）] コンポーネントを選択して、そのコンポーネントを右上のコンポーネント
ウィンドウにドラッグします。 
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8. ウィンドウの左側にある [利用可能なコンポーネント（Available Component）] ツリーを展開し、[上位（Top）] フォ
ルダを展開し、[上位ホスト（Top Hosts）] コンポーネントを選択して、そのコンポーネントを右下のコンポーネント
ウィンドウにドラッグします。

 

9. ウィンドウの左側にある [利用可能なコンポーネント（Available Component）] ツリーを展開し、[上位（Top）] フォ
ルダを展開し、[上位カンバセーション（Top Conversations）] コンポーネントを選択して、そのコンポーネントを左下
のコンポーネントウィンドウにドラッグします。 

 

10. 画面上部の [ページ 1（Page 1）] ヘッダータブを右クリックし、[ページ名の変更（Rename Page）] メニュー項目を選
択します。 
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11. ページ名を Internet Traffic Dashboard に変更して [OK] をクリックします。 

 

12. 右上の [上位ホスト（Top Hosts）] コンポーネントを右クリックし、[コンポーネント名の変更（Rename 
Component）] オプションを選択します。 

 

13. コンポーネントのタイトルを Top Internet Consumers に変更して [OK] をクリックします。 
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14. 右下の [上位ホスト（Top Hosts）] コンポーネントの名前を Top Internet Destinations に変更します。 

15. 左下の [上位カンバセーション（Top Conversations）] コンポーネントの名前を Top Internet Transfers に変更します。 

16. 左上の [ホストグループサービストラフィック（Host Group Service Traffic）] コンポーネントの名前を Internet 
Service Traffic に変更します。 

 

17. ドキュメントのフォーマットが完成しました。次に、SMC デスクトップクライアントでテンプレートを起動して、各コ
ンポーネントの関連フィルタを設定します。[ファイル（File）] メニューをクリックし、[ドキュメントの起動（Launch 
Document）] メニュー項目を選択します。 

 

注：カスタム ドキュメント ビルダーは、ドキュメント自体を作成するのではなく、ドキュメントの作成に使用するテンプレート
を作成するものです。ドキュメントビルダーでは、1 つのドキュメントのページ数ならびに掲載コンポーネントの数および種類を
指定することはできますが、個々のコンポーネント自体の内容は設定できません。ドキュメント全体として希望どおりのデータを
表示できるようにするには、SMC でドキュメントを起動して各コンポーネントのフィルタオプションを設定する必要があります。 

1 つのカスタムドキュメントに追加するコンポーネントの数が増えるほど、すべてのデータが同時に返されることによる SMC へ
の負荷が大きくなるため、注意してください。多数のコンポーネントを追加した場合、各コンポーネントに選択したフィルタオ
プションによっては、データが返されるのに数分かかることがあります。 
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18. ここで SMC デスクトップクライアントに戻り、[フィルタ（Filter）] ウィンドウが表示されて、カスタムドキュメント
に追加した各コンポーネントのフィルタオプションを変更するよう求められます。左側の [コンポーネント
（Components）] をクリックします。 

 
19. [上位インターネット転送（Top Internet Transfers）] コンポーネントを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。 

a. [日時（Date/Time）] メニューを選択し、[直近（For the last）] の [6 時間（6 hours）] に絞り込むオプション
を選択します。 

 
b. [ホスト（Hosts）] メニューを選択し、オプションが次のように設定されていることを確認します。 

i. [方向（Direction）]：[合計（Total）] 

ii. [対象（Where the）]：[クライアントまたはサーバホスト（Client or Server Host）] 

iii. [含まれるもの（includes）]：[ホストグループ（the Host Group）]：[内部ホスト（Inside Hosts）]  

iv. [除外されるもの（And excludes）]：[なし（None）] 

v. [もう一方のホスト（and the Other Host）]：[含まれるもの（includes）]：[すべて（All）] 

vi. [除外されるもの（and excludes）]：[ホストグループ（the Host Group）]：[内部ホスト（Inside 
Hosts）] 
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c. [詳細設定（Advanced）] メニューを選択し、[返されるレコード数の制限（Limit the number of records 

returned to）] の値を [10] に変更します。 

 
d. コンポーネントのフィルタの設定が完了したら、[OK] をクリックします。 

20. 上に示した手順を使用して、[上位インターネット接続先（Top Internet Destinations）] コンポーネントの設定を次のよ
うに指定します。 

a. [日時（Date/Time）]：[直近（last）] の [6 時間（6 hours）]  

b. [ホスト（Host）]：[対象（Where the）] に [サーバホスト（Server Host）]、[含まれるもの（includes）] に [ホス
トグループ（the Host Group）] の [外部ホスト（Outside Hosts）]、[除外されるもの（and excludes）] は [なし
（None）]、[もう一方のホスト（and the Other Host）] の [含まれるもの（includes）] に [ホストグループ（the 
Host Group）] の [内部ホスト（Inside Hosts）]、[除外されるもの（and excludes）] は [なし（None）] 

c. [詳細設定（Advanced）]：[返されるレコード数の制限（Limit the number of records returned to）] は [10] 

21. 上に示した手順を使用して、[上位インターネットコンシューマ（Top Internet Consumers）] コンポーネントの設定を
次のように指定します。 

a. [日時（Date/Time）]：[直近（last）] の [6 時間（6 hours）]  
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b. [ホスト（Host）]：[対象（Where the）] に [クライアントホスト（Client Host）]、[含まれるもの（includes）] に 
[ホストグループ（the Host Group）] の [内部ホスト（Inside Hosts）]、[除外されるもの（and excludes）] は [なし
（None）]、[もう一方のホスト（and the Other Host）] の [含まれるもの（includes）] に [ホストグループ（the 
Host Group）] の [外部ホスト（Outside Hosts）]、[除外されるもの（and excludes）] は [なし（None）] 

c. [詳細設定（Advanced）]：[返されるレコード数の制限（Limit the number of records returned to）] は [10] 

22. 上に示した手順を使用して、[インターネットサービストラフィック（Internet Service Traffic）] コンポーネントの設定
を次のように指定します。 

a. [日時（Date/Time）]：[直近（last）] の [6 時間（6 hours）]  

b. [ホスト（Hosts）]：[外部ホスト（Outside Hosts）]  

23. すべてのフィルタの設定が終わったら、[OK] をクリックします。 

24. カスタムドキュメントが表示されます。データが返されるまでに数分かかる場合があります。ドキュメントのタイトル
が [無題 0（Untitled 0）] になっていることに注意してください。このドキュメントはまだ SMC 自体には保存されてい
ません。この時点でドキュメントを閉じると、適用したすべてのフィルタ設定が失われてしまいます。 

 
25. SMC にドキュメントを保存するために、[ファイル（File）] メニューをクリックし、[保存（Save）] メニュー項目を選

択します。 
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26. [保存（Save）] ウィンドウが表示され、ドキュメントに名前を付けるよう求められます。Internet Usage Dashboard 
という名前を使用して、[パブリックドキュメント（Public Document）] チェックマークボックスをオンにします。完了
したら [OK] をクリックします。 

 

27. SMC にアクセスできる人なら誰でも、[ファイル（File）] メニューをクリックして [開く（Open）] メニュー項目を選択
し、保存されたドキュメントのタイトルを選択することで、ドキュメントを取得できるようになりました。 

28. お客様のカスタムドキュメントを作成して SMC に保存する作業が、無事に完了しました。ラボの次の手順に進みます。 

注：このドキュメントの作成は、Stealthwatch を実装するための必須要件ではありません。ただし、製品のドキュメントに関
し、同一のドキュメントに複数のコンポーネントが含まれることを希望するお客様は非常に多いと思われます。そのニーズに応
えられる設定済み製品ドキュメントがない場合には、ドキュメントビルダーが、要求を満たす唯一の方法となります。 

 

シナリオのまとめ 

このシナリオでは、PCI トランザクションに関するお客様の IT セキュリティポリシーに違反したネットワークトラフィックを明
らかにするための、カスタム セキュリティ イベントを作成しました。また、デスクトップクライアントでダッシュボードとして
使用できるカスタムドキュメントの作成方法についても学習しました。 
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シナリオ 15. 応答管理 
SMC では、製品のアラームが起動した際にさまざまなタイプの通知を送信できます。ここでは、重要なアラームがトリガーされ
たときに、お客様の SIEM および Stealthwatch の管理者に通知が行くように Stealthwatch を設定します。この作業には、
syslog 通信の設定と、通知送信のタイミングを制御するルールの定義が含まれます。 

注：Stealthwatch のどのような導入環境においても、Stealthwatch アプライアンスの正常性に関するシステムアラームがお客様
に通知されるよう設定してください。製品のチューニングがあまり進んでいない導入の早期段階では、ネットワーク上のホスト
のふるまいに関する「ホスト」アラームの有効化が必ずしも保証されない場合があります。それでも、システムアラームは常に
有効にして、問題発生時にお客様が通知を受け取れるよう設定しておく必要があります。システムアラームに対応することで、
製品に関わる問題の拡大防止に役立つ可能性があります。 

RAID ドライブの障害メッセージが数週間または数ヵ月間無視されたり、システムアラームが有効化されなかったためまったく送
信されなかったりすると、必然的に、長期にわたるサービスの中断やアプライアンスの RMA が発生する可能性があります。ア
ラームがタイミング良く通知されることで、修正措置を行ってサービスの中断を防ぐことができます。Stealthwatch は自身の正
常性について一定程度、状況を監視することができます。これらのアラームを監視することは重要です。 

Stealthwatch システムアラームの作成 

1. Stealthwatch デスクトップクライアントを使用していることを確認します。必要に応じて、admin として、パスワー
ド C1sco12345 を使用してログインします。 

 

2. [設定（Configuration）] メニューをクリックし、[応答管理（Response Management）] メニュー項目を選択します。 
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3. [応答管理（Response Management）] ウィンドウが表示されたら、[アクション（Actions）] メニューを選択し、[追加
（Add）] をクリックします。 

  

4. [アクションタイプ（Action type）] で [電子メール（Email）] を選択し、[OK] をクリックします。 

 

5. [電子メールアクションの追加（Add Email Action）] ウィンドウの [名前（Name）] フィールドに Email to SOC と入力
します。 

6. [説明（Description）] に セキュリティ オペレーション センターへの電子メール（Email for the security operations 
center）と入力します。 

7. [追加（Add）] をクリックして、電子メールアクションの宛先とする電子メールアドレスを持つユーザアカウントを追加
します。 
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8. [SOC] ユーザアカウントを選択し、[OK] をクリックします。 

注：電子メールアクションの宛先として使用するメールアドレスの入力はできません。定義されている SMC ユーザアカウントを
選択する必要があります。同報グループに電子メールを送るようお客様が求めている場合、またはユーザに SMC ユーザアカウン
トが定義されていない場合は、アカウントを作成する必要があります。そのような場合でも、実際にログインあるいはユーザア
カウントを使用しなければならないわけではありません。単に、[応答管理（Response Management）] の設定で選択する目的
のために、正しい電子メールアドレスを持つアカウントの存在が必要になります。 

9. Stealthwatch は、アラーム生成時に [件名（Subject）] と [本文（Body）] のフィールドを自動入力します。お客様が特
定のテキストを必要とする場合を除き、値を指定する必要はありません。[OK] をクリックして電子メールアクションを
保存します。 

10. [Syslog フォーマット（Syslog Formats）] メニューをクリックし、[追加（Add）] をクリックします。 

 

11. 次に、お客様の SIEM にデータを送信するときに使用する Syslog フォーマットを定義します。[名前（Name）] フィー
ルドを Customer SIEM Instance 01 と設定し、[説明（Description）] フィールドは空白のままにします。 
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注：SIEM または Syslog サーバソリューションが異なれば、データ解析の方法も異なります。Stealthwatch は、お客様がどのよ
うな形式を選んでも、設定によって対応することができます。[MSG パーツ（MSG Part）] では、メッセージに挿入する変数を
指定できます。これにより、Stealthwatch で生成されるアラーム内でデータを参照できるようになります。どの MSG パーツを
使えば syslog の宛先でメッセージが確実に正しく解析され、役立つものとなるかについてお客様と検討します。以下に、syslog 
フォーマットのサンプルを示します。syslog フォーマットは複数作成できます。アラームのタイプごとにフィールドを変えると
便利でしょう。 

Cisco Stealthwatch 通知：{alarm_type_id},{alarm_type_name},{alarm_severity_id}, msg={alarm_type_description}:{details} 
dst={target_ip} src={source_ip} start={start_active_time} end={end_active_time} cat={alarm_category_name} 
externalId={alarm_id} cs3={source_host_group_names} cs3Label=SourceHostGroups cs4={target_host_group_names} 
cs4Label=TargetHostGroups cs5={source_url} cs5Label=Source_URL cs6={target_url} cs6Label=Target_URL dpt={port} 
proto={protocol} dvchost={device_name} dvc={device_ip} dvcpid={domain_id} deviceExternalId={device_name} 

12. 右側の選択ウィンドウから次の MSG パーツを選択し、オプションごとに一度ずつ矢印ボタンをクリックして、左側の 
[MSG パーツ（MSG Part）] 設定に追加します。メッセージパーツ同士を区切るには、各メッセージパーツの間にカン
マ（または他の区切り文字）を入れます。 

a. Alarm_id 

b. Alarm_severity_name 

c. Alarm_status 

d. Alarm_type_name 

e. Details 
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f. Time 

 

13. [テスト（Test）] をクリックすると、syslog フォーマットのサンプル出力が表示されます。 

14. MSG パーツを追加または削除して syslog フォーマットを自由に変更できます。 

15. 終わったら、[OK] をクリックして syslog フォーマットを保存します。 

16. [アクション（Actions）] メニューをクリックし、[追加（Add）] をクリックして、Syslog メッセージを送信する新しい
アクションを追加します。 

 

17. [Syslog メッセージ（Syslog Message）] オプションを選択して、[OK] をクリックします。 
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18. 次の値を使用して [Syslog メッセージアクションの追加（Add Syslog Message Action）] 画面の設定を行い、[OK] を
クリックして変更を保存します。 

a. [名前（Name）]：System Alarm Syslog 

b. [説明（Description）]：（syslog メッセージの使用目的の説明を入力する） 

c. [有効化（Enabled）]：オン 

d. [IP アドレス（IP Address）]：198.19.20.134 

e. [ポート（Port）]：514 

f. [フォーマット（Format）]：[Customer SIEM Instance 01] 

 

19. 利用可能なアクションが [アクション（Actions）] 画面に表示されます。 
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注：複数のインスタンスに同一のアクションタイプを指定できます。たとえば、複数の syslog フォーマットが必要な場合や、
データを必要とする syslog サーバまたは SIEM が複数存在する場合があります。また、オプションがそれぞれ異なる複数の電子
メールアクションを定義することもできます。 

20. [ルール（Rules）] メニューをクリックし、[追加（Add）] ボタンを選択します。 

 

21. 作成したいルールのタイプを尋ねるプロンプトが表示されます。[Stealthwatch 管理コンソールシステムアラーム
（Stealthwatch Management Console System Alarm）] を選択して [OK] をクリックします。 

注：システムアラームは、Stealthwatch アプライアンスまたは製品の健全性に関連する問題を取り扱うものです。[エクスポータ
またはインターフェイスアラーム（Exporter or Interface Alarm）] は、いくつかの [フローセンサーシステムアラーム（Flow 
Sensor System Alarm）] 同様、エクスポータの帯域幅使用率を取り扱います。[ホストアラーム（Host Alarm）] は、
Stealthwatch 監視対象ホストのセキュリティ関連の項目を取り扱います。[ホストグループリレーションシップアラーム（Host 
Group Relationship Alarm）] は、マップと、マップを使用して作成されたオブジェクトを取り扱います。 
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22. 左ウィンドウペインの [ルール（Rule）] メニューを選択します。ここでは、システムアラームルール実行のタイミング
を決定するルール条件を設定します。 

a. このポップアップが画面に対して大きすぎる場合（下部の [OK]/[キャンセル（Cancel）] ボタンが見えない場
合）、他の Windows アプリケーションと同様に、ポップアップウィンドウの上部を下にドラッグしてサイズを
変更します。 

b. ルールの [名前（Name）] を SMC Custom System Alarms と設定します。 

c. ルールの [説明（Description）] に SMC システムアラームがトリガーされた時に通知（Notify when an SMC 
System Alarm triggers）と入力します。 

d. ルールの [有効化（Enabled）] が選択されていることを確認します。 

e. [このルールのトリガー条件（This rule is triggered if）] セクションでは、次の設定を使用します。 

i. [が真の場合（of the following are true）] に [いずれか（Any）] を設定します。 

1. これは、設定に関する一般論的な問題です。デフォルトではこのオプションが [すべて（All）] 
に設定されています。このままだと、すべての条件に該当しないとルールアクションが起こ
らないことになります。SMC で、事実上利用可能なすべてのアラームが同時にトリガーされ
ることはあり得ないので、値が [すべて（All）] に設定されていると、通知は送られません。 

f. 右側の省略記号ボタンをクリックし、ドロップダウンからさまざまなタイプの SMC システムアラームを選択す
ることにより、複数の条件を追加します。以下に指定されたタイプを追加します（追加後に [OK] をクリックし
ないでください）。 

i. [Cisco ISE 管理チャネルダウン（Cisco ISE Management Channel Down）] 

ii. [フローコレクタ管理チャネルダウン（Flow Collector Management Channel Down）] 

iii. [フローコレクタ時間不一致（Flow Collector Time Mismatch）] 

iv. [ライセンス破損（License Corrupted）] 

v. [SMC ディスク容量低下（SMC Disk Space Low）] 

vi. [SMC RAID 障害（SMC RAID Failure）] 

vii. [SMC RAID 再構築（SMC RAID Rebuilding）] 

viii. [Stealthwatch フローライセンス超過（Stealthwatch Flow License Exceeded）] 
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注：適しているシステムアラームは、お客様によって異なる場合があります。仮想アプライアンスには RAID アラームは必要あり
ません。ISE 統合を利用していない環境または UDP Director がない環境では、それぞれに対応するアラームは必要ありません。
システムアラームを実装する際は、すべてのアラームを確認して、お客様の環境に関連性のあるものを判断してください 

23. [OK] はまだクリックしないでください。SMC システムアラームルールのトリガー条件の設定が終わったので、今度
は、ルールがトリガーされたときに実施されるアクションを設定する必要があります。左ウィンドウペインの [アクショ
ン（Actions）] メニューを選択します。 

a. [アクション（Actions）] 画面では、アラームがアクティブになったときと非アクティブになったときに実施さ
れるアクションを設定できます。 
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b. [アラームがアクティブになったときに実施するアクション（Execute the following actions when the Alarm 
becomes active）] セクションの [追加（Add）] をクリックします。 

i. [SOC にメール（Email to SOC）] アクションと [システムアラーム Syslog（System Alarm Syslog）] 
アクションの両方を選択（Ctrl + クリック）して、[OK] をクリックします。 

 

c. [アラームが非アクティブになったときに実施するアクション（Execute the following actions when the Alarm 
becomes inactive）] セクションの [追加（Add）] をクリックします。 

i. [SOC にメール（Email to SOC）] アクションと [システムアラーム Syslog（System Alarm Syslog）] 
アクションの両方を選択（Ctrl + クリック）して、[OK] をクリックします。 

24. [OK] をクリックして、SMC システムアラームルールの変更を確定します。 
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25. ここで少し時間をとって、Stealthwatch の初期インストールに含まれていたデフォルトのルールを確認します。必要に
応じてこれらのルールを変更すると、カスタム環境でフローコレクタと SMC システムアラームに関する応答管理を迅速
に設定できます。 

26. すべての変更を保存して、[応答管理（Response Management）] ウィンドウを閉じます。これで、Stealthwatch の正
常性に関連する問題の発生時にアラームを発信するための SMC 設定作業が、無事に完了しました。ラボの次の手順に進
みます。 

27. [閉じる（Close）] をクリックします。 

注：実稼働環境では、お客様をフォローアップして、SMC によって生成されるアラームに対応するワークフローが実行されてい
るか検証してください。SMC が通知を送信してもお客様が問題を調査しなければ、通知を行う意義がありません。 
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Stealthwatch システムアラームの検証 

応答管理ルールで以前設定したとおりの電子メールと syslog 通知を、お客様が受信できていません。お客様の SMTP および 
syslog 管理者は、Stealthwatch に問題があるはずだと主張しています。そこで、SMC が SMTP および syslog 通知を送信して
いることを検証する必要があります。アプライアンスのパケットキャプチャ機能を使用して、SMC により生成されるトラフィッ
クをキャプチャします。 

 

1. ブックマークを使用して、Chrome で SMC Web インターフェイスに接続します。 

2. Web インターフェイスで歯車アイコンをクリックし、[Central Management] をクリックします。 

 

3. SMC の [アクション（Actions）] アイコンをクリックし、[アプライアンス統計情報の表示（View Appliance 
Statistics）] を選択します。 

 

4. [サポート（Support）] メニューをクリックし、[パケットキャプチャ（Packet Capture）] メニュー項目を選択します。 
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5. [キャプチャ設定（Capture Setup）] ウィンドウで、以下の設定を使用してパケットキャプチャを構成し、ページ上の 
[開始（Start）] をクリックしてキャプチャを開始します。 

a. [名前（Name）]：syslog 

b. [インターフェイス（Interface）]：eth0 

c. [ホスト IP アドレス（IP Address）]：198.19.20.134 

d. [ポート（Port）]：syslog (514) 

e. [時間（Duration）]：300 

f. [パケット数（Packets）]：5000 

 

6. パケットキャプチャが開始されます（開始されない場合は、[開始（Start）] をクリックします）。これから 5 分以内に
いくつかの syslog メッセージを生成してテストする必要があります。 

7. デスクトップクライアントに戻り、[設定（Configuration）] メニューの [応答管理（Response Management）] をク
リックします。 

8. 左ペインの [アクション（Actions）] メニューを選択し、[システムアラーム Syslog（System Alarm Syslog）] アク
ションを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。 

 

9. syslog アクションの設定が表示されます。[テスト（Test）] をクリックして宛先 syslog サーバに syslog テストメッ
セージを生成します。 
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10. 確認画面が表示されたら、[続行（Continue）] をクリックします。 

 

11. Syslog メッセージが送信されたら、[続行（Continue）] をクリックします。 

 

12. テストメッセージのプロセスをさらに数回繰り返してから、SMC のパケットキャプチャ インターフェイスに戻ります。 

13. [閉じる（Close）] をクリックし、[応答管理（Response Management）] の [閉じる（Close）] をクリックして終了し
ます。 

14. Chrome で SMC アプライアンスのキャプチャページに戻ります。 

15. まだキャプチャ実行中の場合は、この時点でキャプチャを停止しても構いません。 

16. パケットキャプチャの [syslog] リンクをクリックしてファイルをダウンロードします。確認画面が表示されたら、[保存
（Save）] をクリックします。 

 

17. Chrome ブラウザの左下に pcap ファイルが現れます。ダウンロードされたファイルをクリックすると、Wireshark で 
pcap が開きます。 
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18. 198.19.20.134 の ポート UDP 514 に syslog パケットが送信されていることを確認できます。syslog メッセージを表
示して、フォーマットが正しいか確認することもできます。 

  

19. この事例では、ここでパケットキャプチャをお客様に転送して、SMC が実際に正しい IP アドレスに syslog を送信して
いることを説明できます。お客様の SIEM により syslog が処理されない原因としては、ACL またはファイアウォールが
トラフィックをブロックしているか、SIEM が syslog メッセージを受け入れるよう正しく設定されていない可能性が考
えられます。宛先ホストでのパケットキャプチャはトラブルシューティングに役立つ可能性があります。 

20. Wireshark を閉じます。 

 

シナリオのまとめ 

このシナリオでは、Stealthwatch 自体の正常性の監視を支援するシステムアラームを作成しました。お客様の SIEM に送信する 
syslog メッセージフォーマットを設定し、syslog および電子メール通知を送信するアクションを作成し、Stealthwatch のための
システムアラームを作成しました。 
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シナリオ 16. アプライアンスの SNMP エージェントの設定 
お客様は、ネットワーク運用パフォーマンス監視システムと SNMP プロトコルを介して Stealthwatch アプライアンスを監視す
ることを希望しています。お客様からは、監視システムが SNMP 経由でアプライアンスにアクセスできるようアプライアンスを
設定してほしいと依頼されました。 

注：アプライアンスに関しては、常に、SNMP および ICMP などの外部メカニズムを介してお客様に監視してもらうことがベス
トプラクティスです。これらのメカニズムは、アプライアンスで TCP/443 が開いていることをポーリングして検証します。アプ
ライアンスおよびクリティカルプロセスをリモートで監視するには、多くの方法があります。重要なポイントは、監視チームと
連携して実際に監視を実行するようにお客様に要請することです。アプライアンスには、設定したシステムアラームがトリガー
されないほどの非常に重大な問題が発生する可能性があります。SMC がダウンしてあらゆるシステムアラームをまったくトリ
ガーできない可能性もあります。外部監視は重要です。これによって、早い段階でお客様に問題を警告することができます。 

 

1. SMC Web インターフェイスに戻り、歯車アイコンをクリックして、[Central Management] を選択します。 

 
2. [FCNF] フロー コレクタ アプライアンスの [アクション（Actions）] アイコンをクリックし、[アプライアンス設定の編

集（Edit Appliance Configuration）] を選択します。 

 
3. [ネットワークサービス（Network Services）] タブをクリックします。 

  
4. [SNMP エージェント（SNMP Agent）] セクションで、次の値を入力して SNMP エージェントを設定します。 

a. [有効（Enable）]：オン 

b. [読み取り専用コミュニティ（Read Only Community）]：CustomerROv2String 
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c. [SNMP ポート（SNMP Port）]：161 

i. SNMP を標準以外のポートで実行することをお客様が求めている場合は、この設定でポート番号を変
更できます。お客様が特に指定しない限り、この値は 161 のままにします。 

d. [sysLocation]：Customer Datacenter02 

i. リモート監視システムが SNMP 経由でアプライアンスを照会すると、アプライアンスの [ロケーショ
ン（Location）] フィールドにこの値が表示されます。この値はお客様から入手します。お客様の監視
システムに表示するアプライアンスのロケーションとして、お客様が指定したとおりの内容を入力し
てください。 

e. [sysContact]：所有者名 

i. リモート監視システムが SNMP 経由でアプライアンスを照会すると、アプライアンスの [連絡先
（Contact）] フィールドにこの値が表示されます。この値はお客様から入手します。お客様の監視システ
ムに表示するアプライアンス連絡先表示として、お客様が指定したとおりの内容を入力してください。 

f. [sysName]：FCNF 

i. 通常この値には、お客様によって割り当てられたホスト名を入力します。この値が、リモート監視シ
ステムに表示される名前となります。お客様が複数の Stealthwatch アプライアンスを所有している場
合にデフォルト値を使用すると、すべてのアプライアンスが同じ名前で表示されます。お客様がこの
目的のために割り当てたホスト名を使用します。 

g. [sysServices]：（デフォルト値のままにする） 

h. [sysDescription]：Stealthwatch FlowCollector 

i. この値には、アプライアンスの目的を説明するテキストを自由に入力できます。お客様の標準値があ
る場合は、ここにその命名規則を適用します。それ以外は、アプライアンス名と型番を記述します。 

i. [sysObjectID]：（デフォルト値のままにする） 

j. [SNMP バージョン（SNMP Version）]：V2 
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5. SNMP 値を設定したら、[設定の適用（Apply Settings）]、[変更の適用（Apply Changes）] の順にクリックします。 

 

6. 設定がそのアプライアンスに適用されている間、アプライアンスのステータスが変更されていることを確認します。 

  

 

注：アプライアンスの SNMP エージェントの設定は、外部システムが SNMP を介してアプライアンスをポーリングできるよう
に設定するものです。この設定により、Stealthwatch アプライアンスが自身の主要機能を実行する能力が影響を受けることは一
切ありません。SNMP エージェントの設定は、SNMP を介してエクスポータをポーリングする SMC との相互作用はなく、SMC 
が応答管理を介して SNMP トラップを送信する能力にも関係していません。SNMP エージェントの唯一の機能は、アプライアン
スのリモート監視です。その目的のためにこれを有効にすることを強くお勧めしますが、実用上は省略可能です。 

シナリオのまとめ 

このシナリオでは、FC の SNMP エージェントを設定して、サードパーティの SNMP 監視システムから監視できるようにしまし
た。ラボでは、この手順をすべてのアプライアンスに実行する必要はありません。ただしお客様の環境では、可能な場合、すべ
ての Stealthwatch アプライアンスをお客様のシステムで監視してください。 

 



デモンストレーションガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 259/270 ページ 

シナリオ 17. 予測される FC データベースストレージ容量の算出 
どのフロー コレクタ アプライアンスでも、フローデータの保存に利用できるストレージスペース容量は限られています。購入し
たアプライアンスモデル、仮想アプライアンスに割り当てられているストレージ量、およびお客様の環境で生成されるフローデータ
の量によって、お客様がアクセスできるデータは、1 年分の場合もあれば、辛うじて丸 1 ヵ月分程度という場合もあります。 

アプライアンスがインストールされ、FC がスコープ内のすべてのエクスポータからフローデータを取り込むようになったため、
お客様は、システムが保持できるフローデータの量を尋ねてきました。データを保持できる日数についての概算をお客様に提示
するために、FC のデータベースストレージ統計機能を活用します。 

 

1. Chrome Web ブラウザで [Central Management] を開きます。 

2. [FCNF] アプライアンスの [アクション（Actions）] アイコンをクリックし、[アプライアンス統計情報の表示（View 
Appliance Statistics）] を選択します。 

 

3. admin および C1sco12345 を使用してログインします。 

4. [サポート（Support）] メニューをクリックし、[データベースストレージ統計情報（Database Storage Statistics）] メ
ニュー項目をクリックします。 

 

5. [データベースストレージ統計情報（Database Storage Statistics）] 画面が現れ、FC 容量の詳細が表示されます。 
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注：ここに表示される値は、フローコレクタで保存される 1 日あたりフローデータ量の平均に基づいた推定値です。[最悪の場合
（Worst Case）] の値は、1 日間のストレージ量の最大値を使用して計算されます。FC がオンラインでフローデータを取り込ん
できた期間が長くなるほど、この情報の精度が上がります。[保持可能日数（Capacity in Days）] は総容量を表し、[残り日数
（Remaining Days）] の値は、古いデータを削除しない場合にあと何日分の新しいデータを保存できるかを示しています。物理
アプライアンスのストレージ容量は、アプライアンスの型番とそのモデルの内部ストレージ容量によって決まります。仮想アプ
ライアンスでプロビジョニングされるストレージ容量も、お客様のライセンスの VE アプライアンスの型番に関係があります。 

6. [フローデータの概要（Flow Data Summary）] セクションに、[フローの詳細（Flow Details）] と [フローインターフェ
イスの詳細（Flow Interface Details）] によるストレージ量の詳細が表示されます。[フローインターフェイスの詳細
（Flow Interface Details）] には、お客様のネットワークを通過したフローの処理を行ったエクスポータ インターフェ
イスに関する情報が含まれます。このデータは、FC データベース内の容量を大量に消費する可能性があります。そこ
で、保持される [フローインターフェイスの詳細（Flow Interface Details）] が一定の量に制限されるようにお客様の FC 
を設定します。 

 

7. Stealthwatch デスクトップクライアント を開き、admin ユーザとしてパスワード C1sco12345 でログインしているこ
とを確認します。 

 

8. [エンタープライズ（Enterprise）] ツリーをたどり、[FCNF] フローコレクタエントリをクリックして強調表示させま
す。[FCNF] を右クリックし、[設定（Configuration）] 、[プロパティ（Properties）] メニュー項目の順に選択します。 
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9. 左ペインの [詳細設定（Advanced）] メニューを選択します。 

a. 次の画像に示されているオプション全体が表示されない場合には、他のウィンドウと同様、ウィンドウの端ま
たは角をクリックしたまま拡大してウィンドウを大きくする必要があります。 

10. [フローインターフェイスデータの保存（Store flow interface data）] の設定が [最大 7 日間（Up to 7 days）] の値に
なっていることを確認して、[閉じる（Close）] をクリックします。 
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注：FC のデフォルト値は、フロー インターフェイス データを最大 7 日間保存するように設定されています。FC 上のハード
ディスクの最大容量に達すると、新しいデータを保存するスペースを確保するために、最も古いデータの削除が始まります。 
しかし、フロー インターフェイス データを保存すると、FC で実際のフローデータを保存できる期間が短くなる場合がありま
す。この設定により、一定期間を超えたフローデータを削除するのではなく、フローが通過したインターフェイスのデータを保
持しないことでフローデータの保持を優先できるようになります。 

この値を一定の数（たとえば 7 日など）に設定すると、7 日を超えた古いフロー インターフェイス データがデータベースに含ま
れなくなるため、より多くのフローデータを FC に保存できることになります。お客様の環境によっては、フロー インターフェ
イス データの制限に変更を加える前に、数週間または数ヵ月間 FC を実行させて、保存できるフローデータとフロー インター
フェイス データの量を判断するとよいでしょう。これは、お客様が必要に応じてフローデータのデータ保持期間を延長したい場
合に役立つツールです。この設定は FC 1 台ごとに行い、FC が複数ある環境ではそれぞれのアプライアンスに設定を適用する必
要があることに注意してください。 

シナリオのまとめ 

このシナリオでは、現在フローコレクタに送信されているフローデータの量に基づいて、FC に保存できるデータの推定量を算出
しました。また、今後 FC データベースに保存されるフローデータの量を増やすため、インターフェイス詳細の保持については、
データが 7 日間だけ保存されるように設定しました。 
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シナリオ 18. 設定のバックアップの作成 
これまでに、お客様の Stealthwatch ソリューションの初期導入と設定が無事に完了しています。今回のお客様との業務を終了す
る前に、各アプライアンスの設定をバックアップして、正常な状態をキャプチャしておくとよいでしょう。ここでは、アプライ
アンスの設定のバックアップを実行し、そのファイルを、作業のために提供されたお客様環境内の管理ワークステーションに保
存します。そうすることで、お客様がそのファイルを自身のファイルサーバにコピーして保管することができます。 

注：各アプライアンスは、自身の設定のバックアップコピーを毎日自動的にローカルディスクに保存し、30 日間保持します。 
管理者がホストグループツリーを削除するなどの設定ミスをした場合、またはその他の設定不良が発生した場合には、これが役
に立つ可能性があります。こうした問題が発生後 30 日以内に見つかった場合であれば、アプライアンスに保存されているバック
アップを使用して、正常な設定にマシンを戻すことができます。ただし、アプライアンスが故障したり、工場出荷時の初期状態
にリセットされたりした場合は、ローカルで保存された設定のバックアップは失われます。設定のバックアップは外部のマシン
に保存しておくことが重要です。 

 

1. Chrome で SMC のブックマークを使用して、SMC Web インターフェイスに戻ります。 

a. ユーザ名 admin と パスワード C1sco12345 を使用して、アプライアンスにログインします。 

2. 歯車アイコンをクリックし、メニューから [Central Management] を選択します。 

 

3. [SMC] の [アクション（Actions）] アイコンを選択し、[サポート（Support）] メニューオプションを選択します。 

  

4. 毎日の設定バックアップにより、アプライアンス自体に保存されたバックアップの一覧が表示されます。 
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5. [バックアップアクション（Backup Actions）]、[バックアップの作成（Create Backup）] を順にクリックして、オンデ
マンドのバックアップを作成します。 

 

6. バックアップが作成されると、上部のリストに表示されます。該当するバックアップの [ダウンロード（Download）]  
ボタン、[保存（Save）] の順にクリックします。設定のバックアップが Web ブラウザによってダウンロードされ、
Downloads フォルダに保存されます。 

  

7. [アプライアンスマネージャ（Appliance Manager）] をクリックし、[Central Management] の [インベントリ
（Inventory）] ページに戻ります。 

 

8. 残りのすべての Stealthwatch アプライアンスについてこのシナリオの手順を繰り返し、最新の設定バックアップを作成
してダウンロードします。 

a. フローコレクタ 

b. フローセンサー 

c. UDP Director 

注：設定のバックアップの実行は、アプライアンスのアップグレード前に行うべきプロセスの一部でもあります。 
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シナリオのまとめ 

このシナリオでは、すべてのアプライアンスについて設定のバックアップを実行して、バックアップファイルを管理ワークス
テーションに保存しました。これによって、アプライアンスに障害が発生した場合やお客様が設定ミスをした場合に、インス
トールプロセス全体を再実行することなく、環境を以前の設定に確実に戻すことができます。 
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シナリオ 19. Stealthwatch のパッチ適用：Central Management 
導入環境はいずれ、パッチの適用やアップグレードが必要となります。このプロセスの経験を積めるように、このラボでは SMC 
のパッチインストールについて説明します。最新の設定バックアップはすでに作成してダウンロードしているため、更新を開始
する準備は整っています。 

 

1. SMC の [Central Management] ページで、[更新マネージャ（Update Manager）] タブをクリックします。 

 

2. [アップロード（Upload）] をクリックして、パッチを Central Management にアップロードします。 

 

3. [WKST1] > [ドキュメント（Documents）] > [パッチ（Patches）] の順に移動して patch-smc-ROLLUP002-7.1.2-
02.swu をクリックし、[開く（Open）] をクリックします。 

 

4. ファイルが SMC にアップロードされます。[閉じる（Close）] はまだクリックしないでください。 

 

5. 成功メッセージが表示されたら、[閉じる（Close）] をクリックします。 
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6. SMC のパッチが [インストール待機中（Waiting to Install）] としてリストに表示されます。これが表示されない場合は、 
ブラウザウィンドウを更新します。 

 

7. SMC の [アクション（Actions）] アイコンをクリックして、[更新のインストール（Install Update）] を選択します。 

 

8. [はい（Yes）] をクリックして更新を確定します。 

 

9. [更新ステータス（Update Status）] が [インストール中（Installing）] に変わります。（少し時間がかかる場合がありま
す。しばらくお待ちください）。 

 

10. SMC への接続が失われたら、[閉じる（Close）] をクリックします。 
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11. 必要に応じて、[Central Management] の Web ブラウザページを更新します。SMC によりサービスがリブート/再起動され
ると、次のような [セッションの期限切れ（Session Expired）] のポップアップメッセージまたは別の Web ページが表示さ
れます。これにはかなり時間がかかる場合があります。 

 

12. admin および C1sco12345 を使用してログインします。 

 

13. [Central Management] に戻ります。 

 

14. [更新マネージャ（Update Manager）] をクリックします。 
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15. SMC の [インストール準備完了（Ready to Install）] と [更新ステータス（Update Status）] の両方の表示が消えていること
を確認します。SMC の [アクション（Actions）] アイコンをクリックして、[更新ログの表示（View Update Log）] を選択
します。 

 

16. このログは、新しい Chrome タブで開きます。ROLLUP002 ファイルが記載されています。ログファイルの最下部までスク
ロールし、プロセスが正常に完了したことを確認します。 

a 

17. SMC のパッチ更新プロセスが完了しました。 

シナリオのまとめ 

このシナリオでは、お客様環境の Stealthwatch SMC アプライアンスに対するパッチ適用プロセスを実行しました。これによ
り、既知のバグと問題が、製品を使用するお客様に悪影響を及ぼすのを防げるようになります。 

 

SW フィールドエンジニアラボの完了 

Stealthwatch 101 FE トレーニングラボのすべてのシナリオが完了しました。 
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次に必要な作業 

詳細は以下を参照してください。 

• Cisco Stealthwatch Tech Talk セッション：https://communities.cisco.com/docs/DOC-30977 

o このラボの前提となる学習要件 

• Cisco dCloud ヘルプページを参照する：https://dcloud-cms.cisco.com/help 

• 利用できるすべての Cisco dCloud コンテンツを確認する：https://dcloud.cisco.com 

• dCloud のお問い合わせ先：https://dcloud-cms.cisco.com/help/contact-us-security 

 

https://communities.cisco.com/docs/DOC-30977
https://dcloud-cms.cisco.com/help
https://dcloud.cisco.com/
https://dcloud-cms.cisco.com/help/contact-us-security
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