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イベント ソース管理の概要

Security Analyticsのイベント ソースモジュールを使用すると、イベント ソースの管理やイベント

ソース向けアラート ポリシーの構成を簡単に行うことができます。

前提条件

イベント ソース管理には次の2つの権限が影響します。

l View Event Sourcesは、イベント ソースとその属性、閾値、ポリシーを表示するために必要

な権限です。

l Modify Event Sourcesの権限があると、イベント ソースの追加、編集、その他の更新を行う

ことができます。

詳細については、次のトピックを参照してください。

l 「システムセキュリティとユーザー管理ガイド」＞「参考資料」＞「［Administration］の［セキュ

リティ］ビュー」＞「［ロール］タブ」にある「［ロール］タブ」トピック。

l 「ロールの権限」トピックでは、ユーザーインタフェースのアクセス制御に使用される、Security
Analyticsにデフォルトで組み込まれているシステムロールについて説明します。「システムセ

キュリティとユーザー管理ガイド」の「ロールベースのアクセス制御の仕組み」を参照してくださ

い。

l 「ロールと権限によるユーザーの管理」では、ロールと権限を使用してSecurity Analyticsで
ユーザーを管理する方法について説明します。「システムセキュリティとユーザー管理ガイド」

の「ロールと権限によるユーザーの管理」を参照してください。

イベント ソース管理に移動する

次の手順を実行すると、既存のイベント ソースグループに関する詳細を表示できます。



イベント ソース管理

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソース］を選択します。

2. 以下のいずれかをクリックします。

l ［管理］タブ。このタブには、既存のイベント ソースグループに関する詳細が表示されま

す。

l ［モニタリングポリシー］タブ。イベント ソースのアラート構成を表示または編集するには、

このタブを使用します。

l ［アラーム］タブ。このタブには、生成されたアラームの詳細が表示されます。イベント ソー

スが設定された閾値を超えたり、下回った場合にアラームが生成されます。

l ［設定］タブ。自動アラートの構成を表示または変更するには、このタブを使用します。

注：イベント ソースリストに現在含まれていないイベント ソースからのログをシステムが受信す

ると、Security Analyticsにより、そのイベント ソースがリストに自動的に追加されます。また、

そのイベント ソースが既存のグループの条件と一致している場合は、そのグループに追加され

ます。
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アラームと通知

Security Analyticsのイベント ソースモジュールはアラームを表示し、トリガーされたアラームに基

づいて通知を送信します。

アラームについては、次の点を考慮します。

アラームには、自動(ベースラインを超えた場合またはベースラインに満たない場合にトリガーさ

れる)と手動(閾値を使用して構成される)の2つのタイプがあります。

l 自動：自動アラートを有効にすると、標準のベースラインを所定量上回るまたは下回るすべ

てのイベント ソースについてアラームがレポートされます。［設定］タブで、ベースラインとの差

異の上限と下限の割合を指定できます。 ［設定］タブ.

l 手動：自動アラートを無効にすると、ポリシー(および閾値)を定義し、そのポリシーを有効化

したイベント ソースグループについてのみアラームを受信します。

l アラームは、UIの［アラーム］タブに表示されます。［アラーム］タブ.

通知については、次の点を考慮します。

l 手動アラームの通知を(メール、SNMPまたはSyslog経由で)受信するには、次の手順を実

行します。

l イベント ソースグループのポリシーを指定します。

l 上限または下限(あるいはその両方)閾値を設定します。

l ポリシーを有効にします。

l 自動(ベースライン)アラームの通知を受信するには、次の手順を実行します。

l 自動アラートを有効化する必要があります。デフォルトでは有効になっています。

l 自動アラートの通知を有効化する必要があります。詳細については、 自動アラートの構

成 を参照してください。

l アラームをトリガーするイベント ソースは、ポリシーを有効化したグループに属している必要

があります。

l 自動アラートを有効化し、イベント ソースグループにポリシーと閾値を構成した場合、次の

ようになります。

l イベント ソースがベースラインから外れると、自動アラームが表示され、通知を受信しま

す。

l イベント ソースが閾値を超えると、手動アラームが表示され、通知を受信します。

9 イベント ソース管理の概要
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l 両方が発生する(ベースラインと閾値の両方を超える)と、2つのアラームが［アラーム］タブ

に表示され、2つのアラームを知らせる1件の通知を受信します。その通知には、アラーム

を2回発生させたイベント ソースが2回リストされ、そのうちの1つは自動アラームであること

が示されます。

サイズの大きいメール通知

メール通知を設定した場合、通知のイベント ソースの数によって、メールのサイズが非常に大

きくなる可能性があるということに留意してください。

アラーム状態のイベント ソースの数が10,000を超えた場合、メール通知には最初の10,000件の

みの詳細と合計数が含まれます。これは、メールが確実に配信されるようにするためです。

上限閾値と下限閾値の両方のトリガー

特定のイベント ソースグループで上限と下限の両方のアラームがトリガーされる場合がありま

す。この場合の最も簡単な確認方法は、メールのヘッダーを見ることです。ヘッダーには、次の

画像に示すように、両方の閾値がいつトリガーされたかが明記されます。

イベント ソース管理の概要 10



イベント ソース管理

この例では、ヘッダーに「High threshold and Low threshold triggered on ciscopix group.(上限閾

値と下限閾値がciscopixグループでトリガーされました。) 」と記載されています。下限閾値のイ

ベント ソースの詳細を確認するには、上限閾値のイベント ソースを数百件分、あるいは数千

件分も、下にスクロールしなければならない場合があります。

11 イベント ソース管理の概要



イベント ソース管理

自動アラート

このトピックでは、ベースラインに基づいた自動アラートについて説明します。

注：自動アラート、およびその動作を決定するすべてのパラメータは現在ベータ テスト中で

す。

イベント ソースグループのポリシーおよび閾値を設定できます。これにより、イベント ソースが閾

値の条件を満足しなくなった時に通知を受信することができます。Security Analyticsには、ア

ラームを生成する閾値を設定しない場合でも、自動的にアラームを受信する方法が用意され

ています。

自動アラートをトリガーするには、ベースライン値を使用します。この方法では、アラームを受信

するために多数のグループに閾値とポリシーを設定する必要はありません。構成(ただし、自動

アラートの有効化を除く)を行わなくても、通常と異なるメッセージ量によりアラートがトリガーさ

れます。

次の点に注意してください。

l イベント ソースからのメッセージ収集を開始してから、そのイベント ソースのベースライン値を

計算するのにおよそ1週間かかります。この初期期間の後、一定期間に収集するメッセージ

数がベースラインを一定量上回るまたは下回ると、アラートが発生します。デフォルトでは、こ

の量は、ベースラインからの上限および下限の標準偏差として指定します。

l 上限および下限の偏差設定は、イベント ソースがどの程度「定期的」に動作するかに基づ

きます。つまり、特定の時間(例えば、平日の午前8～9時など)によって、収集するメッセー

ジ数にほとんどあるいはまったく差がないのであれば、偏差の値を小さく設定できます。反対

に、ピークと谷間が頻繁に発生するのであれば、偏差の値を大きく設定します。

l ポリシーを有効化していれば、そのポリシーに閾値が設定されていなくても、自動アラート機

能を有効にしている限り、自動(ベースライン)アラームの通知を受信できます。

イベント ソース管理の概要 12
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モニタリングポリシーの一般的なシナリオ

通常、イベント ソースの監視は、そのイベント ソースの重要度ごとに「まとめて」行う必要があり

ます。標準的な例を次に示します。

l PCIイベント ソースグループが存在し、この中に、30分間、メッセージ送信を停止している

(または送信するメッセージが少なすぎる)イベント ソースがあるかどうかを把握することは重

要です。

l Windowsイベント ソースグループが存在し、この中に、4時間メッセージの送信を停止してい

るイベント ソースがあるかどうかが分かると便利です。

l 静止イベント ソースグループが存在し、この中のイベント ソースは、通常それほど多くのメッ

セージは送信しません。ただし、こうしたイベント ソースが24時間何も送信しない場合は、そ

れを把握したいと考えています。

組織の多くに、この例のようなネットワークがあります。別のカテゴリが存在する可能性もありま

すが、ここでは、この例を使用して、この機能の使用方法を説明します。

他にも数十、場合によっては数百のイベント ソースグループが存在する可能性がありますが、

閾値およびアラートを設定する必要があるのは、わずか数グループです。

注：イベント ソースが複数のグループに所属しており、その複数のグループでアラートが構成さ

れている場合は、リスト内でのグループの順序に従い、最初に一致したグループでのみアラー

トが発行されます。( ［モニタリングポリシー］タブには、グループの番号付きリストが表示されま

す) 。

グループの順序づけ

注：グループの順序を変更するには、グループを新しい場所にドラッグアンド ドロップします。

リスト内でグループが上位にあるほど、そのグループの閾値の優先順位が高くなります。RSA
Security Analyticsは、このパネルに表示されている順序で閾値をチェックします。そのため、

優先度の最も高いグループをこのリストの最上部に置く必要があります。

まず、［モニタリングポリシー］ページでのグループの順序をどのように決定するかを理解してくだ

さい。前述のように3つのグループがある場合は、次のように順序を付けます。

1. 静止イベント ソース。このグループを最初に配置すると、大量のfalseアラートの発生を防ぐ

ことができます。

2. 優先度が高いPCIイベント ソース。最優先イベント ソースは、静止イベント ソースの後ろに

配置します。

13 イベント ソース管理の概要
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3. Windowsイベント ソース。これらのイベント ソースに対する監視の時間範囲は、PCIイベント

ソースよりも長くなります( 30分対4時間) 。したがって、PCIイベント ソースの後ろに配置しま

す。

4. すべてのイベント ソース。オプションで、すべてのイベント ソースの閾値をに設定できます。こ

れによりネットワーク全体が問題なく動作していることを確認できます。包括グループの場合

は、閾値を指定する必要はありません。自動アラート機能を使用してこのグループのイベン

ト ソースのアラームを生成することができます。

前の図では、次の点に注意してください。

l グループの順序は、前のセクションで説明したように設定されています。

l PCIイベント ソースの閾値の目的は、Security Analyticsが30分間に受け取るメッセージ数が

10未満の場合にアラートを発行することです。

l 下限閾値を定義しますが、上限閾値は定義しません。これは多くの利用ケースで行われる

典型的な設定です。

グループの構成と順序づけを行い、アラートが発生し始めたら、順序の調整が必要になる可能

性があります。順序づけの調整に役立つガイドラインを次に示します。

l 必要以上のアラートが発生する場合は、順序を調整してグループを下に移動します。同様

に、アラートが少なすぎる場合は、グループを上に移動します。

l 必要以上にアラートを作成しているイベント ソースを見つけた場合は、そのイベント ソースを

他のグループに移動するか、そのイベント ソースに対して新しいグループを作成します。

イベント ソース管理の概要 14
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定義

Security Analyticsでイベント ソースグループを扱う場合は、次のことに留意してください。

l イベント ソースは、基本的にはイベントソースが持つすべての属性とその値の組み合わせに

より識別されます。

l イベント ソースグループは、そのグループに定義された一連の基準に一致するイベント ソー

スのセットです。

たとえば、次のようなグループが考えられます。

l 「Windowsデバイス」という名前のグループは、Microsoft Windowsイベント ソースに関連する

すべてのイベント ソースタイプ( winevent_nic、winevent_er、winevent_snare)で構

成されます。

l 低優先度サービスという名前のグループでは、優先度属性が5よりも低く設定されているすべ

てのサービスをグループ化します。

l 米国販売サーバという名前のグループでは、米国に設置されたイベント ソースのうち、組織

属性の値が販売、ファイナンス、マーケティングであるものをグループ化します。

［管理］タブの詳細

イベント ソースモジュールの［管理］タブを使用すると、イベント ソースを簡単に管理できます。

このタブでは次の操作を実行できます。

l イベント ソースグループを一貫性のある手順で設定する。

l イベント ソースの属性を一貫性のある簡単な方法で操作する。

l イベント ソース全体に対して簡単な検索を行う。

l イベント ソースとイベント ソースグループの一括編集と更新。

次の操作を実行して、イベント ソースグループに関する詳細を表示できます。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソース］を選択します。

2. ［管理］パネルを選択して、既存のイベント ソースグループの詳細を表示します。
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注：イベント ソースリストに現在含まれていないイベント ソースからのログをシステムが受信す

ると、Security Analyticsにより、そのイベント ソースがリストに自動的に追加されます。また、

そのイベント ソースが既存のグループの条件と一致している場合は、そのグループに追加され

ます。

デフォルト グループ

RSA Security Analyticsには、いくつかのデフォルト グループがあります。これらを必要に応じてカ

スタマイズして、新しいグループを作成する際のテンプレートとして使用できます。

デフォルト グループは次のとおりです。

l All Event Sources

l All Unix Event Sources

l All Windows Event Sources

l Critical Windows Event Sources

l PCI Event Sources

l Quiet Event Sources

これらのグループのいずれかを編集して、グループを定義するルールを調査できます。

注：Allイベント ソースグループは編集したり削除したりすることはできません。
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イベント ソースグループの作成

管理者は、Security Analyticsがイベント ソースからのメッセージを収集しなくなった場合に通知

を受信する必要があります。また、イベント ソースからの収集が止まってから(ログメッセージが

収集されなくなってから)どれくらいの時間が経過したら通知を送信するかを構成できることも

必要です。

RSA Security Analyticsでは、イベント ソースグループにより、重要度が近いデバイスをグループ

にまとめることができます。グループを作成するには、CMDB(構成管理データベース)からイン

ポートした属性を使用するか、グループに追加するイベント ソースを手動で選択します。

たとえば、次のタイプのイベント ソースグループを作成できます。

l PCIソース

l Windowsドメインコントローラー

l 収集停止ソース

l 経理サーバ

l 優先度の高いデバイス

l すべてのWindowsソース

手順

イベント ソースグループを作成するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソース］を選択します。

2. ［管理］パネルで をクリックします。

［イベント グループの作成］ダイアログが表示されます。
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3. グループ名を入力します。

4. 説明を入力します。

5. をクリックして条件を追加します。必要に応じて、その他の条件を追加します。条件の

作成の詳細については、次のトピックを参照してください：グループの作成 /編集フォーム.

6. Saveをクリックします。

新しいグループが［管理］パネルに表示されます。

例

このセクションでは、単純な例を紹介してから、より複雑なルールの設定方法について説明し

ます。

単純な例

この例は、優先度の高いイベント ソースをすべて含んだイベント ソースグループを作成するた

めに必要な手順を示しています。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソース］を選択します。

2. ［管理］＞［グループ］パネルで、 をクリックします。

3. グループ名として「優先度の高いデバイス」と入力します。

4. 「厳重に監視する必要のある最優先デバイス」などの説明を入力します。
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5. ［すべてに合致］を選択したままにして、 をクリックして条件を追加します。

6. ドロップダウンメニューから［条件の追加］を選択します。

a. 属性として［Priority］を選択します。

b. 演算子として ［次より小さい］を選択します。

c. 値に、2を入力します。

次の図は、更新された［イベント グループの編集］ダイアログを示しています。

7. Saveをクリックします。

複雑な例

この例では、かなり複雑なルールを作成する必要があります。ルールでは、米国に設置され、

営業、財務、マーケティングのいずれかの部門に属するイベントソース、または、全世界に設置

された、社内向けで、優先度が高く、営業部門に属するイベント ソースを抽出します。「優先

度が高い」とは、優先度が1または0のものを想定しています。論理的には次のような定義にな

ります。

(Country=United States AND (Dept.=Sales OR
Dept.=Finance OR Dept.=Marketing))
OR
(Priority < 2 AND Division != External AND

Dept.=Sales)
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次の図は、このようなイベント ソースグループを作成するときに入力する条件の例を示していま

す。
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イベント ソースグループの編集または削除

イベント ソースグループの削除が必要となる場合があります。たとえば、オフィスを閉鎖する場

合に、そのオフィスのすべてのイベント ソースで構成されているグループがある場合は、これらの

すべてのイベント ソースはSecurity Analyticsに情報を送信しないため、グループを削除できま

す。

同様に、グループを構成するために使用する一部の条件を変更する必要がある場合がありま

す。

注：イベント ソースグループ名を編集することはできません。グループを作成すると、その名前

はグループ自体が存在する限り存在します。

イベント ソースグループの編集

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソース］を選択します。

2. ［管理］パネルで、既存のイベント ソースグループを選択します。

3. をクリックします。

［イベント グループの編集］ダイアログが表示されます。

4. 任意の項目を変更します。または、必要に応じて条件を追加、編集、削除します。

5. Saveをクリックします。

イベント ソースグループの削除

次の点に注意してください。

l Allグループ以外のグループはすべて削除できます。Allグループには、システム内の構成され

たすべてのイベント ソースが含まれます。

l グループを削除する場合、そのグループに関連づけられたポリシーも自動的に削除されま

す。

l 削除されたグループのみに属しているイベント ソースがある場合、以降、それらのイベント

ソースにはポリシーによるアラームは発生しなくなります。イベント ソースは複数のグループに

属すことができる点に注意してください。

l グループを削除しても、ベースラインアラームには影響がありません。

イベント ソースグループを削除するには、次の手順を実行します。
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1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソース］を選択します。

2. ［管理］パネルで、既存のイベント ソースグループを選択します。

3. をクリックします。

確認ダイアログが表示されます。

4. ［はい］をクリックすると、グループが削除されます。
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イベント ソースの作成と属性の編集

イベント ソースはグループを使用して整理できます。グループ化を行うために、各イベント ソース

に対してさまざまな属性の値を設定します。たとえば、優先度が高いすべてのイベント ソースに

対して、Priority属性の値を1に設定します。使用できる属性の詳細は、次のトピックスで確認

できます： ［イベント ソースの管理］タブ.

次の図は、［イベント ソース］パネルの例です。

イベント ソースの属性は、自動入力された情報とユーザーが入力する情報の両方で構成され

ています。イベント ソースがログ情報をSecurity Analyticsに送信すると、そのイベント ソースの

情報がイベント ソースのリストに追加され、基本情報のいくつかが自動入力されます。その後

いつでも、ユーザーが他のイベント ソース属性を追加したり編集したりできます。

必須属性

イベント ソースの識別情報である、IP、IPv6、Hostname、Event Source Type、Log
Collector、Log Decoderは特別に処理されます。イベント ソースを手動で作成する場合は、

これらの値を入力できます。イベント ソースを保存したら、これらの値は変更できません。

イベント ソースは自動検出することもできます。Log Decoderにログを送信するイベント ソースは

すべて、イベント ソースのリストに追加されます。自動検出されたイベント ソースの属性を編集

する場合、これらの属性は編集できません。

これらの属性には、必須フィールドではないものもあることに注意してください。イベント ソースを

一意に識別するため、次の情報は必須です。
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l IP、IPv6、 Hostnameのいずれか

l Event Source Type

また、RSA Security Analyticsでは、IP、IPv6、Hostnameに優先順位を設定しています。順序

は次のとおりです。

1. IP

2. IPv6

3. Hostname

イベント ソースを手動で追加する場合は、この順序を心に留めておいてください。この順序を

無視すると、手動で追加したイベント ソースからログを受信した時に、イベント ソースの重複が

発生する可能性があります。

他の属性( Priority、Country、Company、Vendorなど)はすべてオプションです。

イベント ソースの作成

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソース］を選択します。

2. ［管理］タブを選択します。

3. ［イベント ソース］パネルで、 をクリックして詳細画面を開きます。この画面には、イベント

ソースの属性すべてが含まれています。

SQL Serverシステムのシステムレベル情報をすべて記録する ［イベント ソースの管理］タブが

表示されます。

4. 任意の属性の値を入力または変更します。

5. ［保存］をクリックします。

イベント ソースの属性の更新

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソース］を選択します。

2. ［管理］タブを選択します。

3. ［イベント ソース］パネルで、リストからイベント ソースを選択します。

4. ［イベント ソース］パネルで、 をクリックして詳細画面を開きます。この画面には、イベント

ソースの属性すべてが含まれています。

SQL Serverシステムのシステムレベル情報をすべて記録する ［イベント ソースの管理］タブが

表示されます。

5. 属性の値を入力または変更します(入力後は変更できない属性を除く) 。

6. ［保存］をクリックします。
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イベント ソース属性の一括編集

複数のイベント ソース、グループ全体、すべてのイベント ソースを選択して、一括編集できま

す。たとえば、多数のイベント ソースの優先度または管理責任者を変更する必要があるとしま

す。

注：表示された複数のページにまたがってイベント ソースを選択することはできません。たとえ

ば、225個のイベント ソースが含まれるグループがあり、ページ サイズが50の場合は、現在表

示されている50個のアイテムからのみイベント ソースを選択できます。

複数のページにまたがるアイテムを編集する必要がある場合は、次の操作を実行できます。

l ブラウザのページ サイズを増やす( 1ページのアイテムの最大数は500です) 。ページ サイズが

小さい場合は、1ページのすべてのアイテムを取得できる場合があります。

l 一括編集するイベント ソースのみが含まれるイベント ソースグループを新しく作成する。その

後、そのグループのすべてのイベント ソースを選択できます。イベント ソースを個別にを選択

する必要はありません。

l 段階的に一括編集する。最初のページで、編集するイベント ソースを選択します。選択し

たイベント ソースを編集して、次のページに進みます。このプロセスを繰り返して、すべての

変更を行います。

属性の一括編集

注：IP、IPv6、Hostname、Hostname、Log Collector、Log Decoderは必須フィールドです。こ

れらのフィールドを編集することはできません。

イベント ソースの属性を一括編集するには：

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソース］を選択します。

2. ［管理］タブを選択します。

3. (オプション)イベント ソースグループを選択します。

4. ［イベント ソース］パネルで、編集する1つ以上のイベント ソースを選択します。

注：すべてのイベント ソースを選択するには、リストヘッダの左端にあるボックスをオンにしま

す。

5. メニューバーから編集アイコン を選択します。

［イベント ソースの一括編集］ダイアログが表示されます。
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6. 変更可能な属性の値を入力します。上のスクリーンショットでは、Description属性とPriority
属性を更新しています。

7. 変更が必要な属性をすべて更新したら、［保存］をクリックします。
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イベント ソースのインポート

イベント ソース属性はCSV形式のファイルからインポートできます。CMDB(構成管理データ

ベース) 、スプレッドシート、その他の種類のファイルから情報をインポートするには、まずその情

報をCSVファイルに変換または保存します。

注：イベント ソースの識別情報である、IP、IPv6、Hostname、Event Source Type、Log
Collector、Log Decoderは特別に処理されます。これらのフィールドのいずれかに( Security
Analyticsの既存の値と比較して)異なる値が設定されているイベント ソースをインポートした

場合、Security Analytics側の元の値は上書きされません。

インポートした属性は一致するイベント ソースに設定され、イベント ソースグループを作成する

ためのルールの中で使用できます。

RSA Security Analyticsでは、インポート ファイルが正確であり、完全なレコードであると見なし

ます。この想定に基づき、イベント ソース属性のインポートは次のように動作します。

l デフォルトでは、属性をインポートすると、システムによって既存のイベント ソースの属性だけ

が更新されます。

l イベント ソースがインポート ファイル側にあるものの、Security Analytics側にはない場合は、

そのイベント ソースの属性は無視されます。つまり、Security Analytics側でそれらの属性を

格納する新しいイベント ソースが作成されることはありません。

l イベント ソースがインポート ファイルとSecurity Analyticsの両方にある場合は、そのイベント

ソースの値が上書きされます。

l インポート ファイルで属性の値が空白になっている場合は、Security Analytics側の対応する

属性の値がクリアされます。

l インポート ファイルに属性が指定されていない場合は、Security Analytics側では対応する

属性は無視されます(つまり、クリアされません) 。

注：値が空白の属性とまったく指定されていない属性には違いがあります。属性が指定され

ていても値が空白の場合は、空白にすることが意図されていると見なし、Security Analytics
側では、対応するイベント ソースの属性の値をクリアします。しかし属性がまったく指定されて

いない場合は、変更が想定されていないものと見なします。

これらの動作がデフォルトです。この動作は次の手順で変更することができます。

イベント ソース属性のインポート

イベント ソース属性をファイルからインポートするには、次の手順を実行します。
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1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソース］を選択します。

2. ［管理］タブを選択します。

［イベント ソースの管理］タブが表示されます。

3. ツールバーの［インポート /エクスポート］メニュー( )から、［インポート］( )
を選択します。

［イベント ソースのインポート］ダイアログが表示されます。

4. インポート ファイルを指定して、次の適切なボックスを選択します。

l デフォルト：前述のデフォルトの処理を実行します。

l 追加のみ：Security Analytics側の対応する属性が空白の場合にのみ属性をインポート

します。したがって既存の値は上書きされません。
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l 値をクリアしない：インポート ファイルで値が空白になっている属性について、Security
Analytics側の属性の値をクリアしません。

l 不明なソースを追加する：インポート ファイル側のアイテムに基づいて、新規イベント ソー

スを追加します。

注：オプションは複数選択できます。

5. インポートをクリックします。

6. 確認ダイアログで［はい］をクリックしてインポートを実行します。

インポート ファイルのトラブルシューティング

インポート ファイルの形式が正しくなかった場合、または必要な情報が不足していた場合は、

エラーが発生し、そのファイルはインポートされません。

以下について確認します。

l 不明なソースを追加する場合は、ファイル内の各行に次の必須属性の組み合わせが指定

されている必要があります。

l IP、IPv6、 Hostnameのいずれか

l イベント ソースタイプ

l ファイルの先頭行にはヘッダー名が記述され、その名前がSecurity Analytics側の名前と一

致している必要があります。イベント ソースを1つエクスポートすると、正しい列名のリストを得

ることができます。エクスポートされたCSVファイルと比較し、インポート ファイルの先頭行に正

しい属性名が指定されていることを確認してください。
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イベント ソースのエクスポート

イベントソース全体または一部を、対応する属性と一緒にCSVファイルにエクスポートできま

す。

次の点に注意してください。

l エクスポートされるCSVにはすべての属性が含まれます。

l エクスポートされるCSVの先頭行はヘッダー行で、各列の名前がリストされます。

l 1つのグループ内のすべてのイベント ソースをエクスポートできます。

l すべてのイベント ソースをエクスポートできます(Allグループを選択) 。

l イベント ソースを選択し、選択したイベント ソースだけをエクスポートできます。

イベント ソースのエクスポート

イベント ソースをエクスポートするには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソース］を選択します。

2. ［管理］タブを選択します。

［イベント ソースの管理］タブが表示されます。

3. エクスポートするイベント ソースが含まれるグループを選択します。

4. 必要なイベント ソースをすべて選択します。あるいはグループ全体をエクスポートすることが

できます。グループ全体をエクスポートする場合は、個々のイベント ソースを選択する必要

はありません。

イベント ソースグループの管理 30



イベント ソース管理

5. ツールバーの［インポート /エクスポート］メニュー( )から、［エクスポート ( .csv) ］または

［グループのエクスポート ( .csv) ］を選択します。

［イベント ソースのエクスポート］ダイアログが表示されます。

6. ファイル名を入力し、［エクスポート］をクリックします。

イベント ソースの属性が、名前を指定したファイルにCSV形式で保存されます。
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イベント ソースのソート

イベント ソースパネルには現在選択されているイベント ソースグループの属性が表示されま

す。表示される属性のリストを構成したり、表示されている属性でリストをソートしたりすることが

できます。

動作

イベント ソースをソートする場合は、以下の動作に注意してください。

l 現在のページに表示されているアイテムだけでなく、リスト全体がソートされます。(ページの

下部にあるナビゲーションバーには、このイベント ソースのページ数が表示されます。)

l ソート順では大文字と小文字が区別されます。文字列の列で、値に大文字と小文字が混

在している場合は、大文字の方が小文字より先に表示されます。

たとえば、［イベント ソースタイプ］列にNetflow、APACHE、netwitnesspectrum、
ciscoasaのエントリーがある場合、ソート順は次のようになります。

l APACHE

l Netflow

l ciscoasa

l netwitnesspectrum

イベント ソースをソートするには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソース］を選択します。

2. ［管理］タブを選択します。

［イベント ソースの管理］タブが表示されます。
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3. 列をソートするには、列のヘッダーにあるをクリックします。

［ソート オプション］ドロップダウンメニューが表示されます。

4. 任意のソート順序を選択します。
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［モニタリングポリシー］ビューを使用して、イベント ソースグループのアラート構成を管理しま

す。

イベント ソースグループに関するアラートを生成するためのポリシーを作成するには、閾値と通

知を設定します。

l 閾値では、ログメッセージの頻度の範囲を設定します。下限閾値、上限閾値、またはその

両方を指定できます。

l 通知では、閾値の条件を満たさない状態になった時にアラートを送信する方法と、その送

信先を指定します。

l 閾値と通知を組み合わせて、指定した頻度に基づいてアラートを作成します。

l 自動アラート機能が有効な場合(デフォルト ) 、閾値を設定せずにポリシーを作成して有効

化できます。自動通知を有効にすると、グループ内のイベント ソースが指定された量だけ

ベースラインを上回るか下回るたびに通知が送信されます。

たとえば、英国を拠点とするすべてのWindowsイベント ソースで構成されるイベント ソースグ

ループを作成した場合、発生するイベント数が30分あたり1000個を下回ったときに必ずアラート

を発行するポリシーを指定できます。

注：イベント ソースグループのモニタリングポリシーの設定に加えて、または、その代わりに、

自動アラートの構成 を行って、イベント ソースのメッセージの数が正常範囲を超えた場合にア

ラームを表示することができます。
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イベント ソースグループのアラートの構成

各イベント ソースグループに独自のアラート ポリシーを作成することができます。ポリシーの作成

には、アラートのタイミングを決める閾値の設定と、アラートがトリガーされたときの通知のタイプ

の設定が含まれます。このトピックでは、イベント ソースグループのアラート ポリシーの作成に必

要な手順について説明します。

手順

イベント ソースグループのアラート ポリシーの作成

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソース］を選択します。

2. ［モニタリングポリシー］タブを選択します。

3. ［イベント グループ］パネルで、グループを選択します。

4. ［下限閾値］と［上限閾値］の各フィールドに値を入力します。

これは、アラート閾値の例です。

5. ［有効化］を選択して［保存］をクリックすると、構成したアラート ポリシーが有効になりま

す。

注：ポリシーに変更を加えた場合に、変更を保存する前にページを終了しようとすると、未

保存の変更に関する警告メッセージが次のように表示されます。
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アラート ポリシーの閾値の設定と表示

すべてのイベント ソースグループは、アラート ポリシーでもあります。閾値はアラート ポリシーの

一部です。閾値はアラート ポリシーごとに設定できます。ポリシーごとに、下限閾値、上限閾

値、その両方を設定できます。また、任意の閾値を設定せずにポリシーを有効にすることがで

きます。これにより、自動アラートに基づいて通知を受信することができます。イベント ソースの

ベースラインが正常範囲外になると、自動アラートが生成されます。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソース］を選択します。

2. ［モニタリングポリシー］タブを選択します。

3. ［イベント グループ］パネルで、グループを選択します。

選択したグループに対して設定されている閾値が［閾値］パネルに表示されます。

4. 下限閾値または上限閾値の値を、次のようにして編集します。

a. 閾値のイベント件数を入力します。

b. 閾値の分数または時間数を入力します。最小値は5分です。

注：閾値ごとに、下限閾値、上限閾値、その両方を設定できます。

5. ［有効化］を選択すると、閾値の条件を満たさない状態になった時にアラートが生成される

ようになります。

注：閾値を構成してポリシーを有効にせずにページ保存しようとすると、ポリシーを有効に

するかどうかを確認する確認メッセージが表示されます。

たとえば、下限閾値の値に10と30を入力し( 10 events in 30 minutes) 、上限閾値の値

に20と30を入力したとします ( 20 events in 30 minutes) 。これは、(選択したイベント ソー

スグループでは) 30分間に10～20件のイベントが発生すると想定していることを意味します。つ

まり、下限閾値と上限閾値の間の値は正常と見なされ、アラームはトリガーされません。
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注：ポリシーの閾値は、追加したら削除できません。ポリシーを無効にするか、下限閾値また

は上限閾値を、0 events in 5分に設定します。5分は閾値の最短期間です。
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通知の設定

このトピックでは、イベント ソースグループの通知を構成する方法について説明します。通知

は、閾値の条件を満たさない状態になったときに送信されます。

通知は閾値と連動します。通知を構成する前に、イベント ソースグループの閾値を設定する

必要があります。

注：イベント ソースグループの閾値を構成した後、どの通知も設定していない場合は、ア

ラームがトリガーされても、ユーザーに通知されません。ただし、すべてのアラームは［アラーム］

タブに表示されます。［アラーム］タブ.

前提条件

イベント ソースグループの通知を設定する前に、使用可能な通知項目を確認する必要があ

ります。

l 通知サーバ： システムからの通知を受信するためのサーバです。詳細については、「システ

ム構成ガイド」の「通知サーバの概要」トピックを参照してください。

l 通知テンプレート： 通知のタイプごとに用意されたテンプレートです。イベント ソース管理で

は、メール( SMTP) 、SNMP、Syslog用のデフォルトのテンプレートが提供されます。これらのテ

ンプレートをそのまま使用することも、必要に応じてカスタマイズすることもできます。詳細に

ついては、「システム構成ガイド」の「テンプレートの概要」トピックを参照してください。

l 通知の出力： 出力には、通知タイプのパラメーターが含まれます。たとえば、Eメール通知タ

イプには、通知のEメールアドレスと件名が含まれます。詳細については、「システム構成ガ

イド」の「通知出力の概要」を参照してください。

イベント ソースグループの通知の追加

イベント ソースグループの通知を追加するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソース］を選択します。

2. ［モニタリングポリシー］タブを選択します。

3. ［イベント グループ］パネルで、グループを選択します。

注：グループの閾値をすでに設定している必要があります。まだ設定していない場合は、

「 アラート ポリシーの閾値の設定と表示  」を参照して閾値を設定してから、この手順に戻り

ます。または、自動アラートを有効にした場合、ポリシーの閾値を設定する必要はありま

せん。自動アラームでは、閾値を設定せずに通知を生成できます。

4. ［通知］パネルで、 をクリックし、ドロップダウンメニューから、追加する通知のタイプを選択
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します。

l メール

l SNMP

l Syslog

注：通知のタイプごとに、デフォルトのESM(イベント ソースモニタリング)テンプレートが用

意されています。

5. ［通知］、［通知サーバ］、［テンプレート］の各フィールドに、値を入力します。

a. ［通知］：リストから値を選択するか、［通知の設定］で適切な通知タイプを追加してか

ら、ここで選択します。

b. ［通知サーバ］：リストから値を選択するか、［通知の設定］で適切なサーバを追加して

から、ここで選択します。

c. ［テンプレート］：使用可能なテンプレートを選択するか、［通知の設定］で適切なテンプ

レートを作成してから、ここで選択します。

注：これらの項目のいずれかを追加または編集する必要がある場合は、［通知の設定］

をクリックします。新しいブラウザウィンドウに［Administration］＞［システム］＞［グローバ

ル通知］ページが開きます。このページを使用して、使用可能な通知項目を表示または

更新します。

6. オプションで、ポリシーの通知レートを制限できます。

a. ［出力抑制の間隔］を選択して、間隔を設定できるようにします。

b. 抑制の間隔(分)を入力します。たとえば、30と入力した場合、このポリシーの通知は30
分につき1件に制限されます。

c. Saveをクリックします。

次の図は、閾値と通知を設定済みのイベント ソースグループのモニタリングポリシーの例です。
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通知の無効化

通知は、閾値の条件を満たさない状態になった時に送信されます。また、ベースラインが満た

されない場合は自動通知が送信されます。ただし、特定のグループのイベント ソースについて

は通知が必要でない場合もあります。その場合は、そのイベント ソースグループの通知を無効

化することができます。

注：すべての通知を無効にしている場合でも、アラームの詳細は［アラーム］タブに表示されま

す。［アラーム］タブ.

前提条件

イベント ソースグループで閾値と通知を構成して、それらを有効化する必要があります。自動

通知では、［設定］タブで［自動モニタリングからの通知の有効化］を選択している必要がありま

す。［設定］タブ.

通知の無効化

イベント ソースグループの通知(手動と自動の両方)を無効化するには、次の手順を実行しま

す。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソース］を選択します。

2. ［モニタリングポリシー］タブを選択します。

3. ［イベント グループ］パネルで、グループを選択します。

4. ［有効化］をクリックしてチェックマークをクリアします。このオプションをクリアすることは、閾値

の下限を下回ったり、上限を超える状態が発生しても、このイベント ソースグループの通

知が送信されないことを意味します。

5. さらに、すべての通知を削除することもできます。ただし、これは通知を停止するために必

要な手順ではありません。
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このトピックでは、イベント ソースグループのアラームを表示する方法について説明します。ア

ラートを構成して設定したら、［イベント ソース］ビューの［アラーム］タブに生成されたすべてのア

ラームを表示できます。

アラーム情報のソート

このビューに最初にアクセスすると、データは最新のアラーム( ［アラーム設定時間］列)でソート

されています。任意の列でソートすることができます。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソース］を選択します。

2. ソートする列にマウスポインターを合わせます。

3. ［アラーム］タブをクリックして選択します。

4. ソートする列にマウスポインターを合わせて、 アイコンをクリックします。

これは、［アラーム］列にマウスポインターを合わせた場合の例です。

5. ［昇順でソート］または［降順でソート］のいずれかを選択して目的の方法で列をソートしま

す。

データはすべてのページでソートされます。

注：また、2つの列でソートすることもできます。これを行うには、最初に2番目の列でソートし

てから、1番目の列でソートします。たとえば、グループ順にすべてのHIGHアラームを表示す

る場合は、最初に［グループ］でソートしてから［アラーム］でソートします。
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アラームをタイプ別にフィルタ

アラームをタイプ別にフィルタすることもできます。手動または自動(ベースライン)アラームのみ表

示できます。アラームタイプによってフィルタするには、画面の右側の見出し領域でフィルタ アイ

コンを選択します。

［自動］または［手動］を選択します。

l ［自動］を選択すると、ベースラインに基づくアラートだけが表示されます。

l ［手動］を選択すると、閾値を設定したアラームのみが表示されます。
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自動アラートの構成

注：自動アラートとその設定は現在ベータ テスト中です。

前提条件

イベント ソースグループの通知を設定する前に、使用可能な通知項目を確認する必要があ

ります。

l 通知サーバ： システムからの通知を受信するためのサーバです。詳細については、「システ

ム構成ガイド」の「通知サーバの概要」トピックを参照してください。

l 通知テンプレート： 通知のタイプごとに用意されたテンプレートです。イベント ソース管理で

は、メール( SMTP) 、SNMP、Syslog用のデフォルトのテンプレートが提供されます。これらのテ

ンプレートをそのまま使用することも、必要に応じてカスタマイズすることもできます。詳細に

ついては、「システム構成ガイド」の「テンプレートの概要」トピックを参照してください。

l 通知の出力： 出力には、通知タイプのパラメーターが含まれます。たとえば、Eメール通知タ

イプには、通知のEメールアドレスと件名が含まれます。詳細については、「システム構成ガ

イド」の「通知出力の概要」を参照してください。

自動アラートの構成

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソース］を選択します。

2. ［設定］タブを選択します。

［設定］タブが表示されます。
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3. デフォルトでは、自動モニタリングは有効になっています。自動アラートをオフにするには、

［自動モニタリングを有効化］オプションをクリアします。

4. デフォルトでは、自動アラートの通知は無効になっています。自動通知を有効にするには、

［自動モニタリングからの通知の有効化］オプションを選択します。

5. 次のように使用率パターンに基づいてパラメータを構成します。

l 下限の標準偏差：この標準偏差を下回ると、アラートを受信します。デフォルトは2.0
( 95%の信頼性)です。

l 上限の標準偏差：この標準偏差を上回るとアラートを受信します。デフォルトは2.0( 95%
の信頼性)です。

注：標準偏差の設定は0.1( 10分の1)単位で調整できます。

6. ［保存］をクリックし、ダイアログを閉じて設定を保存します。
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ESM参考資料トピック：

l ［イベント ソース］ビュー

l ［管理］タブ

l ［モニタリングポリシー］タブ

l ［アラーム］タブ

l ［設定］タブ

l グループの作成 /編集フォーム

l ［イベント ソースの管理］タブ
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［アラーム］タブ

［アラーム］タブには、現在ポリシーと閾値に違反しているイベント ソースの詳細が示されます。

ポリシー違反のイベント ソースのみがリストに表示されます。イベント ソースが通常の状態に戻

ると、対応するアラームがリストに表示されなくなります。

このタブにアクセスするには、Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソー

ス］＞［アラーム］を選択します。

このタブに関連する手順については、次のトピックを参照してください：イベント ソースアラームの

表示 .

機能

［アラーム］タブには、次の機能が含まれています。

機能 説明

イベント

ソース

アラームが設定されているイベント ソースのIP、IPv6、ホスト名。

イベント

ソースタイ

プ

アラームが設定されたイベント ソースのタイプ。たとえば、winevent_nic
( Microsoft Windows)またはrhlinux( Linux)です。

グループ アラームがトリガーされたイベント ソースが属するイベント ソースグループです。

アラーム アラームをトリガーした閾値のタイプ：［上限］または［下限］。

違反した閾

値

アラームをトリガーした閾値の条件。例：

5,000,000 events in 5 minutes
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機能 説明

イベント数 アラーム発生時の閾値の期間内のイベント数。

アラーム開

始時刻

イベント ソースのアラームが最初に発生した時刻。

注：このビューに最初にアクセスするときは、この列によって表示データがソー

トされます(最新のアラームが先頭に表示されます) 。

経過時間 イベント ソースがアラーム状態になってからの経過時間。

最終更新

時刻

イベント ソースがアラーム状態であることを最後に確認した時刻。

注：この列はデフォルトで非表示です。

Log

Collector

このイベント ソースから最後に収集したLog Collector。

Log

Decoder

このイベント ソースから最後に受信したLog Decoder。

タイプ アラームのタイプは手動または自動のいずれかです。

l 手動：ポリシーに定義された閾値に違反したアラームです。

l 自動：イベント ソースのベースラインから逸脱したために発生したアラームで

す。

フィルタ ［フィルタ］アイコンを選択し、［フィルタ］メニューを表示します。

［自動］または［手動］を選択します。

l ［自動］を選択すると、ベースラインに基づくアラートだけが表示されます。

l ［手動］を選択すると、閾値を設定したアラームのみが表示されます。

注：列を表示または非表示にするには、テーブルヘッダーの矢印をクリックし、ドロップダウン

メニューから［カラム］を選択します。表示する列をチェックし、非表示にする列のチェックをクリ

アします。
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［イベント ソース］ビュー

［イベント ソース］ビューには、次のタブがあります。

機能 説明

［管理］タブ このタブで、イベント ソースグループの作成、編集、削除を行います。カスタマイ

ズおよび検索可能なビューに、すべてのイベント ソースおよびグループが表示さ

れます。

［モニタリン

グポリ

シー］タブ

このタブで、イベント ソースのアラート構成を管理します。

［アラーム］

タブ

このタブには、生成されたアラームの詳細が表示されます。

［設定］タブ このタブで、自動(ベースライン)アラートの動作を表示または変更します。
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［管理］タブ

［管理］タブでは、イベント ソースがグループに分類され、グループ内の各イベント ソースの属性

が表示されます。

このタブにアクセスするには、Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソー

ス］を選択します。デフォルトで［管理］タブが表示されます。

このタブに関連した手順は、次のトピックを参照してください： イベント ソースグループの管理 .

機能

［管理］タブは、［グループ］と［イベント ソース］の2つのパネルで構成されています。

［グループ］パネル

［グループ］パネルには、イベント ソースグループのリストと各グループのメンバー数が表示されて

います。すべてのイベント ソースを表示するには、グループのリストから［All］を選択します。これ

は、［グループ］パネルの例です。
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［グループ］パネルには次の機能があります。

機

能
説明

ツー

ル

グループの追加、削除、編集用の標準的なSecurity Analyticsのアイコンです。

カウ

ント

イベント ソースグループのカウントは、そのグループ内のイベント ソースの数を表しま

す。つまり、そのグループに定義された基準に一致するイベント ソースの数です。

注：このカウントは、新しいイベント ソースが追加されたときに動的には更新されませ

ん。そのため、更新されたカウントを確認するにはブラウザ画面を更新する必要があ

ります。

名

前

名前列には、各グループの名前が表示されます。グループ名には、グループを形成し

ている条件がすぐにわかるような名前を付けると便利です。

たとえば、セールス部門のWindowsイベント ソースで構成されるグループを作成する場

合は、そのグループに「Windows Sales Sources」という名前を付けます。

注：イベント ソースグループ名は編集できません。グループを作成すると、その名前

はグループ自体が存在する限り存在します。
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［イベント ソース］パネル

［イベント ソース］パネルには、選択されているグループ内のイベント ソースの属性が表示されま

す。［グループ］パネルで［All］を選択すると、［イベント ソース］パネルにはすべてのイベント ソー

スが表示されます。

機能 説明

ツール ツールバーには次のツールがあります。

l 追加：イベント ソースを手動で追加

l 削除：イベント ソースを削除

l 編集：既存のイベント ソースの属性を更新

l インポート /エクスポート メニュー( ) ：次のオプションを持つメニューが表

示されます。

l インポート：コンテンツ管理データベース( CMDB) 、スプレッドシート、他の

ツールからイベント ソースをインポート

l エクスポート：選択したイベント ソースとその属性をCSV形式でエクスポート

l グループのエクスポート：現在選択されているグループ全体をエクスポート
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機能 説明

属性 属性を列形式で表示します。表示される属性を選択できます。

アクション よく使用されるコマンドのショートカット メニューです。編集、削除、エクスポートを

選択できます。

チェック

ボックス

複数のイベント ソースに対するタスク(一括編集など)を実行する場合に、行を

選択します。

ナビゲー

ションツー

ル

画面の下部には、グループのナビゲーションに役立つアイテムがあります。

l ページx / y：現在表示されているページおよびこのグループの総ページ数を表

します。

l <<、<、>、>>：これらのアイコンをクリックするとページを1ページずつ( <および>)
または最初のページ( <<)または最後のページ( >>)のページに移動できます。

l ページ件数：1ページ当たりの表示件数を選択します。

l z件中x - y を表示：現在表示されているイベント ソースの範囲と、グループ内

のイベント ソースの総数を簡単に確認できます。

ソート

［イベント ソース］パネルでは、アイテムのリストはソートして表示されています。ソートする列を

選択することができます。ただし、ソート時に大文字と小文字が区別されることに注意してくだ

さい。

文字列値の列では、値に小文字と大文字が混在している場合、リスト内で大文字の値は小

文字の値より前に表示されます。

たとえば、［イベント ソースタイプ］列にNetflow、APACHE、netwitnessspectrum、ciscoasaのエ

ントリーがある場合、ソート順は次のようになります。

l APACHE

l Netflow

l ciscoasa

l netwitnessspectrum
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［モニタリングポリシー］タブ

［モニタリングポリシー］タブには、イベント ソースグループ別に閾値が表示されます。

このタブにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソース］を選択します。

［管理］タブが表示されます。

2. ［モニタリングポリシー］タブを選択します。

このタブに関連した手順は、次のトピックを参照してください：モニタリングポリシー.

機能

［モニタリングポリシー］タブは3つのパネルで構成されています。
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［グループ］パネル

このパネルで選択したグループの閾値が、［閾値］パネルに表示されます。イベント ソースグ

ループごとに閾値のセットを定義できます。グループは特定の順序で表示されることに注意して

ください。

l 指定された順序を変更するには、グループをドラッグアンド ドロップします。

l 上位に表示されるグループほど、閾値の優先順位が高くなります。RSA Security Analytics
は、このパネルに表示されている順序で閾値をチェックします。そのため、優先度の最も高い

グループをこのリストの最上部に置く必要があります。

［閾値］パネル

この図は、イベント ソースグループの［閾値］パネルの例です。

［閾値］パネルには以下の機能が用意されています。
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機能 説明

有効化 ［有効化］チェックボックスは、グループに対して定義した閾

値が有効化されているかどうかを示します。有効化されて

いる場合は、そのグループの閾値で定義した範囲から外れ

るたびに通知が送信されます。有効化されていない場合、

そのイベント ソースグループの監視は行われません。

注：閾値を構成し、有効化しないで保存しようとすると、

ポリシーを有効化するかどうかを確認するメッセージが表

示されます。

閾値を設定しないで、ポリシーを有効化した場合、通知を

設定している限り、自動(ベースライン)アラートの通知は

受信できます。

通知の設定の詳細については、以下を参照してください。

下限閾値のイベント数

下限閾値の期間(分または時

間)

下限の閾値です。時間あたりの最小のイベント数を入力

します。グループのイベント ソースが、指定した期間に受信

するイベントメッセージの数が、ここで指定した値を下回っ

た場合、閾値違反としてアラームが発生します。

上限閾値のイベント数

上限閾値の期間(分または時

間)

下限閾値と同様の働きをします。つまり、ここで指定した

期間に、指定した値を上回る数のイベントメッセージを受

信した場合、閾値違反として、アラームが発生します。

最終更新日 このフィールドには、閾値が最後に変更された日時が表示

されます。

保存 閾値に対して行った変更を保存します。

［通知］パネル

この図は、イベント ソースグループの［通知］パネルの例です。
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次の表に、［通知］パネルの各フィールドとその説明を示します。

フィー

ルド
説明

ツール

+ -
ツールバーでは、次のアイテムを使用できます。

l 追加( +) ：追加をクリックすると、通知タイプを選択するためのメニューが表示され

ます。

l 削除( -) ：選択された行をリストから削除します。

通知

の設

定

このリンクをクリックすると、新しいブラウザタブが開き、Security Analyticsの
［Administration］＞［システム］＞［通知］ページが表示されます。

出力 選択した通知のタイプが表示されます。使用可能なオプションは次のとおりです。

l メール

l SNMP

l Syslog

通知 詳細については、「システム構成ガイド」の「通知出力の構成」を参照してください。

通知

サー

バ

詳細については、「システム構成ガイド」の「通知サーバの構成」を参照してくださ

い。
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フィー

ルド
説明

テンプ

レート

RSAでは、イベント ソース管理向けの3つの通知テンプレートをデフォルトで提供して

います。次のテンプレートは配布されたままの状態で使用するか、組織のニーズに基

づいてカスタマイズすることができます。

l メールテンプレート：指定されたメールアドレスに通知を送信します。

l SNMPテンプレート：指定されたSNMPサーバに通知を送信します。

l Syslogテンプレート：指定されたSyslogサーバに通知を送信します。

詳細については、「システム構成ガイド」の「通知テンプレートの構成」を参照してくだ

さい。

出力

抑制

の間

隔

短期間に大量のアラートがトリガーされた場合を考慮し、このポリシーの通知を受け

取る頻度を制限するために設定します。

次の図は、デフォルトのテンプレートを使用した通知のサンプルです。
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l メール：

注：メール通知の場合、3列目の［Alarm Type］に、トリガーされたアラームがポリ

シーの閾値に基づいて発生したか、またはベースラインの逸脱により発生したかが

指定されます。自動モニタリングまたは自動モニタリングの通知がオフになっている場

合、Automaticの通知は受信しません。これはSyslogやSNMPでも同じですが、通

知の形式が異なります。

l SNMPトラップのサンプル：

11-11-2015 11:57:33 Local7.Debug 127.0.0.1 community=public,

enterprise=1.3.6.1.4.1.36807.1.20.1, uptime=104313, agent_

ip=10.251.37.92, version=Ver2,

1.3.6.1.4.1.36807.1.20.1="Security Analytics Event Source

Monitoring Notification:

Group: PCI Event Source(s)

High Threshold:

Greater than 500 events in 5 minutes

10.17.0.10,ciscopix,Manual

10.17.0.13,ciscopix,Manual

10.17.0.8,ciscopix,Manual
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10.17.0.8,ciscopix,Automatic

10.17.0.12,ciscopix,Manual

10.17.0.5,ciscopix,Manual

10.17.0.6,ciscopix,Manual

10.17.0.4,ciscopix,Manual

10.17.0.4,ciscopix,Automatic

10.17.0.3,ciscopix,Manual"

l Syslogのサンプル：

11-11-2015 11:57:33 User.Info 127.0.0.1 Nov 11 11:57:33

localhost CEF:0|RSA|Security Analytics Event Source

Monitoring|10.6.0.0.0|

HighThresholdAlert|ThresholdExceeded|1|cat=PCI Event Source(s)

|Devices|

src=10.17.0.10,ciscopix,Manual|src=10.17.0.13,ciscopix,Manual|sr

c=10.17.0.8,ciscopix,Manual|src=10.17.0.8,ciscopix,Automatic|src

=10.17.0.12,ciscopix,Manual|src=10.17.0.5,ciscopix,Manual|src=10

.17.0.6,ciscopix,Manual|src=10.17.0.4,ciscopix,Manual|src=10.17.

0.4,ciscopix,Automatic|src=10.17.0.3,ciscopix,Manual|
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グループの作成 /編集フォーム

イベント ソースグループの作成フォームは、イベント ソースグループを作成または編集するとき

に表示されます。

このフォームに関連する手順については、次のトピックを参照してください： イベント ソースグルー

プの作成  、 イベント ソースグループの編集または削除 .

パラメータ

次の表は、イベント グループの作成 /編集フォームのフィールドについて説明しています。

フィールド 説明

グループ名 このフィールドは必須です。グループの識別子としてSecurity Analytics UI全
体に表示されます。

説明 グループの目的やそのグループに関する詳しい説明(オプション) 。

ツール ツールバーでは、次のアイテムを使用できます。

l ［追加(+) ］：［追加］をクリックするとメニューが表示され、条件またはグ

ループを追加できます。

l ［削除(-) ］：選択したルールをリストから削除します。

新しいグループを追加すると、ネストされた条件のレベルが作成されます。

条件 以下の「ルールの条件」の表で説明します。

キャンセル/

保存

［キャンセル］オプションと［保存］オプションはフォームで使用できます。

ルールの条件

指定したルールによって、このイベント ソースグループに含めるイベント ソースが決まります。

ルールの内容は次のとおりです。

l グループ化：ルール間の連携方法

l 属性：ルールの照合対象の属性
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l 演算子：ルールによる属性の照合方法

l 値：ルールで使用される属性値

次の表は、このルールの構成要素について詳しく説明しています。

ルー

ルの

構成

要素

詳細

グルー

プ化

イベント ソースグループに複雑なルールを作成する場合に、条件をグループ化でき

ます。ルールをグループ化する場合の選択肢を次に示します。

l すべてに合致：論理的にはANDと同等です

l いずれかに合致：論理的にはORと同等です

l いずれにも合致しない：論理的にはNOTと同等です

シンプルなグループを作成する場合や、1つの条件しか指定しない場合は、デフォル

ト値(すべてに合致)を選択したままにします。

属性 すべてのイベント ソース属性がドロップダウンリストに表示されます。この属性は、自

身が属するセクションごとに表示されています。たとえば、先頭にIdentification属性

すべてが表示され、その後にProperties、Importanceと続きます。
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ルー

ルの

構成

要素

詳細

演算

子

次のいずれかのオプションを選択します。

l 次に等しい：属性値が指定された値と一致するイベントソースを返します。

l 次に等しくない：属性値が指定された値と一致しないイベント ソースを返します

l 次に含まれる( in) ：コンマ区切り形式で値リストを指定し、属性値がいずれかの

値と一致するイベント ソースが返されます。例：

IP in 10.25.50.146, 10.25.50.248

この条件は、IP属性の値が10.25.50.146または10.25.50.248のいずれか

のイベント ソースを返します。

l 次に含まれない( not in) ：［次に含まれる( in) ］と似ていますが、属性値が指定さ

れたどの値とも等しくないイベント ソースが返されます。

l 次で始まる：属性値が指定された文字列で始まるイベント ソースを返します。

例：

Event Source Type Like Apache

この条件は、Event Source TypeがApacheで始まるイベント ソースを返します。

l 次で始まらない：［次で始まる］と似ていますが、指定された文字列で始まらない

属性値を持つイベントソースを返します。

l 次より大きい：指定された値よりも大きな属性値を持つイベントソースを返しま

す。たとえば、「Priorityが5より大きい」という条件の場合、この条件と一致するの

はPriorityが6以上のイベントソースです。

l 次より小さい：［次より大きい］と似ています。指定された値よりも小さな属性値を

持つイベントソースを返します。

値 値または値のセットを入力します。値のタイプは、条件の属性によって異なります。

たとえば、IPv6の場合は、IPv6形式で指定する必要があります。
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［設定］タブ

このトピックでは、［設定］タブの機能について説明します。［設定］タブには、自動モニタリング

(ベースラインアラート )のオプションが表示されます。

注：自動アラートとその設定は現在ベータ テスト中です。

自動アラートについて

イベント ソースグループのポリシーおよび閾値を設定できます。これにより、イベント ソースが閾

値の条件を満足しなくなった時に通知を受信することができます。Security Analyticsには、ア

ラームを生成する閾値を設定しない場合でも、自動的にアラームを受信する方法が用意され

ています。

自動アラートをトリガーするには、ベースライン値を使用します。この方法では、アラームを受信

するために多数のグループに閾値とポリシーを設定する必要はありません。構成(ただし、自動

アラートの有効化を除く)を行わなくても、通常と異なるメッセージ量によりアラートがトリガーさ

れます。

次の点に注意してください。

l イベント ソースからのメッセージ収集を開始してから、そのイベント ソースのベースライン値を

計算するのにおよそ1週間かかります。この初期期間の後、一定期間に収集するメッセージ

数がベースラインを一定量上回るまたは下回ると、アラートが発生します。デフォルトでは、こ

の量は、ベースラインからの上限および下限の標準偏差として指定します。

l 上限および下限の偏差設定は、イベント ソースがどの程度「定期的」に動作するかに基づ

きます。つまり、特定の時間(例えば、平日の午前8～9時など)によって、収集するメッセー

ジ数にほとんどあるいはまったく差がないのであれば、偏差の値を小さく設定できます。反対

に、ピークと谷間が頻繁に発生するのであれば、偏差の値を大きく設定します。

l ポリシーを有効化していれば、そのポリシーに閾値が設定されていなくても、自動アラート機

能を有効にしている限り、自動(ベースライン)アラームの通知を受信できます。

このタブにアクセスするには、Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソー

ス］＞［設定］を選択します。
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このタブに関連する手順については、次のトピックを参照してください：自動アラートの構成 .

機能

［設定］タブには、次の機能が含まれています。

機能 説明

自動モニ

タリングを

有効化

自動アラートを有効にするかどうかを指定します。デフォルトでは、このオプション

は選択されています(自動アラート機能がオン) 。

自動モニ

タリングの

通知を

有効化

自動アラートの通知を有効にするかどうかを指定します。デフォルトでは、このオ

プションは無効です(自動アラートがトリガーされても、自動通知は送信されませ

ん) 。

下限の

標準偏

差

この標準偏差を下回ると、アラートを受信します。デフォルトは2.0( 95%の信頼

性)です。

上限の

標準偏

差

この標準偏差を上回ると、アラートを受信します。デフォルトは2.0( 95%の信頼

性)です。
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機能 説明

集計デー

タの保存

を有効

化

このオプションを選択すると、イベント ソースの1時間ごとのメッセージ件数が保存

されます。保存されたデータは、各イベント ソースのベースライン値を計算するた

めに使用されます。

l 有効(デフォルト ) ：イベント ソースごとに1時間あたりのカウントがデータベースに

保存されます。これらの1時間あたりのカウント (または集計データ)が、履歴

データとして、各イベント ソースの正常範囲の計算に使用されます。

l 無効：SMSサーバを再起動すると、イベント ソースモニタリングには正常範囲

の計算に使用する履歴データがなくなります。このため、各イベント ソースの

新しいベースラインを決定するのに十分なデータ(約1週間分)が収集されるの

を待つ必要があります。

集計デー

タ保存間

隔(日単

位)

各イベント ソースに対して維持する履歴データ( 「集計データの保存を有効化」

を参照)の量を制御します。デフォルト値の120日は、各イベント ソースのベースラ

インを再構築する時に、約4か月分の履歴データが維持されていることを意味し

ます。

分析情

報の生

成を有

効化

有効な場合、自動アラートの動作に関するデータがディスクに保存されます。デ

フォルトは、有効です。

保存されるデータには、各イベント ソースのベースライン値とアラート履歴が含ま

れます。ただし、イベント ソースのアドレスとタイプは匿名化されるため、イベント

取得率に関する情報のみが明らかになります。

自動アラート機能はベータ機能であるため、このデータは機能の有効性を測定

するうえで重要です。分析情報の生成は、自動アラート機能に影響を与えるこ

となく無効化できます。

リセット このオプションは、ページ上のすべての設定の未保存の変更を破棄します。

適用 ［適用］をクリックして、このページの値に対する変更を保存します。
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［イベント ソースの管理］タブ

［イベント ソースの管理］画面を使用して次のタスクを実行します。

l イベント ソースの詳細の表示

l イベント ソースへの属性値の追加

l イベント ソースの属性値の削除

イベント ソースの［イベント ソースの管理］画面を表示するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［イベント ソース］を選択します。

2. ［管理］タブを選択します。

3. ［イベント ソース］パネルで、一覧からイベント ソースを選択して、+または をクリックしま

す。

これは、［新しいイベント ソース］タブの例です。

このタブに関連した手順は、次のトピックを参照してください：イベント ソースの作成と属性の編

集 .

機能

［イベント ソースの管理］タブの設定は、自動入力情報とユーザーによる入力情報を組み合わ

せたものです。イベント ソースがログをSecurity Analyticsに送信すると、そのイベント ソースがイ

ベント ソースのリストに追加され、基本情報のいくつかが自動入力されます。その後いつでも、

ユーザーが他のイベント ソース属性を追加したり編集したりできます。
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次の図は、［Identificatio］、［Properties］、［Importanc］セクションの例です。

次の図は、［Zone］、［Location］、［Organization］セクションの例です。

カテゴリー

この表は、イベント ソースの属性カテゴリーについて説明しています。
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属性セクショ

ン
説明

Identification これらの属性を組み合わせることにより、イベント ソースが識別されます。

次の属性は自動入力され、この画面では変更できません。

l IPアドレス

l IPv6の値

l ホスト名

l イベント ソースタイプ

次の属性は変更できます。

l Log Collector

l Log Decoder

Properties これらの属性は名前と説明を示します。

l 名前

l DNS Hostname

l 説明

Importance これらの属性は、優先度によってグループ化するために使用されます。

l Priority

l Criticality

l Compliance

Zone これらの属性は、ゾーンによってグループ化するために使用されます。

l WAN (Wide Area Network)

l LAN (Local Area Network)

l Security

l Operational
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属性セクショ

ン
説明

Location これらの属性は、物理的または地理的な場所によってグループ化するため

に使用されます。

l Country

l State

l County

l Province

l City

l Campus

l Postal Code

l Building

l Floor

l Room

Organization これらの属性は、組織によってグループ化するために使用されます。また連

絡先情報を提供するために使用されます。

l Company

l Division

l Business Unit

l Department

l GROUP

l Contact

l Contact Phone

l Contact Email

Owner これらの属性は、イベント ソースの担当者を指定します。

l Manager

l Primary Administrator

l Backup Administrator
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属性セクショ

ン
説明

Physical これらの属性は、イベント ソースの物理的なプロパティを指定します。

l Vendor

l Serial Number

l Asset Tag

l Voltage

l UPS Protected

l Rack Height

l Depth

l BTU Output

l Color

function これらの属性は、機能によってグループ化するために使用されます。

l Primary Role

l Sub Role 1

l Sub Role 2

System

Information

これらの属性は、システム情報を指定します。

l Domain Name

l System Name

l Identifier

l System Description 

Custom このセクションは、必要に応じてその他の属性のために使用できる、8つのカ

スタム属性を提供します。
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アラームと通知の問題

このトピックでは、アラームまたは通知で発生する可能性のある問題の解決方法について説明

します。

アラーム

期待するアラームが発生しない場合は、以下の説明に従って必要なすべてのアイテムを構成

しているか確認します。

自動アラーム

自動アラームが［アラーム］画面に表示されるようにするには、［自動モニタリングを有効化］オプ

ションを選択する必要があります。

このオプションは［設定］タブ( ［Administration］＞［イベント ソース］＞［設定］)に存在し、デ

フォルトで選択されています。しかし、他のユーザーがオプションを無効にした可能性がありま

す。

手動アラーム

手動アラームが［アラーム］画面に表示されるようにするには、次の条件がすべて満されている

必要があります。

l イベント ソースがいずれかのグループに属していること。

l グループのポリシーで、下限または上限(あるいはその両方)の閾値がが定義されているこ

と。

l グループポリシーが有効化されていること。

通知

アラームは表示されるが、想定する通知を受信していない場合は、以下の説明に従って、必

要なすべてのアイテムが構成されていることを確認ください。

また、通知サーバと通知オプションが正しく構成されていることも確認してください。通知の予備

的な構成の多くは、［Administration］＞［システム］＞［グローバル通知］で行われます。詳細

については、「システム構成ガイド」の「［グローバル通知］パネル」トピックを参照してください。

自動アラームの通知

システムが自動アラームの通知を送信するには、次の条件がすべて満たされている必要があり

ます。

l ［自動モニタリングを有効化］オプションが選択されていること(このオプションはデフォルトで選

択されています) 。
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l ［自動モニタリングの通知を有効化］オプションが選択されていること。このオプションはデフォ

ルトでは無効になっているため、明示的に選択する必要があります。これを確認するには、

［Administration］＞［イベント ソース］＞［設定］に移動します。

l アラームをトリガーしたイベント ソースが、ポリシーが有効化されたグループに属していること。

自動アラーム通知を送信する場合には、ポリシーに閾値を設定する必要はありません。

l ポリシーに少なくとも1つの通知が構成されていること(メール、SNMP、Syslogのいずれか) 。

手動アラームの通知

システムが手動アラームの通知(手動アラームがトリガーされたことを知らせる通知)を送信する

には、次の条件が満たされている必要があります。

l アラームをトリガーしたイベント ソースが、グループポリシーが有効化されたグループに属して

いること。

l ポリシーに閾値が設定されていること。

l ポリシーに少なくとも1つの通知が構成されていること。
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ログメッセージの重複

同じイベント ソースのメッセージを複数のLog Collectorで収集している可能性があります。この

トピックでは、この問題を取り上げて、トラブルシューティングを行う方法について説明します。

詳細

ESM Aggregatorが同じイベント ソースの同じイベントを複数のLog Collectorで検出すると、次

のような警告が表示されます。

2015-03-17 15:25:29,221 [pool-1-thread-6] WARN
com.rsa.smc.esm.groups.events.listeners.EsmStatEventListener -
192.0.2.21-apache had a previous event only 0 seconds ago;

likely because it exists on multiple log collectors

この警告メッセージは、192.0.2.22-apacheイベント ソースが複数のホストで収集されている

ことを意味します。ホストのリストは、［Administration］＞［イベント ソース］ビューの［管理］タブ

の［Log Collector］列で確認できます

重複メッセージのクリーンアップ

1. Security AnalyticsおよびLog Decoderでcollectdを停止します。

Service collectd stop

2. Security Analytics上のESM Aggregator永続ファイルを削除します。

rm /var/lib/netwitness/collectd/ESMAggregator

3. Log Decoderをリセットします。

a. Log Decoder REST( http://<LD_IP_Address>:50102)にアクセスします。

b. ［decoder(*)］をクリックして、Decoderのプロパティを表示します。

c. ［Properties］ドロップダウンメニューで、［reset］を選択し、［Send］をクリックします。

4. ［イベント ソース］の［管理］タブにある［イベント ソース］パネルで、すべてのイベント ソースを

選択し、-をクリックして削除します。
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Feedのトラブルシューティング

Feedジェネレーターの目的は、イベント ソースを、それが属するグループのリストにマッピングする

ことです。

イベント ソースからメッセージを収集しているのに、そのイベント ソースが、正しいイベント ソース

グループに表示されない場合は、このトピックで説明する背景情報が問題の追跡に役立ちま

す。

詳細

ESM Feedでは複数のキーを1つの値にマッピングします。つまり、DeviceAddress、Forwarder、
DeviceTypeの属性をgroupNameにマッピングします。

ESM Feedの目的は、Log Decoderで収集されるイベント ソースのメタにgroupNameを追加する

ことです。

仕組み

Feedジェネレーターは1分ごとに更新するようスケジュール設定されています。しかし、実際にトリ

ガーされるのはイベント ソースまたはグループに何らかの変更(作成、更新、削除)が行われた

場合だけです。

Feedジェネレーターは、イベント ソースとグループのマッピングを指定したFeedファイルを1つ作成

し、同じFeedを、Security Analyticsに接続するすべてのLog Decoderにプッシュします。

Log DecoderにFeedファイルがアップロードされると、新しく受信するイベントのメタ データには

groupNameが追加され、このgroupNameがlogstatsに追加されます。

groupNameがlogstatsに追加されると、ESM Aggregatorによって情報がグループ化され、ESMに

送信されます。この時点で、［イベント ソースモニタリング］タブに［グループ名］列が表示されま

す。

上記のすべての処理が完了するにはある程度時間がかかります。そのため、新しいグループや

イベント ソースを追加した後は、そのグループ名が表示されるまでしばらく待たなければならな

い場合があります。

注：Feedの更新によりイベント ソースタイプ属性が変更されると、Security Analyticsによって

新しいlogstatsエントリーが追加されます。既存のエントリーが更新されることはありません。し

たがって、Log Decoderに2つの異なるlogstatsエントリーができることになります。それまでの既

存のメッセージは元のタイプの下にリストされ、新しいメッセージはすべて、新しいイベント ソー

スタイプとして記録されます。

Feedファイル

Feedファイルの形式は次のようになっています。

DeviceAddress, Forwarder, DeviceType, GroupName
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DeviceAddressは、ipv4, ipv6とhostnameのいずれかです。これは、イベント ソースが

どのように定義されているかによって決まります。

Feedファイルの例を次に示します。

"12.12.12.12","d6","NETFLOW","grp1"
"12.12.12.12","ld4","netflow","grp1"
"12.12.12.12","d6","netfow","grp1"
"0:E:507:E6:D4DB:E:59C:A","10.25.50.243","apache","Apac
hegrp"
"1.2.3.4","LCC","apache","Apachegrp"
"10.100.33.234","LC1","apache","Apachegrp"
"10.25.50.248","10.25.50.242","apache","Apachegrp"
"10.25.50.251","10.25.50.241","apache","Apachegrp"
"10.25.50.252","10.25.50.255","apache","Apachegrp"
"10.25.50.253","10.25.50.251","apache","Apachegrp"
"10.25.50.254","10.25.50.230","apache","Apachegrp"
"10.25.50.255","10.25.50.254","apache","Apachegrp"
"13.13.13.13","LC1","apache","Apachegrp"
"AB:F255:9:8:6C88:EEC:44CE:7",,"apache","Apachegrp"
"Appliance1234",,"apache","Apachegrp"
"CB:F255:9:8:6C88:EEC:44CE:7","10.25.50.253","apache","
Apachegrp"

Feedのトラブルシューティング

問題が発生している場所を絞り込むには、次の項目を確認してください。

10.5 Log Decoder

使用しているSecurity Analytics Log Decoderがバージョン10.5以降かどうかを確認してくださ

い。そうでない場合はアップグレードする必要があります。Security Analyticsバージョン10.6で
は、バージョン10.5以降のLog DecoderのみにFeedが送信されます。

Feedファイルの有無

FeedのZIPアーカイブが次の場所にあることを確認してください。

/opt/rsa/sms/esmfeed.zip

このファイルは変更しないでください。

Log Decoderが使用するグループメタ

グループメタがLog Decoderに読み込まれていることを確認します。Log DecoderのRESTにアク

セスし、 logstatsを確認します。

http://LogDecoderIP:50102/decoder?msg=logStats&force-content-
type=text/plain

これはグループの情報が含まれるlogstatsファイルのサンプルです。
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device=apache forwarder=NWAPPLIANCE10304 source=1.2.3.4
count=338 lastSeenTime=2015-Feb-04 22:30:19
lastUpdatedTime=2015-Feb-04 22:30:19
groups=IP1234Group,apacheGroup
device=apachetomcat forwarder=NWAPPLIANCE10304
source=5.6.7.8 count=1301 lastSeenTime=2015-Feb-04
22:30:19 lastUpdatedTime=2015-Feb-04 22:30:19
groups=AllOtherGroup,ApacheTomcatGroup

グループ情報が太字で表示されています。

Concentratorでのデバイスグループメタの確認

Device GroupメタがConcentratorに存在し、イベントにdevice.groupフィールドの値が表示さ

れることを確認します。

SMSのログファイル

次の場所にあるSMSのログファイルをチェックして、情報メッセージやエラーメッセージを確認し

ます。/opt/rsa/sms/logs/sms.log

次に情報メッセージの例を示します。

Feed generator triggered...

Created CSV feed file.

Created zip feed file.

Pushed ESM Feed to LogDeocder : <logdecoder IP>
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次にエラーメッセージの例を示します。

Error creating CSV File : <reason>Unable to push the
ESM Feed: Unable to create feed zip archive.
Failed to add Group in CSV: GroupName: <groupName> :
Error: <error>
Unable to push the ESM Feed: CSV file is empty, make
sure you have al-least on group with al-least one
eventsource.
Unable to push the ESM Feed: No LogDecoders found.
Unable to push the ESM Feed: Unable to push feed file
on LogDecoder-<logdecoderIP>Unable to push the ESM
Feed: admin@<logdecoderIP>:50002/decoder/parsers
received error: The zip archive
"/etc/netwitness/ng/upload/<esmfeedfileName>.zip" could
not be opened
Unable to push the ESM Feed: <reason>

ESMReaderおよびESMAggregatorによるLogstatsデータの読み取りおよび公開を確認

logstatsがcollectdによって収集され、イベント ソース管理モジュールに対して公開されていること

を確認します。

ESMReader

1. Log Decoderでdebug "true"フラグを/etc/collectd.d/NwLogDecoder_ESM.confに追加しま

す。

#

# Copyright (c) 2014 RSA The Security Division of EMC

#

<Plugin generic_cpp> PluginModulePath "/usr/lib64/collectd"

debug "true"

<Module "NgEsmReader" "all">

port "56002"

ssl "yes"

keypath "/var/lib/puppet/ssl/private_keys/d4c6dcd4-

6737-4838-a2f7- ba7e9a165aae.pem"

certpath "/var/lib/puppet/ssl/certs/d4c6dcd4-6737-4838-

a2f7- ba7e9a165aae.pem"

interval "600"

query "all"

<stats>

</stats>

</Module>

イベント ソース管理のトラブルシューティング 80



イベント ソース管理

<Module "NgEsmReader" "update">

port "56002"

ssl "yes"

keypath "/var/lib/puppet/ssl/private_keys/d4c6dcd4-

6737-4838-a2f7- ba7e9a165aae.pem"

certpath "/var/lib/puppet/ssl/certs/d4c6dcd4-6737-4838-

a2f7- ba7e9a165aae.pem"

interval "60"

query "update"

<stats>

</stats>

</Module>

</Plugin>

2. 次のコマンドを実行します。

service collectd restart

3. 次のコマンドを実行します。

tail –f /var/log/messages | grep collectd

ESMReaderがlogstatsを読み込んでおり、エラーが発生していないことを確認します。読み

取りの問題が発生していると、次のようなエラーが表示されます。

Apr 29 18:47:45 NWAPPLIANCE15788 collectd[14569]: DEBUG: NgEsmReader_

all: error getting ESM data for field "groups" from logstat

device=checkpointfw1 forwarder=PSRTEST source=1.11.51.212. Reason:

<reason>Apr 29 18:58:36 NWAPPLIANCE15788 collectd[14569]: DEBUG:

NgEsmReader_update: error getting ESM data for field "forwarder" from

logstat device=apachetomcat source=10.31.204.240. Reason: <reason> 

ESMAggregator

1. Security Analyticsで、 /etc/collectd.d/ESMAggregator.confの中のverboseフラグのコメントを

解除します。

# ESMAggregator module collectd.conf configuration file

#

# Copyright (c) 2014 RSA The Security Divsion of EMC

#

<Plugin generic_cpp>

PluginModulePath "/usr/lib64/collectd"

<Module "ESMAggregator">

verbose 1

interval "60"
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cache_save_interval "600"

persistence_dir "/var/lib/netwitness/collectd"

</Module>

</Plugin>

2. 次を実行します。

service collectd restart

3. 次のコマンドを実行します。

run “tail –f /var/log/messages | grep ESMA

ESMAggregatorデータを検索し、 logstatエントリーがログで使用可能かどうかを確認します。

サンプル出力：

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[0] logdecoder[0] = d4c6dcd4-6737-4838-a2f7-ba7e9a165aae

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[1] logdecoder_utcLastUpdate[0] = 1425174451

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[2] groups = Cacheflowelff,Mixed

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[3] logdecoders = d4c6dcd4-6737-4838-a2f7-ba7e9a165aae

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[4] utcLastUpdate = 1425174451

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

Dispatching ESM stat NWAPPLIANCE15788/esma_update-cacheflowelff/esm_

counter-3.3.3.3 with a value of 1752 for

NWAPPLIANCE15788/cacheflowelff/esm_counter-3.3.3.3 aggregated from 1 log

decoders

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[0] logdecoder[0] = 767354a8-5e84-4317-bc6a-52e4f4d8bfff

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[1] logdecoder_utcLastUpdate[0] = 1425174470

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[2] groups = Cacheflowelff,Mixed

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[3] logdecoders = 767354a8-5e84-4317-bc6a-52e4f4d8bfff

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:
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MetaData[4] utcLastUpdate = 1425174470

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

Dispatching RRD stat NWAPPLIANCE15788/esma_rrd-cacheflowelff/esm_

counter-3.3.3.3 with a value of 1752 for

NWAPPLIANCE15788/cacheflowelff/esm_counter-3.3.3.3 aggregated from 1 log

JMX Feedジェネレータ ジョブのインターバルの構成

Feedジェネレータ ジョブはデフォルトでは1分ごとに実行されるようスケジュールされています。必

要に応じてjconsoleを使用してこれを変更できます。

Feedジェネレータ ジョブのインターバルを変更するには、次の手順を実行します。

1. SMSサービス用のjconsoleを開きます。

2. ［MBeans］タブで、［com.rsa.netwitness.sm］＞［API］＞［esmConfiguration］＞
［Attributes］に移動します。

3. FeedGeneratorJobIntervalInMinutesプロパティの値を変更します。

4. 同じナビゲーションツリーの下にある［Operations］で［commit()］をクリックします。この操作

により、 /opt/rsa/sms/confにある対応するjsonファイルに新しい値が永続的に設定され、

SMS再起動時にはこの値が使用されます。

新しい値を設定すると、新しいインターバルでFeedジェネレータージョブが再スケジュールされま

す。
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ファイルのインポートの問題

インポート ファイルの形式が正しくなかった場合、または必要な情報が不足していた場合は、

エラーが発生し、そのファイルはインポートされません。

以下について確認します。

l 不明なソースを追加する場合は、ファイル内の各行に次の必須属性の組み合わせが指定

されている必要があります。

l IP、IPv6、 Hostnameのいずれか

l イベント ソースタイプ

l ファイルの先頭行にはヘッダー名が記述され、その名前がSecurity Analytics側の名前と一

致している必要があります。イベント ソースを1つエクスポートすると、正しい列名のリストを得

ることができます。エクスポートされたCSVファイルと比較し、インポート ファイルの先頭行に正

しい属性名が指定されていることを確認してください。
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負のポリシー番号設定

［モニタリングポリシー］タブの［グループ］セクションの［順序］フィールドに負の番号が表示される

ことがあります。このトピックでは、ポリシーの順序番号を正しい値に戻すための回避策を説明

します。

詳細

次の画面は、グループポリシーの番号が負になった状況を示しています。

このような状況が発生した場合は、上の図の一番上のグループ(All Unix Event Source(s))を
最後のグループ(Ciscoasa_Alarm14417)の後ろにドラッグアンド ドロップします。これにより、通

常の順序番号に戻ります。その後、グループが適切な順序になるまでドラッグアンド ドロップを

続けてください。

重複メッセージのクリーンアップ

1. Security AnalyticsおよびLog Decoderでcollectdを停止します。

Service collectd stop

2. Security Analytics上のESM Aggregator永続ファイルを削除します。

rm /var/lib/netwitness/collectd/ESMAggregator

3. Log Decoderをリセットします。
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a. Log Decoder REST( http://<LD_IP_Address>:50102)にアクセスします。

b. ［decoder(*)］をクリックして、Decoderのプロパティを表示します。

c. ［Properties］ドロップダウンメニューで、［reset］を選択し、［Send］をクリックします。

4. ［イベント ソース］の［管理］タブにある［イベント ソース］パネルで、すべてのイベント ソースを

選択し、-をクリックして削除します。
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