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概要

このガイドでは、Security AnalyticsのReportsモジュールの機能について説明します。Reportsモ
ジュールではSecurity Analyticsルールを設定し、レポートを定義、スケジュール設定、表示でき

ます。

Reportsモジュールを使用すると、次の項目を作成、管理、表示できます。

l ルール

l レポート

l チャート

l アラート

l リスト

l Warehouse Analytics

Reportsのユーザーインタフェースから、次の図のラベルで示した各セクションに移動することがで

きます。

ユーザーインタフェースはタブ形式で構成され、各タスク( 作成、編集、スケジュール、表示) を
クリックすると、新しいタブが開きます。タスクごとに複数のウィンドウを開く必要がありません。収

集したログやパケット データに関するレポートとアラートを生成できるほか、レポートやチャートを

カスタマイズして結果を見やすく表示することができます。履歴データのリアルタイムレポートを

作成できます。チャートを作成し、リアルタイムチャート ダッシュレットに追加することもできま

す。

Reportsモジュールが利用するレポート、アラート、チャート用のデータはReporting Engineが取得

します。そのためレポートを生成する前にReporting Engineを構成する必要があります。また、

Reporting Engineのデータ取得元となるデータ ソースを指定する必要があります。

概要 16
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次の表では、Reportsモジュールで実行する必要のあるタスクを実行する順に説明します。

注：Reportsモジュール内のコンポーネントへのアクセス権が必要となります。次のトピックを参

照してください：Reportsモジュールのロールの追加および権限の割り当て.

ス

テッ

プ

説明

1 ルールの定義 .

2 ルールのテスト .

3 ルールグループおよびルールの定義 、ルールを使用したレポートの作成 .

4 前提条件 .

5 前提条件 .

6 ルールを使用したチャートの作成 .

7 ルールを使用したアラートの作成 .

8 レポートの調査 , チャートの調査、アラートの調査 .

9 リストの追加 .

10 ジョブの定義。詳細については、「Warehouse Analyticsガイド」の「Warehouse
Analyticsジョブの定義」を参照してください。

レポートやアラートの対象となるデータは、Reporting Engineの構成や、ルール定義の中で指定

するデータ ソースによって異なります。

注：必要なデータ ソースへのアクセス権が必要となります。一部のデータ ソースは、機微デー

タへのアクセス権を持つ特権ユーザーだけがアクセスできます。データ ソースへのアクセス制御

を管理するには、「Warehouse Analyticsガイド」の「Warehouse Analyticsのロールの追加およ

び権限の割り当て」を参照してください。しかし、既存のレポート、アラート、チャートの場合

は、そのデータ ソースに関連するユーザーロールまたは権限を変更するには、権限を手動で

更新しない限りはこの制限は適用されません。

Reporting EngineはReportsモジュールにデータを提供する主要なコンポーネントです。レポートま

たはアラートを生成する前に、Reporting EngineをサービスとしてSecurity Analyticsに追加する

必要があります。レポートを実行すると、レポート結果はReporting Engineに格納されます。

レポートの生成後、次の操作を実行できます。

17 概要
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l 出力アクションを構成し、メールを使用してレポートを他のユーザーに送付する。レポート生

成前に出力アクションを構成することもできます。

l レポートをPDFまたはCSV( コンマ区切り) 形式のファイルとしてダウンロードする。

アラートを作成すると、Security Analytics Incident ManagementがReporting Engineからアラート

を収集し、Security Analyticsのユーザーインタフェースに表示することができます。

注：このオプションは、デフォルトでは無効です。このオプションを有効にする場合は、

Reporting Engineの［構成］ページから有効化する必要があります。

注：ユーザーがこのモジュールへアクセスするには、ロールが付与されている必要があります。

Reportsモジュールのアクセスの管理

このセクションでは、ユーザーがReportsモジュールのさまざまなオブジェクトに対して指定できるア

クセス権限について説明します。Reportsモジュールでは、モジュール内のすべてのコンポーネント

に対してアクセス制御を設定できます。Security Analyticsでは、システムセキュリティモジュール

でさまざまなロールを定義し、構成したロールごとにアクセス制御を指定することができます。

ロールごとにReportsモジュールで提供されるアクセス制御を定義できます。詳細については、次

のトピックを参照してください：「システムセキュリティとユーザー管理ガイド」の「ステップ1：事前構

成された5つのロールの確認」および「 ステップ2：(オプション)ロールの追加と権限の割り当て」

Reportsモジュールでは、以下のオブジェクトに対するロールの権限またはアクセスを変更できま

す。

次に、オブジェクト グループ、オブジェクト、依存エンティティの階層の例を示します。これは、レ

ポート グループとレポートの階層の図です。
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レポート グループとレポートの階層

オブジェクト グループの権限の適用

l オブジェクト グループ、オブジェクト、依存エンティティの権限を設定するには、「読み取り/書
き込み」権限が必要です。「アクセス不可」権限を持つ依存エンティティはグレー表示され、

「読み取り専用」権限を持つ依存エンティティはアイコン付きで示されます。

l オブジェクト グループの権限を設定しても、オブジェクト グループ内のオブジェクトと依存エン

ティティは権限を自動的に継承しません。これを行うには、［これらの権限をこのグループのサ

ブグループと<オブジェクト>に適用します］オプションを選択します。たとえば、Operatorsロール

に、レポート グループAのレポートにアクセスさせたくない場合は、Operatorsロールに対してグ

ループAの権限を「アクセス不可」に設定し、［これらの権限をこのグループのサブグループとレ

ポートに適用します］オプションを選択します。

l オブジェクト グループの権限を設定し、［これらの権限をこのグループのサブグループと<オブ

ジェクト>に適用します］オプションを選択しても、オブジェクト内のルールやスケジュールなどの

依存エンティティは権限を自動的に継承しません。権限をルールに適用するには、［読み取

り専用権限を<オブジェクト>のルールに適用します］オプションを使用します。
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l オブジェクトの権限を設定するときは、階層のオブジェクトに必ず、権限を適用する階層レベ

ルより上のレベルと同等か、それより低い権限を付与します。たとえば、レポート グループのレ

ポートに「読み取り/書き込み」権限があり、レポート グループレベルで「読み取り専用」また

は「アクセス不可」権限を適用し、［これらの権限をこのグループのサブグループとレポートに

適用する］オプションを選択した場合、ルールの権限は変更されません。

l 権限は階層の上から下へ継承されますが、下から上へは継承されません。たとえば、ルール

に権限を適用しても、ルールを含むレポートの権限は変更されません。

オブジェクトまたは依存エンティティの権限の適用

l オブジェクトまたは依存エンティティの権限を設定するには、「読み取り/書き込み」権限が必

要です。

l オブジェクトごとに権限を設定する代わりに、一度に複数のオブジェクトの権限を指定できま

す。

l オブジェクトの権限を設定しても、オブジェクト内の依存エンティティは権限を自動的に継承

しません。これを行うには、［読み取り専用権限を<オブジェクト>のルールに適用します］オプ

ションを選択します。

依存エンティティに権限を適用すると、権限はロールの既存の権限に基づいて適用されます。

たとえば、AnalystとOperatorが複数の依存エンティティに対して以下の権限を持つ場合を考え

てみます( レポートAオブジェクトは、依存エンティティとして、ルールAA、ルールAB、ルールACを
持ちます) 。

オブジェクトまたは依存関係 Analyst Operator

レポートA 読み取り/書き込み アクセス不可

ルールAA 読み取り/書き込み アクセス不可

ルールAB 読み取り/書き込み 読み取り/書き込み

ルールAC 読み取り専用 アクセス不可

AnalystがOperatorに対して「読み取り/書き込み」権限を適用し、［読み取り専用権限を<オブ

ジェクト>のルールに適用する］オプションを選択すると、権限は依存エンティティに対して次のよ

うに設定されます。

権限の変更

l グループレベル：オブジェクト グループレベルで、グループ内のすべてのオブジェクトおよびエン

ティティの権限を設定します。たとえば、「管理者レポート」グループに80個のレポートがあり、
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管理者以外のユーザーに、レポートを追加または変更させたくない場合は、グループレベル

で管理者以外のすべてのロールの権限を「読み取り専用」に設定し、それをレポート グルー

プのすべてのレポートとサブグループに適用するオプションを選択することができます。

l 複数のオブジェクト：複数のオブジェクトを選択し、選択したすべてのオブジェクトのアクセスを

指定します。たとえば、「ネットワークトラフィック」サブグループに機微情報を含む10個のレ

ポートがあり、誰にもそれらのレポートにアクセスさせたくない場合は、10個のレポートを選択

し、すべてのロールの権限を「アクセス不可」に設定します。

l 単一のオブジェクト：単一のオブジェクトのみを選択し、権限を指定します。たとえば、「ネット

ワークトラフィックレポート」を選択し、Security Analystロールに対して「読み取り/書き込み」

権限を指定したり、「ログイン失敗アラート」を選択し、Security Analystロールに対して「読

み取り/書き込み」権限を指定します。

オブジェクトまたは依存関係 Operator( 権限適用前) Operator( 権限適用後)

レポートA アクセス不可 読み取り/書き込み

ルールAA アクセス不可 読み取り専用

ルールAB 読み取り/書き込み 読み取り/書き込み

ルールAC アクセス不可 読み取り専用

トピック

Reportsモジュールのロールの追加および権限の割り当て

Reportsモジュールのロールの追加および権限の割り当て

このトピックでは、ロールを追加し、そのロールに権限を割り当てる方法を説明します。Security
Analyticsには事前構成済みのロールが5つありますが、カスタムのロールを追加することもできま

す。たとえば、事前構成済みのAnalystsロールに加えて、AnalystsEuropeおよびAnalystsAsiaと
いうカスタムロールを追加できます。

ロール 権限

Administrators フルシステムアクセス

Operators 構成にアクセスし、データにはアクセスしない

Analysts データにアクセスし、構成にはアクセスしない
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ロール 権限

SOC_Managers Analystsと同じアクセス権に加えて、インシデントの処理に必要な権限を

持つ

Malware_

Analysts

マルウェアイベントへのアクセスのみ

ユーザーロールに応じて次のアクセス権限を設定し、Reportsモジュールのコンポーネント ( ルー

ル、レポート、チャート、アラート、リスト ) にアクセスできます。

l 定義

l 削除

l エクスポート

l 管理

l 表示

注：Reportsモジュールを個別に定義、削除、エクスポート、管理、表示できるようにするに

は、ユーザーのロールに対してこれらすべてのアクセス権限を有効化する必要があります。ま

た、レポート、チャート、アラートを定義しながらデータ ソースを一覧表示するには、適切な

権限が必要です。詳細については、「ホストおよびサービスの構成ガイド」の「データ ソースの

権限の構成」トピックを参照してください。

権限の詳細なリストについては、「システムセキュリティとユーザー管理ガイド」の「ロールの権

限」トピックを参照してください。

［ロール］タブへの移動

以下の各手順は、［ロール］タブから開始します。［ロール］タブに移動するには、次の手順を実

行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［セキュリティ］を選択します。

［システム］の［セキュリティ］パネルが表示され、［ユーザー］タブがハイライト表示されます。

2. ［ロール］タブをクリックします。
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［ロール］パネルが表示されます。

ロールの追加と権限の割り当て

1. ［ロール］タブで、ツールバーの をクリックします。

［ロールの追加］画面が表示されます。
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2. ［ロール情報］セクションで、次のロール情報を入力します。

l 名前

l ( オプション) 説明

3. ［権限］セクションで次の操作を実行します。

l および をクリックして、モジュールのリストをスクロールします。

l ロールでアクセスするReportsモジュールを選択します。

l ロールに付与する権限を1つずつ選択します。

4. ロールに割り当てるすべての権限を選択するまで繰り返します。

5. ［保存］をクリックして新しいロールを追加します。このロールは即座に有効になります。これ

で、作成したロールをユーザーに割り当てることができます。

レポートに関する推奨事項

このトピックでは、レポートの実行時間を短縮するためにRSAが推奨するガイドラインを紹介し

ます。このトピックでは、Reportsのエンティティ( ルール、レポート、アラート、チャート、リストなど)
の実行時間を短縮するためにRSAが推奨するガイドラインを紹介します。以下のガイドライン

について記述しています。

l NWDBルール

l NWDBルールのタイムアウト構成

l Lookup and Addルールアクション

l リスト値レポート

NWDBルール

レポート、アラート、チャートなどのReportingのエンティティにNWDBルールが含まれていて( ほと

んどの場合、クエリーにグループ化が含まれている) 、実行に時間がかかる場合、次の項目を

試してください。

1. WHERE句を調整する。

( 特に［グループ化］オプションを使用する場合) WHERE句を使用するか調整することでス

キャン対象セッション数を制限できます。たとえば、次のルールを検討します。
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前述のWHERE句を使用した場合、集計対象のセッションが膨大な数に上ります。この場

合、一連のIPアドレスを指定するか、関係するIPアドレスを含んだリスト ( List of IP
Address) を作成し、必要なセッションだけをフィルタで抽出することによって、それを防ぐこと

ができます。

25 概要



レポート ガイド

2. インデックス作成済みのメタ キーをWHERE句に使用する。

メタのインデックスが作成されているかどうかを把握するには、マウスをメタ キーに合わせま

す。値タイプがINDEX_VALUEである場合、そのメタにはインデックスが作成されています。

メタにインデックスが作成されていない場合、値タイプはINDEX_KEYまたはINDEX_
NONEとなります。

次に示したのは、インデックスが作成されているメタ キーのスナップショットです。
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3. ［タイムアウト］オプションを構成する。

クエリーに時間がかかり、タイムアウトが発生して失敗する場合、NWDBルール実行のタイ

ムアウトを構成することができます。詳細については、以下のセクション「NWDBルールのタイ

ムアウト構成」を参照してください。

4. 異なる時刻に実行するようにクエリーのスケジュールを設定する。

複数の集計クエリーが同時に実行されタイムアウトが発生するようであれば、それらのクエ

リーを別々の時刻に実行するようスケジュールを設定し、実行時間が重ならないようにしま

す。

NWDBルールのタイムアウト構成

注：構成に何らかの変更を加える際は、Reporting EngineとNWDBデータ ソースの統計をあ

らかじめチェックしておくことを推奨します。詳細については、「システムメンテナンスガイド」に

ある、Reporting Engineの「ホストとサービスの監視」トピックおよび「システム統計の監視」ト

ピックを参照してください。

タイムアウトが原因でNWDBルールが実行に失敗する場合、［レポートの表示］ページに次のエ

ラーが表示されます。
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l Reporting Engineのタイムアウト エラー

l 「‘/sdk/values'リクエストに対するレスポンスが、構成されている時間( 30分) 内にデータ

ソース‘10.31.x.x Concentrator'から返されませんでした。」

l NWDBのタイムアウト エラー

l 「ソース'10.31.x.x Concentrator'からデータをフェッチしているときにエラーが発生しま

した。{Timeout message from NWDB}。」

l このような場合、次の方法で対処できます。

l l Reporting Engineのタイムアウト

Reporting Engineのタイムアウトを調整する場合、時間のかかるクエリーが最後まで実行

できるようにタイムアウト時間を延長します。Reporting EngineのNWDB Queries Time

OutおよびNWDB Info Queries Time Outオプションの設定の詳細については、「ホスト

およびサービスの構成ガイド」の「Reporting Engine設定の構成」トピックを参照してくださ

い。NWDB Query Time Out は0分( タイムアウトなし) に、NWDB Info Queries Time

Outは60分に設定することを推奨します。

l NWDBタイムアウト

NWDBタイムアウトの場合は、NWDBデータ ソースのquery.level.timeoutパラメータ

およびmax.concurrent.queriesパラメータを構成する必要があります。「ホストおよび

サービスの構成ガイド」の「データベースチューニング」トピックの推奨事項に基づいて、クエ

リーを微調整してください。

以下に示したのは、［エクスプローラ］ビューのスナップショットです。NWDBデータ ソースの

パラメータは、このビューで設定することができます。
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l 異なる時刻に実行するようレポートのスケジュール設定を行う

NWDBコアデバイスの使用率が高い場合、各レポートが別々の時刻に実行されるよう

にスケジュールを設定し、実行時間が重ならないようにします。

l レポートの分割

1つのレポートに多数のルールが存在する場合、いくつかのルールのまとまりごとにレポート

を分割します。複数のルールが存在する場合、スレッドの空き状況によっては、すべての
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ルールの実行が同時に開始されます。そのようなときは、論理的にルールを別個のレポー

トにグループ化することができます。

LookupAndAddルールアクション

lookup_and_addルールアクションを少なくとも1つ含んだルールで、レポートの実行時間が長

くかかる場合、それぞれのルールアクションで、NWDBデータ ソースに対する複数のルックアップ

クエリーをトリガーしていることが原因と考えられます。

レポートの実行時間を短縮するには、次の項目を試してください。

l 次のWHERE句を調整する

l lookup_and_addルールアクションを含んだルール

l lookup_and_addルールアクション

l 上限の設定

ルールとルールアクションに対し、適切な上限を設定する必要があります。上限が高く、トリ

ガーされるクエリーが多いと、レポートの実行に時間がかかります。

l boolean aggregateパラメータの設定

ルックアップ値に、sum(meta), count(meta)などの集計値が不要であれば、lookup_
and_addルールアクションで、boolean aggregateパラメーターをfalseに設定します。詳細につ

いては次のトピックを参照してください：NWDBルールの構文 .

lookup_and_add(string select, string field, int limit, boolean
inherit, string extraWhere, boolean aggregate)

次のようなlookup_and_addルールアクションを含むルールがあるとします。
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出力が表示されます。
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l それぞれのlookup_and_addルールアクションは、データ ソースに対し、デフォルトで2つの同

時ルックアップクエリーをトリガーします。RSAでは、デフォルトの設定を使用することを推奨し

ますが、この値を増やしたい場合は、Reporting EngineのMax # of Concurrent

LookupAndAdd Queriesパラメータの値が、NWDBデータ ソース構成におけるMax

Concurrent Queriesの値よりも小さくなるようにしてください。

NWDBデータ ソースを他のサービスと共有する場合、他のサービスのクエリーに影響が生じ

るため、Reporting EngineのMax # of Concurrent LookupAndAdd Queriesパラメータの

値は低いままの方がよい場合もあります。詳細については、「ホストおよびサービスの構成ガ

イド」で「Reporting Engineの［全般］タブ」トピックを参照してください。

l 調査対象が一意の値のみであって、正確な集計結果が必要ない場合は、NWDBルール

のSession Thresholdをゼロ以外に設定します。詳細については、次のトピックを参照し

てください： 前提条件。この値が大きいほど、ルールの実行に時間がかかります。この値をゼ

ロに設定した場合、実行時間は長くなりますが、正確な集計結果が得られます。

次のようなlookup_and_addアクションを含んだルールがあり、［セッション閾値］が10に設定さ

れているとします。
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出力が表示されます。
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リスト値レポート

厳選されたリストを使用します。

( データ ソースのタイプに関係なく) リスト値レポートでは、リスト内の値ごとに各レポートが生成

されます。そのため、リストに含まれる値の数が多いほど、レポートの実行に時間がかかります。

リスト値レポートを生成する場合は、厳選したリストを使用してください。

レポートの詳細検索

このトピックでは、Reportsのコンポーネントごとに名前やコンテンツでキーワード検索を実行する

手順について説明します。Reports UIでReportsの各コンポーネント ( ルール/レポート /チャート /ア
ラート /リスト ) ごとに名前およびコンテンツでキーワード検索を実行できます。

注：日付および数値に基づいて検索することはできません。

次の図に、Reportsモジュールで使用可能な検索パラメータを示します。
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Reporting UIで使用可能な検索パラメータは次のとおりです。

1. エンティティ( ルール、レポート、チャート、アラート、リスト ) を検索します。

2. 名前またはコンテンツに基づいてエンティティを検索します。

注：検索では大文字と小文字が区別されません。たとえば、「Completed」は「completed」と
同じになります。

前提条件

Reportsモジュールでは、名前およびコンテンツ( 定義) に基づいてキーワード検索を実行できま

す。コンテンツは各Reportingコンポーネントの定義を意味します。たとえば、ルール、レポート、

レポート スケジュール、チャート、アラート パネルで定義された値などです。［ルール］、［レポー

ト］、［チャート］、［アラート］、［リスト］のいずれかまたはすべてのコンポーネントを選択して、検

索の優先順位を設定することができます。

注：スケジュール定義パネルに格納されているリスト値およびリスト パスに基づいて検索を実

行することはできません。

たとえば、ルール名( ExpertRule) を検索するには、［フィルタ オプション］ドロップダウンで［ルー

ル］、［名前］、［コンテンツ］を選択します。検索条件に一致したすべてのルール名が表示され

ます。同様に、レポート、チャート、アラート、リスト定義を検索できます。

手順

［管理］タブからレポートの詳細を検索するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. をクリックし、適切な検索条件を選択します。

3. ［検索］フィールドに、検索するテキストを入力します。

検索ドロップダウンリストが表示されます。
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検索構文と検索タイプ

次の表で、検索構文と、Reports UIで実行できる検索について説明します。
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検索タイプ 説明

単語またはフレーズベー

スの検索

単語ベースの検索：

「action」や「meta」などの単語を検索するには、検索ボックスに単

語を入力します。

次の図は、テキスト「action」の検索結果を示しています。

フレーズベースの検索：

フレーズは、「action meta」など、複数の単語をダブルクォートで

囲んだものです。フレーズを検索するには、検索ボックスでフレー

ズを二重引用符で囲む必要があります。

次の図は、フレーズ「action meta」の検索結果を示しています。
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検索タイプ 説明

ワイルドカード検索( 単

一の文字 /複数の文字 /

特殊文字の検索)

単一の文字のワイルド

カード検索には疑問符

記号「?」を使用し、複

数の文字のワイルドカー

ド検索にはアスタリスク

記号「*」を使用します。

単一の文字の検索：

単一の文字のワイルドカード検索では、単一の文字を置き換え

て一致する単語を探します。たとえば、「Expert」または「Export」

を検索するには、次の検索構文を使用します： 

Exp?rt

次の図は、単一の文字のワイルドカードを使用した「Exp?rt」の

検索結果を示しています。

複数の文字の検索：

複数の文字のワイルドカード検索では、0個以上の文字を探し

ます。たとえば、「Expert」または「Experts」を検索するには、次の

検索構文を使用します： 

Expert*

次の図は、複数の文字のワイルドカードを使用した「Expert*」の
検索結果を示しています。
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検索タイプ 説明

特殊文字の検索：

特定の句読点および特殊文字( @#$%^&*(){}"~=+-[]\?|!:,.) は

検索で無視されます。たとえば、「action-login」の検索は、

「action」と「login」の検索と解釈されます。つまり、「action-login」と

いう名前のルールと「action@login」という名前のルールが存在し、

検索文字列が「action-login」の場合は、検索結果で両方のルー

ルが返されることになります。
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検索タイプ 説明

名前またはコンテンツに

基づいた検索

名前に基づいた検索：

レポートの名前に基づいて検索する場合は、フィルタ オプション

ドロップダウンから［レポート］および［名前］ボックスを選択します。

たとえば、レポート名「Access to Compliance Data」を検索するに

は、次の検索構文を使用します：

"Access to Compliance Data"

注：レポートを検索すると、レポート スケジュールも検索できま

す。

この検索結果では、指定の名前を含むレポートが返されます。

コンテンツに基づいた検索：

アラート内のコンテンツ( アラートの説明など) を検索する場合は、

フィルタ オプション ドロップダウンから［アラート］および［コンテンツ］

ボックスを選択します。たとえば、アラートの説明「Device IP Got
Detected」を検索するには、次の検索構文を使用します：

「Device IP Got Detected」

この検索では、指定のコンテンツを含む結果が返されます。
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検索タイプ 説明

次のステップ

次のいずれかのタスクを実行します。

1. 適切なパネルから、ルール、レポート、チャート、アラート、リストを編集できます。

2. レポートのスケジュール設定を［ 前提条件  ］ビューで実行できます。

3. チャートのテストを［ チャートのテスト ］ビューで実行できます。

トラブルシューティング

このトピックでは、Security Analyticsでレポート モジュールを使用するときに直面する問題のトラ

ブルシューティング手順について説明します。

SFTPサーバを構成する前の問題のトラブルシューティング

このセクションでは、SFTPサーバの構成前に発生した問題のトラブルシューティング手順につい

て説明します。

手順

構成したLinux SFTPサーバに関する問題が発生した場合は、次の手順を試してください。

1. 構成したSFTPのレポート出力アクションが失敗した場合は、SSHを使用してSFTPサーバに

接続して、ローカル接続を試し、SFTPが正常に機能しているかどうかを確認する必要があ

ります。

SFTPサーバに接続します。
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2. ローカル接続が失敗した場合は、次のコマンドを実行してsshd_configファイルを開きま

す：vi /etc/ssh/sshd_config

3. ファイルに次のエントリーが存在するかどうかを確認します：

# override default of no subsystems
Subsystem sftp /usr/libexec/openssh/sftp-server

4. このエントリーが存在しない場合は、ファイルの最下部に、ステップ3で述べた2行を追加し、

保存します。

5. サービスを再起動します。SSH＞service sshd restart

6. SFTP接続を再試行します。

7. SAサーバアプライアンスのファイアウォールによってSFTPポートがブロックされていないことを確

認します。sftpポートを許可するようにiptablesのルールを更新します。

定義：

厳格なParser：厳格なParser( 非deprecated) は、クエリー構文が正しく記述されることを期待し

ます。

メタ タイプがテキストの場合は、引用符を使用します。例：username = 'user1'
メタ タイプがIPアドレス、Ethernetアドレス、数値の場合は、引用符を使用しません。

例：service = 80 &&
ip.src = 192.168.1.1.
メタ タイプが日付と時刻の場合、

日付と時刻の形式が「YYYY-MM DD HH:MM:SS」であれば、引用符を使用します。

日付と時刻の形式が「1448034064」( EPOCH( 1970年1月1日) 以降の秒数) の場合、引用符

は使用しません。

NWDBコアサービスの/sdk/config/query.parseの構成値がstrictである場合、レポート クエリー

は厳格なParserを使用して解析されます。

非厳格なParser：非厳格なParser( deprecated) では、クエリー構文が正しく記述されることを期

待していません。すなわち、テキストと数値のメタ タイプの値は、メタ タイプに関係なく、引用符

で囲むことも、囲まないこともできます。

たとえば、usernameのメタ タイプは文字列ですが、その値を引用符で囲むことも囲まないことも

可能です。そのため、username = 'user1'とusername = user1のどちらの構文も有効です。

NWDBコアサービスの/sdk/config/query.parseの構成値がdeprecatedである場合、レポート クエ

リーは非厳格なParserを使用して解析されます。

注：厳格なParserモードのトラブルシューティング手順は、Reporting Engine 10.6以降に適用

されます。
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新規インストール時のNWDBルール構文のトラブルシューティング

Security Analytics 10.6の新規インストール時に、NWDBコアサービスは、デフォルトでレポート

クエリーに厳格なParser( 非deprecatedモード ) を使用します。そのため、RSAでは、厳格な

Parserに準拠したルールを作成することを推奨します。NWDBクエリー構文の詳細については、

「NWDBルールの構文」を参照してください。

アップグレード時のNWDBルール構文のトラブルシューティング

Security Analytics 10.4.xまたは10.5.xからSecurity Analytics 10.6.xにアップグレードする場合、

NWDBコアサービスは、Reporting Engineのクエリーで非厳格なParser( deprecatedモード ) を引

き続き使用します。そのため、既存のクエリーが厳格なParserの構文に準拠していない場合で

も、既存のクエリーは引き続き正常に実行され、以前のバージョンと同様の結果を実現しま

す。RSAでは、厳格なParserの構文に準拠したルールを作成することをを推奨しています。

レポート クエリーでのNWDBコアサービスによる厳格なParser( 非deprecatedモード ) または非厳

格なParser( deprecatedモード ) の使用は、 /sdk/config/query.parse( ［Administration］＞［サービ

ス］でサービス( NWDBコアサービス) を選択し、［アクション］メニューで［表示］＞［エクスプロー

ラ］を選択) によって制御されます。

Reporting Engineクエリーが非厳格なParser( deprecatedモード ) で実行されている既存のインフ

ラストラクチャに新しいNWDBコアアプライアンスを追加する予定がある場合、Security
Analyticsのすべてのインスタンスと関連サービスが厳格モードに移行するまでの間、新しいアプ

ライアンスの/sdk/config/query.parse( ［Administration］＞［サービス］でサービス( NWDBコアサー

ビス) を選択し、［アクション］メニューで［表示］＞［エクスプローラ］を選択) を非厳格モード

( deprecatedモード ) に更新することができます。

ルールのインポートのトラブルシューティング

このセクションでは、10.4.xまたは10.5.xからエクスポートされたルール、レポート、チャート、アラー

トを10.6にインポートする時に発生する問題のトラブルシューティングの手順について説明しま

す。

手順

1. Security Analyticsにログインします。

2. ［Administration］＞［レポート］＞［管理］＞［ルール］に移動します。

3. ［ルール］パネルのツールバーで、［操作］＞［インポート］をクリックします。

［ルールのインポート］ウィンドウが表示されます。
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Reporting Engine 10.4.xまたは10.5.xのルールをReporting Engine 10.6.xにインポートするか、Live
ルールを導入すると、ルールに構文エラーが含まれている場合があります。そのようなルールを実

行すると、次のようなエラーメッセージが表示され失敗します。「Error occured while fetching
data from source "Concentrator - Concentrator [10.0.0.0]'. Error details: rule syntax
error: expecting <IPv4 address> here: "'172.15.0.0'|| eth.src=00:13:C3:3B:BE:00)"」
表示されるエラーメッセージに基づいてルール構文を修正するか、またはコアデバイスの動作

を非厳格モード ( deprecatedモード ) に切り替える必要があります。

例： 
メタ タイプがテキストの場合、値を引用符で囲みます。例：username = 'user1'

ルールの概要

このトピックでは、ルールの概要について説明します。ルールは、Reportsモジュールの基本的か

つ重要なビルディングブロックです。レポート、チャート、アラートで使用できるルールを作成する

必要があります。

ルールのビルディングブロック

ルールはクエリーで構成され、データ ソース内で要求した情報に一致する結果を検索して返し

ます。たとえば、ユーザーが毎日アクセスする上位20個のWebアドレスを表示するルールや、高

価値の資産に対してクリアテキストの認証が存在するかどうかを調べるルールを記述できま

す。

ルールの構文は、SELECT句、WHERE句、ソートおよびグループオプション、結果セットの制限

を使用できるという点で、SQL( Standard Query Language) の構文とよく似ています。ルールの内

容は次のとおりです。

プロ

パティ
説明 例

名前 ルールの名前。 Windows System Account Activity
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プロ

パティ
説明 例

Select 結果セットで返されるメタ タイプのリストで

す。メタ タイプのリストは、メタ ライブラリに含

まれています。ルールビルダーのメタ ライブラ

リは、Security Analyticsが接続されている

Security Analyticsホストのインデックス構成と

常に同期されています。このプロパティで表

示できるメタ タイプの数は、ルールのソートの

方法によって異なります。集計プロパティがオ

フの場合、ルールは複数のselectフィールドを

持つことができます。セッションカウント、セッ

ションサイズ、パケット サイズのいずれかで集

計するようにルールを設定している場合、

selectフィールドは1つのみ設定できます。

Where ルールのクエリー条件を指定する句。 alert='cleartext_ftp_

passwords'

Then

( ルー

ルアク

ショ

ン)

ルールの結果セットを処理する一連の関

数。レポートの出力を絞り込んだり、データの

クエリーや表示以外の機能をルールに追加

したりすることができます。

lookup_and_add

('username','ip.src',10);

整列 結果セットのデータを分類してカウントする方

法を指定します。以下を使用できます。

l 合計

l 値

合計
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プロ

パティ
説明 例

件数 ルールに対する結果セットの上限サイズを指

定します。結果セットがカウントまたはサイズ

によってソートされる場合、件数( =N) を指

定すると、上位( 下位) N個の結果が返され

ます。結果セットをソートしない場合は、最

初のN個の値が返されます。

20

注：ユーザーインタフェース( UI) に表示される日付または時刻は、ユーザーが選択したタイム

ゾーンによって異なります。

IPDBルールの構文

このトピックでは、IPDB Extractorサービスを使用する場合のルール構文について、サポートされ

る構文とサポートされない構文の例を挙げて説明します。IPDB Extractorサービスを使用してレ

ポート用のルールを作成する場合、サポートされる構文とサポートされない構文があります。こ

のトピックでは以下の項目を説明します。

l サポートされる構文とサポートされない構文の説明と例。

l サポートされる集計関数。

l サポートされる演算子。

l サポートされるクエリーの例。

サポートされる構文とサポートされない構文

IPDBデータベースに対するルールを作成するときには、次の表に示す説明と構文例に従う必

要があります。
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サポートされるリテラル(データ)値の構文

説明
サポートされる構文

の例

テキストまたは文字列のデータ タイプの場合、その文字列またはテ

キストは一重引用符で囲みます。アポストロフィ( ') などの特殊文

字が含まれる場合は( 'data'など) 、一重引用符を2つ使用して

( ''data'') データ値を囲みます。

select msg.id where

msg='(Primary) Link

status ''Down'' on

interface INTNAME.'

日付と時刻( date/timestampデータ タイプの列) では、

「yyyy-mmm-ddhh:mm:ss」という構文を使用します。

select time where time

= ‘2012-sep-04

13:09:03’

システムではリテラルのIPアドレスをサポートしています。 システムで

はIPアドレスが含まれる列を文字列 /テキストとして扱うため、式の

比較には文字列の比較演算子を使用します。

正しく処理するには、次の演算子を使用してください。

l =( 等しい)

l !=( 等しくない)

l in( 含まれる)

l not in( 含まれない)

サポートされないIN構文

説明 サポートされない構文の例

Security Analyticsでは、IPアドレスにIN構文を

使用できません。

select ip.src where ip.src in between

'n.n.n.n' and 'n.n.n.n'

サポートされないLIKE構文

説明 サポートされない構文の例

Security Analyticsではlikeに()を付けません user.dst not like ('%')
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サポートされるLIST構文

説明 サポートされる構文の例

Where句のフィールドでは、リストを括弧で囲みます。

IN演算子を使用します。

次の値以外は、リストの値を一重引用符で囲む必要

があります。

l 英数字

l :( コロン)

l _( 下線)

l .( ピリオド )

select ip.src,ip.dst where ip.dst IN

($[LIST])

サポートされないLIST構文

説明 サポートされない構文の例

括弧は省略できません。 select ip.src,ip.dst where ip.dst IN $[LIST]

IN演算子は省略できません。 select ip.src,ip.dst where ip.dst =($[LIST])

サポートされる変数構文

スケジュール設定時に変数に値を代入するときは、その値を'値 'のように一重引用符で囲む必

要があります。

説明 サポートされる構文の例

変数の前に$を挿入します。

変数を中括弧で囲みます。

columnname=${variable}

サポートされない変数構文

説明 サポートされない構文の例
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$は省略できません。 columnname={variable}

中括弧は省略できません。 columnname=$variable        

中括弧の代わりに角括弧を使うことはできません。 columnname=$[variable]

サポートされるselect句の構文

select句には、order by列とgroup by列を含める必要があります。

説明
サポートされる構

文の例

IPDBデータ ソースのすべての列を選択します。 select *

IPDBデータ ソースから具体的な列を選択します( 各列はコンマで区切

る必要があります) 。

select

column1

,

column2

,

column3

,...,columnN

select句でdistinctを使用します。distinctを使用するときには、列を括

弧で囲む必要があります。

select distinct

(column1)

select句で集計関数を使用します。本セクションで説明する集計関数

の一覧については、後述の「サポートされる集計関数」セクションを参

照してください。

select count

(msg.id)

select count

(distinct(msg.id))
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サポートされないselect句の構文

説明

サポートさ

れない構

文の例

集計を指定する場合以外は、列名を括弧で囲まないでください。次の例は、

サポートされない括弧の使用法を表しています。

select

(msg.id),

(ip.src)

列で計算式を使用しないでください。次の例は、サポートされない計算式の

使用法を表しています。

select

msg.id+100,

ip.src

select句に別名として記載する形式の列のエイリアスは使用できません( ASの

ある場合と、ない場合いずれも) 。次の例は、サポートされない列のエイリアス

の使用法を表しています。

select

msg.id as

ID, ip.src

SRC

Security Analyticsではselect句でLower関数をサポートしていません。

サポートされるwhere句の構文

where句には、order by列とgroup by列を含める必要があります。

説明 サポートされる構文の例

値にスペースが含まれる場合は、値を一重引用符で

囲みます。次の構文は正しくありません。

where msg = Auth start for user USERNAME from

20.20.20.2/20 to 10.10.10.1/10.

where msg = 'Auth start for user

USERNAME from 20.20.20.2/20 to

10.10.10.1/10'
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説明 サポートされる構文の例

値に特殊文字が含まれる場合は、

値を一重引用符で囲みます。次の文字は一重引

用符で囲む必要はありません。

l 英数字

l :( コロン)

l _( 下線)

l .( ピリオド )

次の構文は機能しません。

select url,size
device spec: device-specifications
where url = http://1.1.1.1//tsweb/images
/clear.gif

次の構文は機能しません。

where url = some/urls/string

次の構文は機能しません。

where msg = Failover cable OK.

次の構文は機能します。

where msg.id = 101001:10

次の構文は機能します。

select url,size

device spec: device-specifications

where url =

'http://1.1.1.1//tsweb/images/clear.gif'

次の構文は機能します。

where url = 'some/urls/string'

次の構文は機能します。

where msg = ‘Failover cable OK.’

フィルタ条件を表すにはこの構文を使用します。 column1 <operator> 'value'

ブール演算子andまたはブール演算子orを使用するに

は、この構文を使用します。サポートされる演算子の

リストについては、「サポートされる演算子」を参照し

てください。

column1 <operator> 'value' and

column2<

operator

> 'value' or column1 <operator>

'value' 

nullを確認するには、この構文を使用します。 column1 is null

column1 is not null
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説明 サポートされる構文の例

in演算子を使用して、含まれる、含まれない、を確認

するには、この構文を使用します。

column1 in

('value1','value2',...,'valueN')

column1 not in

('value1','value2',...,'valueN')

between演算子を使用して範囲を指定するには、こ

の構文を使用します。

column1 between 'value1' and

'value2'

column1 not between 'value1' and

'value2'

like演算子を使用して文字列を比較するには、この

構文を使用します。

column1 like 'value'

column1 not like 'value'

ワイルドカード%とlike演算子を使用してパターンを検

索するには、この構文を使用します。

select msg.id where msg like 'ip%'

where句の検索で大文字と小文字の違いを無視す

るには、Lower関数を使用します。

where句ではLower関数をテキスト型の列でのみ使

用することができます。 Lowerをテキスト型以外の列

で使用すると、Security Analyticsからエラーメッセージ

が表示されます。

Security Analyticsでは、Lower関数をBETWEEN、

IN、NOT NULL演算子に対して使用できません。

Lower(columnName) like ‘some%’

Lower(columnName) like lower

(‘some%’)
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サポートされないwhere句の構文

説明 サポートされない構文の例

ネストされたクエリーは使用できません。 select msg.id where msg.id in (select msg.id

from table where ip.src = '1.1.1.1')

Lower関数はBETWEEN、IN、NOT NULL

演算子に対しては使用できません。

サポートされるorder by句の構文

order by句では大文字と小文字を区別しません。

説明 サポートされる構文の例

order byを使用して昇順( asc) および降順( desc) の
ソートを実行するには、この構文を使用します。

l order by size asc

l order by msg desc

l order by size asc, msg desc

l order by count(size) asc

列に集計関数を適用する場合は、列名だけを括弧

で囲みます。次の例はorder by句での括弧の誤った使

用法を表しています。

order by (count(size)) asc

order by count(size) asc

サポートされるgroup by句の構文

説明

サポートさ

れる構文

の例

1つ以上の列をグループ化するには、この構文を使用します。列名を囲むの

に、括弧は使用できません。group by関数では大文字と小文字を区別しませ

ん。

l group by
size

l group by
msg
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サポートされる集計関数

IPDB Extractorサービスでは、次の集計関数と構文をサポートしています。

l count

l max

l min

l sum

l avg

次の構文で示すように、distinctと集計関数を一緒に使用することができます。

l count(distinct)

l max(distinct)

l min(distinct)

l sum(distinct)

l avg(distinct)

サポートされる演算子

演算子 構文

=( 等しい) column1 = 'value'

!=( 等しくない) column1 != 'value'

<=( 以下) column1 <= 'value'

>=( 以上) column1 >= 'value'

<( より小さい) column1 < 'value'

>( より大きい) column1 > 'value'

IN column1 NOT ('value1','value2',...,'valueN')

column1 not in ('value1','value2',...,'valueN')
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演算子 構文

between( 2つの値の間の範囲) column1 between 'value1' and 'value2'

column1 NOT between 'value1' and 'value2'

and、or、NOT( ブール演算子) condition1 and condition2

condition1 or condition2

condition1 not in ('value1','value2',...,'valueN')

like column1 like 'value'

column1 not like 'value'

サポートされるクエリーの例

select msg.id, ip.src, ip.dst, user.dst where size is not null

select msg.id, size, ip.srcport where msg.id='109007' and size not between '10' and '20'

select max(distinct(size)) where msg.id in ('109007','109001')

select * where size != '99' and ip.src = '20.20.20.2'

select ip.srcport,ip.dstport where ip.dst != '225.31.125.90' order by ip.dstport asc

select ip.srcport,ip.dstport where ip.dst != '225.31.125.90' order by ip.dstport asc,ip.srcport desc

select ip.srcport,ip.dstport where ip.dst != '225.31.125.90' group by ip.srcport,ip.dstport order by
min(distinct(ip.dstport)) asc, sum(distinct(ip.srcport)) desc

select time where time = ‘2012-sep-04 13:09:03’

select * where ip.src = '20.20.20.2' and ip.dst != '10.31.125.90' or ip.dst!= '225.31.125.90'

サポートされないクエリーの例

サポートされないクエリー 理由

select msg.id, ip.src, ip.dst, user.dst

where size is not null.

列を括弧で囲むことはできません。
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サポートされないクエリー 理由

select msg.id where msg.id IN (select

msg.id from table where ip.src =

‘1.1.1.1’)

ネストしたselect( サブクエリー) を使用して別の条

件でのmsg.idフィールドを取得することはできませ

ん。

select ip.src where ip.src in between

’10.10.10.1’ and ’10.10.9.1’

between演算子は、数値または日付と時刻の

データ タイプにしか使用できません。

select ip.srcport,ip.dstport where ip.dst !=

'225.31.125.90' order by count(distinct

ip.dstport) asc

distinctまたは他の集計関数を使用するときに

は、列名を括弧で囲む必要があります。

select ip.srcport,ip.dstport where ip.dst !=

'225.31.125.90' order by (ip.dstport) asc,

(ip.srcport) desc

列名を括弧で囲むことはできません。

select ip.srcport,ip.dstport where ip.dst !=

'225.31.125.90' group by

ip.srcport,ip.dstport order by COUNT

((ipsrcport))

列名を囲むのに使用できる括弧は1組だけで

す。システムは複数の括弧をネストされた式と見

なすため、これはサポートされていません。

select time where time = ‘1999-

NOVEMBER-01 10:10:10’

Timestamp形式が正しくありません。

select time where time = ‘2012-11-11

10:10:10’

Timestamp形式が正しくありません。

NWDBルールの構文

このトピックでは、Reporting EngineのNWDBルールの構文でサポートされるルールの構文につい

て説明します。Reportingの性能向上に関する情報については、次のトピックを参照してくださ

い：レポートに関する推奨事項 .

ルールは、ルールの結果セットを処理する関数です。レポートの出力を絞り込んだり、データの

クエリーや表示以外の機能をルールに追加したりすることができます。このようなルールアクショ

ンを組み合わせて使用すると、Security Analyticsによって収集された情報から重複を排除した

り、情報をより有益な形で表現したりすることができます。

Reporting Engineでは、次のカテゴリーのNWDBデータソースのルール構文をサポートしていま

す。
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l select句

l 集計を行わないルール

l 集計を行うルール

l where句

l where句演算子

l then句

l ［件数］フィールド

l ルールアクション

l ルール演算子

Select句

Select句は、値のコンマ区切りのリストです。たとえば、sessionid、 time、serviceを選択します。

NWDBルールのselect句には、次の2種類あります。

l 集計を行わないルール

l 集計を行うルール

集計を行わないルール

グループ化なしでルールを定義するときは、［サマライズ］フィールドで［なし］を選択します。集計

を行わないルールでは、Select句で任意の数のメタを選択できます。たとえば、sessionid、 time、
serviceを選択します。
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集計を行うルール

特定のメタおよびそれに関連づけられている集計値に対するクエリーを実行するときは、集計

ルールを使用する必要があります。集計された結果を取得するには、［サマライズ］フィールド

で、3つのメタ( イベント数、パケット数、セッションサイズ) のいずれか、または［カスタム］を選択

して、Select句に集計関数を含める必要があります。たとえば、 ip.src、sum (ip.dst)を選択しま

す。カスタム集計ルールが有効になっている場合、ユーザーインタフェースでは次のフィールドが

入力されています。

l Group By

l Order By

l セッション閾値

次の図は、集計ルールの［ルールのビルド］ビューを示しています。
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クエリーを実行できる集計値は次の2種類あります。

l コレクション集計

l メタ集計

コレクション集計

コレクション集計では、イベント、セッション、パケットに関連する集計を取得できます。次の値

は、コレクションの集計でクエリーできます。

l イベント数：イベントの総数。

l パケット数：パケットの総数。

l セッションサイズ：全セッションサイズ。
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これらのオプションは、［サマライズ］フィールドにリストされており、ルール内でいずれかを選択でき

ます。

たとえば、［サマライズ］フィールドで、コレクションの集計( イベント数、パケット数、セッションサイ

ズ) のいずれかを選択し、 ip.srcを選択します。

メタ集計

メタ集計では、メタ値の集計を取得できます。次に示すのは、サポートされているメタ集計関

数です。

l sum(meta)

l count(meta)

l countdistinct(meta)

l min(meta)
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l max(meta)

l avg(meta)

l first(meta)

l last(meta)

l len(meta)

l distinct(meta)

サポートされるメタ集計関数

NWDBサービスでは、このリリースで次のメタ集計関数と構文をサポートしています。

構文 機能

sum

(<meta>)

すべてのメタ値の合計

たとえば、select句でフィールドsum(payload)を指定すると、結果セットは、ペイ

ロードのサイズの合計です。

注：sum集計関数で選択するメタ フィールドは、数値データ型である必要が

あります。

count

(<meta>)

返されるメタ フィールドの合計数。

たとえば、select句でフィールドcount(ip.dst)を指定すると、結果セットは、 ip.dst
値が返される回数です。

countdistinct

(<meta>)

返される個別のメタ フィールドの合計数。たとえば、select句でフィールド

countdistinct(ip.dst)を指定すると、結果セットは、個別のip.dst値が返される回

数です。

min

(<meta>)

すべてのメタ値の最小値。

たとえば、select句でフィールドmin(payload)を指定すると、結果セットは、ペイ

ロードの最小サイズです。

max

(<meta>)

すべてのメタ値の最大値。

たとえば、select句でフィールドmax(payload)を指定すると、結果セットは、ペイ

ロードの最大サイズです。

avg

(<meta>)

すべてのメタ値の平均

たとえば、select句でフィールドavg(payload)を指定すると、結果セットは、ペイ

ロードのサイズの平均です。

注：avg集計関数で選択するメタ フィールドは、数値データ型である必要が

あります。
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構文 機能

first

(<meta>)

最初に出現するメタ値。

たとえば、select句でフィールド first(ip.src)を指定すると、結果セットは、そのグ

ループに対して最初に出現するip.srcです。

last

(<meta>)

最後に出現するメタ値。

たとえば、select句でフィールド last(ip.src)を指定すると、結果セットは、そのグ

ループに対して最後に出現するip.srcです。

len(<meta>) 実際の値を返さずに、すべてのフィールド値をUInt32の長さに変換します。この

長さは、実際の値を格納するためのバイト数で、メタ データベースに格納され

る構造の長さではありません。

たとえば、メタ値「NetWitness」の場合、長さは10が返されます。  IPv4フィールド

( ip.srcなど) の場合は、すべて4バイトが返されます。

distinct

(<meta>)

メタの個別の値。

たとえば、select句でフィールドdistinct(ip.src)を指定すると、結果セットは、その

グループに対してすべて個別のip.srcです。

［サマライズ］フィールドの［カスタム］フィールドを選択し、select句にメタとメタ集計関数を提供

する必要があります。
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注：WHERE句ではメタ集計関数を使用できません。また、min_threshold/max_thresholdなど

のルールアクションは、集計関数をフィルタするときに使用できます。「group by」を使用すると

きは、より絞り込んだwhere句を使用して、ルールのパフォーマンスを向上させることをお勧め

します。

複数のメタの集計クエリー

複数のメタに対して集計クエリーを実行するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブがハイライト表示され、［ルール］ビューが表示されます。

2. ［ルール］ツールバーで、 ＞［NetWitnessDB］をクリックします。

たとえば、以下に示すハイライト表示されているフィールドに、次のメタを入力します。
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SELECT: ip.src, service, count(alias.host)
WHERE：ip.src = 59.96.136.142

3. 画面下部の［ルールのテスト］ボタンをクリックします。

［ルールのテスト］ページが表示されます。

サマライズ

［サマライズ］で、ルールの要約や集計のタイプを決定します。

名前 構成

サマライ

ズ

カスタムグループ化なしでメタに対してクエリーを実行するには、以下を選択しま

す。

l なし：この場合、データはセッションによってグループ化されます。

コレクション( セッション/イベント /パケット ) 関連の集計を取得するには、次のいずれ

かを選択します。

l イベント数：イベントの総数。

l パケット数：パケットの総数。

l セッションサイズ：全セッションサイズ。

メタ ベースの集計を取得するには、次を選択します。

l カスタム：これは、予期されるメタ集計関数が、ルールのselec句で定義されてい

ることを示します。
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Order By 

［整列］によって、結果セットをソートする方法が決まります。

名

前
構成値

列

名

［列名］は、結果をソートするための基準となる列の名前です。デフォルトでは、この値

は空です。列をクリックすると、値は［サマライズ］フィールドに基づいて入力されます。

l ［なし］および［カスタム］の場合、値は、［選択］フィールドに基づいて入力されます。

このリストから選択することも、カスタム名を追加することもできます。

l ［イベント数］、［パケット数］、［セッションサイズ］の場合、使用できる値はTotalと
Valueです。

l Total - 集計値でソート

l Value - メタごとのグループでソート

ソー

ト

［ソート基準］によって、結果をソートする順序が決まります。値は次のとおりです。

l 昇順

l 降順

セッション閾値

セッション閾値は、選択したメタのスキャンを停止するための最適化設定です。

閾値は、0( デフォルト ) ～2147483647の範囲の整数です。閾値0は、すべての一致するセッショ

ンをスキャンします。

注：ゼロ以外の値( ゼロより大きい値) を設定した場合、集計結果が不正確になることがあり

ます。これは、集計値ではなく一意の値を調べる場合にのみ使用できます。

サポートされるwhere句

構文 説明

where <field1> [<field-

operator>] <

value1>,<value2>,<value3-

value4> <logic-operator>

<field2>,など

where句はコンマで区切ったフィールドの値や範囲のリストで指

定し、NwValues関数で使用します。where句では、文字列値

を一重引用符で囲む必要があります。たとえば、where

username = 'admin' && service = 22となります。
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構文 説明

where <field1> [<field-

operator>] <List1>

レポートする値が複数ある場合、where句内でリストを使用でき

ます。たとえば、where ip.src exists && alias.host exists

&&alias.host contains $[User Reports/List of Alias Host]となりま

す。リストを使用する場合、$[<path>/<List name>]の形式で指

定する必要があります。

where句では、メタ タイプに基づいた正しい構文であることを確認します。

例： 
メタ タイプがテキストの場合、引用符を使用します。例：username = 'user1'
メタ タイプがIPアドレス、Ethernetアドレス、数値の場合、引用符は使用しません。例：service

= 80 &&ip.src = 192.168.1.1
メタ タイプが日付と時刻の場合、日付と時刻の形式が「YYYY-MM DD HH:MM:SS」であれ

ば、引用符を使用します。

日付と時刻の形式が「1448034064」( EPOCH( 1970年1月1日) 以降の秒数) の場合、引用符

は使用しません。

注：ルールでリストを使用する場合は、使用するメタ タイプに基づいて、リストの値が引用符

で囲まれているか、または囲まれていないことを確認してください。［リストの定義］ページの

［すべての値に対して引用符を挿入します］チェックボックス( 詳細については、「 リストの追加

」セクションを参照) を選択すると、すべてのリストの値に引用符が付きます。

サポートされるwhere句演算子

構文 説明

= 指定した値と一致するフィールドを結果として返します。たとえば、 tcp.dstport = 21-

25,110は、TCP宛先ポートの21、22、23、24、25、110のいずれかのセッションを返し

ます。

!= 指定した値と一致しないフィールドを結果として返します。 たとえば、eth.type

!=0x0800は、16進数値0x0800( 10進数値の2048) 以外のセッションを返します。こ

れはすべて非IPベースのプロトコルです。

begins テキストまたはバイナリフィールドの先頭部分にある値を確認します。

contains 部分的に一致するテキストまたはバイナリの値を検索します。

ends テキストまたはバイナリフィールドの末尾にある値を確認します。
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構文 説明

exists そのフィールド値が存在すれば、値にかかわらず、この演算はtrueと評価されます。

!exists そのフィールド値が存在しなければ、この演算はtrueと評価されます。

length フィールドの長さを評価します。たとえば、username length 20-uは、文字数が20以

上のユーザー名を返します。

regex テキストまたはバイナリ値に対して正規表現による検索を実行します。

サポートされているthen句

構文 説明

then <ルール

アクション>

then句には、ルールの元の結果セットを処理するルールアクショ

ンが含まれます。このようにして、レポートの出力をより具体的に

したり、データのクエリーや表示以外の機能をルールに追加した

りすることができます。たとえば、dedup (filename)。

［件数］フィールド

これは、データベースからデータをフェッチするとき、クエリーに対して設定する件数を示します。

結果セットがイベント数、

パケット数、またはセッションサイズでソートされる場合、件数( =N) を指定すると、上位( また

は下位) N個の結果が返されます。結果セットをソートしない場合は、

最初のN個の値が返されます。

ルールアクション

NWDBデータ ソースのルール構文は、次のルールアクションをサポートしています。

l dedup

l filter_on

l filter_out

l lookup_and_add

l max_threshold

l min_threshold
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l regex

l sum_count

l sum_values

l show_whats_new

dedup (string field)

dedupは、ソートされていない結果セットから重複するエントリーを削除し、適切なデータだけを

表示します。dedupルールアクションは、レポート内の特定のフィールドの重複するエントリーを

削除し、最初に出現する値だけがレポートに表示されるようにします。

注：dedupルールアクションは、集計ルールと一緒に使用できません。

たとえば、個々のセッションで生成されるメタ データには重複が多いケースがあります。特に、

DNSの検索が何度も行われるセッションや、さまざまなリソース( javascript、cssなど) が同じホス

トに何度もアクセスするWebセッションなどでその傾向があります。重複したホストのエントリーを

削除するには、dedupルールアクションを使用します。

例：

次の例は、長くなる結果セットです。同じセッションで重複する値を削除することでトリミングでき

ます。

次の図は、dedupルールアクションを使用して結果セットから重複するエントリーを削除する方

法を示しています。
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ルール結果セット内の各エントリーで重複する値が1つに減っていることが分かります。
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filter_on (string filter, string field, bool matchExact)

filter_on は、 filter 条件を含まない値を結果セットから削除します。 結果セットに複

数のフィールドが含まれる場合は、フィルタを適用する特定のフィールドを選択する必要があり

ます。単一の結果セットに結果を追加するには、 lookup_and_addなどの関数を含めます。

matchExactパラメータによって、完全一致か部分一致かを指定します。

l matchExactを false,に設定すると、フィルタ テキストを含むあらゆる値が一致と見なされま

す。

l matchExactを trueに設定すると、指定したフィルタ テキストに一致する値だけが結果セット

に含まれるようになります。

注：matchExactパラメータが指定されていない場合は、フィルタ パラメータで指定された文字

に対する完全一致がルールアクションのデフォルトの動作になります。フィルタ テキストを含む

結果を結果セットで保持するように指定する場合は、matchExactパラメータをfalseに設定す

る必要があります。

例：

以下の図に、国とそれぞれのイベント数のリストを示します。

以下の図に、スペイン、中国、米国、英国以外の国を結果セットから除外するfilter_onルール

アクションを示します。
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次の図は、filter_onルールアクションの出力を示しています。
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結果セットからエントリを除外する方法として、除外する変数のリストを作成する方法もありま

す。たとえば、値として英国、フランス、ドイツを含むリストを作成できます。ルールアクションでこ

のリストを使用して、同じ結果セットを得ることができます。たとえば、COUNTRY_LISTというリ

ストを作成した場合、次のように使用できます。

filter_on ('$COUNTRY_LIST', 'country.src', 'false');

filter_out (string filter, string field)

filter_out (string filter, string field, bool matchExact)

filter_outは、 filter条件を含む値を結果セットから除外します。結果セットに複数のフィールドが

含まれている場合は、フィルタを適用する特定のフィールドを選択する必要があります( たとえ

ば、 lookup_and_addを使用して、結果を単一の結果セットに追加できます) 。

matchExactパラメータによって、完全一致か部分一致かを指定します。

l matchExactをfalseに設定すると、フィルタ テキストを含むあらゆる値が一致と見なされます。

l matchExactをtrueに設定すると、指定したフィルタ テキストに一致する値だけが結果セットか

ら除外されるようになります。

注：matchExactパラメータが指定されていない場合は、フィルタ パラメータで指定された文

字に対する完全一致がルールアクションのデフォルトの動作になります。フィルタ テキストを含

む結果を結果セットから除外するように指定する場合は、matchExact パラメータをfalseに
設定する必要があります。

例：

以下の図に、国とそれぞれのイベント数のリストを示します。
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次の図は、filter_outルールアクションを使用して結果セットからスペイン、中国、米国、英国の

イベント数を削除する方法を示しています。
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次の図は、filter_outルールアクションの出力を示しています。
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lookup_and_add (string select, string field)

lookup_and_add (string select, string field, int limit)

lookup_and_add (string select, string field, int limit, boolean inherit)

lookup_and_add (string select, string field, int limit, boolean inherit,
string extraWhere)

lookup_and_add(string select, string field, int limit, boolean inherit,
string extraWhere, boolean aggregate)

このルールアクションは、結果セット内の値のリストを反復処理し、他のメタ データを検索して、

結果セット内の要素間の関係を示すことができます。

注：lookup_and_addルールアクションは、集計ルールでのみ使用できます。

最初のパラメータであるselectは、結果セットの要素に追加する必要があるメタ データのタイプを

指定します。2つ目のパラメータであるfieldは、結果セット内のどこに追加すべきかを指定しま

す。また、 limit(制限)を適用することで、結果セットが大きくなりすぎるのを防ぐことができます。

デフォルトでは、SDKに対する後続のクエリは、親ルールのwhere句を継承します。一意の

where句を使用するには、4つ目のパラメータにブール値を指定し、5つ目のパラメータに別の

where句を指定します。

注：クエリーで一意のwhere句を使用する場合は、シングルクォート ( ') で引数を囲み、ダブル

クォート ( ") で文字列値を囲みます。
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このように、［カスタム］サマライズと［Group By］機能を使用することで、 lookup_and_addルール

アクションがなくても結果を達成できます。groupbyを含む新しいルール構文により、結果はフ

ラット構造で表示されます。これは、groupbyを含まない以前のルール構文よりも優れていま

す。適切な場合には必ず、 lookup_and_addルールアクションを含むルールを手動で編集 /更新

し、groupby句を使用することをお勧めします。

注：Lookup_And_Addルールアクションは、SELECT句に1つのメタと集計関数が含まれる場

合にのみサポートされます。

たとえば、次のシナリオを参照してください。例2aでは、 lookup_and_addルールアクションが使用

されています。 lookup_and_addルールアクションを使用せずに、同じ結果を達成するには、［カ

スタム］サマライズと［Group By］機能を使用します。次の例2bを見てください。

しかし、 lookup_and_addルールアクションは、次の条件では、NWDBルールに対して引き続きサ

ポートされています。

l ［イベント数］、［パケット数］、［セッションサイズ］としてサマライズが含まれるNWDBルールの

すべてのバージョン。

l ［カスタム］サマライズの場合、 lookup_and_addルールに必要なのは、1つのgroup byメタと1つ
の集計関数のみです。この集計関数はsum()またはcount()のいずれかである必要がありま

す。

注：「サマライズ - なし」ではサポートされません。

たとえば、次のルールに対してlookup_and_addルールアクションを使用できます。

l select ip.src, sum(size) group by ip.src

l select ip.src, count(filename) group by ip.src

次のルールに対しては使用できません。

l select ip.src, sum(size),count(filename) group by ip.src

l select ip.src, sum(size),avg(size) group by ip.src

l select ip.src,ip.dst count(filename) group by ip.src,ip.dst

例：

1. lookup_and_add('ip.dst','ip.src', 2);

このルールアクションは、最初の結果セットの各 ip.srcを反復処理し、 ip.srcごとに上位2個の宛

先IPアドレスを検索して追加します。

次の図にルールの定義を示します。
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次の図は、ソースIPアドレス( ip.src) と、 ip.srcごとに上位2個の宛先IPアドレス( ip.dst) を含む結

果セットを示しています。
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2a. lookup_and_add('ip.dst','ip.src', 2); lookup_and_add('service','ip.src', 3);

このルールアクションは、最初の結果セットで各 ip.srcを反復処理し、 ip.srcごとに上位2個の宛

先IPアドレス( ip.dst) と、各 ip.srcで使用される上位3個のポート ( service) を検索します。

次の図にルールの定義を示します。
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次の図は、ソースIPアドレス( ip.src) 、 ip.srcごとに上位2個の宛先IPアドレス( ip.dst) 、そして各

ip.srcで使用される上位3個のポート ( service) を含む結果セットを示しています。
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結果セットでさまざまなフィールドを選択し、別の部分に追加することで、複雑なクエリを作成で

きます。たとえば、それぞれの送信元IPにどのファイルが添付されているかを知りたいとします。し

かし、親ルールには、service = '6667'というWHERE句が指定されています。このルールアクショ

ンのデフォルトの動作は元のWHERE句の継承であるため、親WHERE句のオーバーライドが必

要です。この概念を理解する最も簡単な方法は、以前のlookup_and_add call lookup_and_add
('ip.dst','ip.src',2)を見ることです。実際にサーバに送信されるクエリーは、

SELECTip.dstWHEREservice = 6667&&ip.src= 206.42.199.194となります。親ルールから継承し

たWHERE句の「service = '6667'」の部分を強制的にオーバーライドするには、例3のように、4つ
目のパラメータとしてfalseを指定します。

2b. Lookup_and_addルールなし

このルールでは、［カスタム］要約と［Group By］機能を使用して、結果をソートします。

次の図にルールの定義を示します。
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次の図は、ソースIPアドレス( ip.src) 、 ip.srcごとに上位2個の宛先IPアドレス( ip.dst) 、そして各

ip.srcで使用される上位3個のポート ( service) を含む結果セットを示しています。

81 概要



レポート ガイド

3. lookup_and_add('filename', 'ip.src', 2, false);

この呼び出しでサーバに発行するクエリーは、SELECT filename WHERE ip.src =
90.0.0.142のようになります。SELECT filename WHERE service = 6667' && ip.src
= 90.0.0.142ではありません。これは、親ルールの最初のWHERE句を無視するルールアクショ

ンを指定しているためです。

次の図にルールの定義を示します。
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次の図に結果セットを示します。
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testリストはグループ名netwitnessにあります。このリストには、次の構文を使用してアクセスでき

ます。

これらの追加された結果を絞り込み、ファイル名(filename)の拡張子が.gifであるファイル名だけ

が含まれるようにすることもできます。それには、ルールアクションで5つ目のパラメータを使用しま

す。5つ目のパラメータでは、WHERE句の条件を追加で指定できます。 .gifファイル名拡張子

のファイルは、testリスト ( DocTeamListという名前のグループ内) に格納されます。このリストに

は、 threat.source = $[DocTeamList/test]という構文でアクセスできます

これは、次の方法で、追加のwhere句パラメータで参照できます。

4. lookup_and_add('filename', 'ip.src', 5, false, 'filename CONTAINS $[DocTeamList/test]
');

次の図にルールの定義を示します。
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次の図に結果セットを示します。
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5. lookup_and_add('ip.dst','ip.src', 2,true,,false);

このルールアクションは、最初の結果セットの各 ip.srcを反復処理し、 ip.srcごとに上位2個の宛

先IPアドレスを検索して追加します。「aggregate」パラメータは「false」に設定されています。こ

れにより検索値の集計がスキップされるため、検索クエリーの実行がより迅速になります。

注：

「aggregate」のデフォルト値は「true」です。「aggregate」が「false」に設定されると、Reporting
Engineはthreshold=1、Sort by='value'、Order=AscendingをNWDBに渡して、検索クエリーが

迅速に実行されるようにします。

。ルールに集計関数が含まれる場合、またはルールがより広い時間範囲に対して実行され

る場合に、「aggregate」をfalseに設定する必要があります。これにより、ルールをより迅速に

実行できます。

次の図にルールの定義を示します。
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次の図に結果セットを示します。
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max_threshold (string quantity)

max_threshold (string quantity, string field)

max_thresholdは、結果セットから最大閾値を超える数量の結果をまとめて削除します。数や

サイズについて数量を指定でき、これは親ルールのソート オプションにも関連します。サイズで

ルールをソートする場合、ルールアクションのパラメータはバイトで指定します( KB、MB、GB、
TBをパラメータに追加してサイズ変換できます) 。

max_thresholdルールを使用して、集計関数の値に基づいて値をフィルタすることもできます。次

のように、ルールで使用されているサマライズのタイプに基づいて構文を使用します。

l max_threshold(String quantity): イベント数、パケット数、セッションサイズのフィルタに使用で

きます。

l max_threshold(String quantity, String field): カスタム集計または任意のメタの値のフィルタに

使用できます。

例：

1. max_threshold(200);

次の図は、max_threshold引数を指定しなかった場合の結果を示しています。出力結果のイベ

ント数は200を超えています。
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次の図は、出力に対して200バイトの制限を適用するmax_thresholdルールアクションを示して

います。データが200バイトを超える出力は表示されません。
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次の図は、max_thresholdルールアクションが適用された場合の結果を示します。上記のスク

リーンキャプチャの番号1の結果は、結果から削除されます。
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2. max_threshold(5,count(alias.host));

次の図は、max_threshold引数を指定しなかった場合の結果を示しています。出力結果の

alias.host数は5を超えています。

次の図は、出力に対して5の制限を適用するmax_thresholdルールアクションを示しています。

値が5を超える出力は表示されません。
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次の図は、max_thresholdルールアクションが適用されるときの結果を示します。値が5を超える

出力は結果から削除されます。
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min_threshold (string quantity)

min_thresholdは、結果セットから最小閾値を下回る数量の結果をまとめて削除します。数や

サイズについて数量を指定でき、これは親ルールのソート オプションにも関連します。サイズで

ルールをソートする場合、ルールアクションのパラメータはバイトで指定します( KB、MB、GB、
TBをパラメータに追加してサイズ変換できます) 。

min_thresholdルールを使用して、集計関数の値に基づいて値をフィルタすることもできます。次

のように、ルールで使用されているサマライズのタイプに基づいて構文を使用します。

l min_threshold(String quantity): イベント数、パケット数、セッションサイズのフィルタに使用でき

ます。

l min_threshold(String quantity, String field): カスタム集計または任意のメタの値のフィルタに

使用できます。

例：

1. min_threshold(200);

次の図は、min_thresholdを指定したクエリーの例です。
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この図では、出力に対して200バイトの制限が適用されます。データが200バイト未満の出力は

表示されません。出力にmin_thresholdルールアクションが適用されます。
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図のように、すべての値が200バイトを超えています。

2. min_threshold(100,count(alias.host));

次の図は、min_threshold引数を指定しなかった場合の結果を示しています。出力結果の

alias.host数は100を下回っています。

次の図は、出力に対して100の下限を設定するmin_thresholdルールアクションを示していま

す。データが100を下回る出力は表示されません。
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次の図は、min_thresholdルールアクションが適用された場合の結果を示します。データが100未
満の出力は結果から削除されます。
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regex (string regex, string field)

regexルールアクションは、結果セットに正規表現を適用します。Regexルールアクションの形式

を次に示します。

regex(regular_expression, meta_name)

各項目の意味は以下のとおりです。

l regular_expression：メタの値と一致する正規表現。

l meta_name：regexを適用するメタまたはフィールド名。

サポートされるregexパターンのリストについては、

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/regex/Pattern.htmlを参照してください。

regexルールアクションの例：

さまざまなセッションからPNGとJPEG形式のファイルのファイル名をすべて列挙する場合は、次の

regexルールアクションを含むルールを記述します。

regex(".+.(png|jpg)", filename);

次の図は、このルールを示しています。
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次の図は、regexルールアクションが適用された出力を示しています。
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sum_count()

ある結果セットについて数量を合計します。たとえば、イベント数でソートされたルールに対して

sum_count()を呼び出すと、結果セット内のすべての値のサイズが合計され、その結果セットの

代わりに合計が表示されます。

例： 

次の図は、sum_count()ルールアクションを示しています。
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sum_count()ルールアクションを指定した場合は、出力にすべてのイベント数の合計サイズが示

されます。
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sum_values()

ある結果セットの値の数を合計します。このアクションは、特定のルールに一致するものがいくつ

存在するかを表示するために使用します。

例：

次の図は、sum_values()ルールアクションを示しています。
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次の図は、sum_valuesルールアクションを指定した場合の結果を示しています。
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show_whats_new()

show_whats_new()ルールアクションは、結果セットのすべての結果を受け取り、現在実行中の

レポートのタイムフレームより前のNetWitnessメタ データベースに存在する値を除外します。レ

ポートを実行すると、Security Analyticsはレポートの時間範囲で最初のセッションのIDを判断し

ます。結果セットの値の最初のセッションIDがレポートのタイムフレームの最初のセッションIDより

も大きければ、その値はレポート実行前のNetWitnessメタ データベースには存在せず、

NetWitnessシステムにとってレポートのタイムフレームよりも新しい値であることになります。

show_whats_new()ルールアクションも、カスタム集計ルールでサポートされています。複数のメタ

がカスタムルールで選択されている場合、最初のメタは、古い値を除外するために考慮されま

す。次の例2で、このルールアクションが、カスタム集計ルールでどのように使用されているかを確

認してください。

注：show_whats_new()ルールアクションは、集計ルールでのみ使用できます。

例：

1. イベント数が指定された集計ルールに対するshow_whats_new()

次の例では、過去2週間で使用できたすべてのソースIPアドレスが表示されます。
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次の図では、show_whats_newルールアクションを使用して、過去2週間の新しいエントリーのみ

を一覧表示しています。
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次の図は、過去2週間の新しいエントリーを一覧表示しています。
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2. カスタム集計ルールに対するshow_whats_new()

次の例では、過去2週間で使用できたすべてのソースIPアドレスが表示されます。

次の図では、show_whats_newルールアクションを使用して、過去2週間の新しいエントリーのみ

を一覧表示しています。

概要 106



レポート ガイド

次の図は、過去2週間のソースIPアドレスの新しいエントリーを一覧表示しています。
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この機能の利点は、レポートの実行時刻に関係なく、NetWitnessにとって新しい値を識別でき

ることです。この機能の注意点は、データがリセットされるとデータが失われるということです。しか

し、この機能を使用すれば、システムに大きな負荷をかけずに( ただし、結果セットのサイズによ

ります) 、簡単にシステムの基準を定めて変更点や新しいアイテムを識別できます。

サポートされるルール演算子

Reporting EngineでのNWDBデータ ソースのルール構文では、Security Analyticsでサポートされ

ているルール演算子のサブセットをサポートしています。

構

文
説明

* アスタリスク( *) を単独の演算子としてルールに使用すると、すべてのトラフィックやログを

検索できます。

= 等号

!= 不等号

&& 論理積

|| 論理和
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構

文
説明

-u 上方境界。たとえば、tcp.port = 40000-uは、40000より大きいすべてのTCPポートを選

択します。

-l 下方境界。たとえば、tcp.port = l-40000は、40000より小さいすべてのTCPポートを選

択します。

- ダッシュ( -) 演算子は数値のみに使用できます。範囲の上限と下限をダッシュ( -) で区

切って指定します。 たとえば、tcp.port = 25-443は、25と443の間にあるすべてのTCP

ポートを選択します。

ルールタイプ

このトピックでは、Reportsモジュールの各ルールタイプについて説明します。ルールタイプでは、

レポート ルールで使用するデータのソースを指定します。次のルールタイプがあります。

ルールタイ

プ
説明

NetWitness

DB

( NetWitness

Database)

NetWitness Databaseでは、Reporting Engineのデータ ソースとして

Concentrator、Broker、Archiverを構成し、これらのデータ ソースからメタを検

索して、ルールに応答を返します。

IPDB

( Internet

Protocol

Database)

IPDB( Internet Protocol Database) は、長期にわたり格納された、正規化され

たイベント メッセージとRAWイベント メッセージを提供します。「Reporting

Engineの構成チェックリスト」に沿ってIPDB Extractorサービスを構成し、

Reporting Engineに関連づける必要があります。IPDBの導入シナリオには、複

数サイトへの導入を含め、いくつかのオプションがあります。また、IPDB

Extractorは仮想環境でも導入できます。

詳細については、次のトピックを参照してください：仮想環境でのIPDB

Extractorサービス導入のサポート .
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ルールタイ

プ
説明

Warehouse

DB

( Warehouse

Database)

Warehouse DatabaseはRSA Analytics Warehouseとも呼ばれ、大量のデータを

保存します。Warehouseは大量のデータを容易にかつ効率的に取得できるよ

う設計されています。WarehouseはReporting Engineからもメタを検索します。

トピック

仮想環境でのIPDB Extractorサービス導入のサポート

仮想環境でのIPDB Extractorサービス導入のサポート

このトピックでは、仮想環境でサポートされているIPDB Extractorの導入について説明します。

Security Analyticsは、仮想環境でのIPDB( Internet Protocol Database) Extractorサービスの導

入をサポートしています。次の表に、RSAによって推奨されているIPDB Extractorサービスの仮

想導入の仕様を示します。これらの推奨事項は、RSAによって実施されたテストに基づいてい

ます。

項目 仕様

プロセッサ 4つのvCPU

メモリ 8 GBのRAM

HDD 320 GB

サポートされているVMwareのプラットフォーム

プラットフォーム バージョン

VMware ESX Server 5.0

VMware vSphere Client 5.0

IPDB Extractorサービスの仮想導入

次の表に、いくつかのIPDB導入シナリオにおけるIPDB Extractorサービスの仮想導入を示しま

す。
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IPDBの導入
VMでのIPDB Extractorサービス

への接続

セキュアな接続

モード

NAS上のIPDB LAN接続 SSH/VPN/IPSEC

プライベート スイッチ接続 物理スイッチ

仮想分散スイッチ接続 仮想スイッチ

単一サイトのハードウェアホスト

上のIPDB

CIFSマウントの使用 SSH/VPN/IPSEC

単一サイトの仮想ホスト上の

IPDB

CIFSマウントの使用 SSH/VPN/IPSEC

注：単一サイトの仮想ホスト上のIPDBの場合、IPDB Extractorサービスはその単一サイトと

同じVMware ESXサーバにインストールされると想定されます。

NAS上のIPDBへのLAN接続

LAN( Local Area Network) を通じて、NAS( Network attached Storage) 上に存在するIPDBに
接続する場合、NASとIPDB Extractorサービスホスト間にVPN/SSH/IPSECトンネルを確立する

必要があります。 Security Analyticsホスト、R710ホスト、仮想マシン上でIPDB Extractorサービ

スをホストできます。
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NAS上のIPDBへのプライベート スイッチ接続

この導入シナリオでは、IPDB ExtractorサービスはVM( 仮想マシン) 上でホストされます。

VMware ESX ServerとNASを接続する場合には、enVisionホストとNASの接続に使用してい

るスイッチと同じスイッチを使用して接続する必要があります。
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NAS上のIPDBへの仮想分散スイッチ接続

この導入シナリオでは、IPDB Extractorサービスは複数のVM上でホストされます。このシナリオ

では、仮想分散スイッチを使用してESX ServerとNASを接続する必要があります。この構成で

は、

l VM上で実行されるIPDB Extractorサービスには、VMware ESXサーバ上で専用のネット

ワークインタフェースを割り当てます。

l このネットワークインタフェースは、ESX上の他の仮想マシンには共有しません。

l ネットワークインタフェースは仮想分散スイッチに接続され、さらに仮想分散スイッチからNAS
プライベート スイッチに接続されます( NAS上にIPDBが格納されています) 。

l IPDB ExtractorサービスをホストするVMを除いて、他のVMが同じネットワークを共有すること

はありません。他のVMがNAS上のデータにアクセスすることはできません。
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ルールグループおよびルールの定義

このトピックでは、レポート グループおよびレポートを構成するためのタスクの一覧を示します。

Security Analyticsでレポート グループやリストの定義、削除、編集、インポート、エクスポートを

行うことができます。それぞれの手順については、個々のトピックで説明しています。

トピック：

l ルールグループの追加

l ルールの定義

l ルールのテスト

l IPDBルールのチューニング

l Reporting Engineでのメタ エイリアスの使用

ルールグループの追加

このトピックでは、ルールグループまたはルールサブグループを定義する手順について説明しま

す。

前提条件

［ルール］ビューのコンポーネントを理解している必要があります。詳細については、次のトピック

を参照してください：［ルール］ビュー.

手順

ルールグループまたはルールサブグループを追加するには、次の手順を実行します。
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ルールグループまたはルールサブグループを追加する方法

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. 次のいずれかの操作を実行します。

l ルールグループを定義する方法

a. ルールグループパネルで、 をクリックします。

ルールグループパネルに新しいルールグループが追加されます。

b. ルールグループの名前を入力し、Enterキーを押します。

l ルールサブグループを追加する方法

a. ルールグループパネルで、サブグループの追加先ルールグループを選択します。

b. をクリックします。

ルールグループに新しいルールサブグループが追加されます。

c. ルールサブグループの名前を入力し、Enterキーを押します。

ルールの定義

このトピックでは、各データ ソースを使用して定義または追加できるルールのタイプについて説

明します。NetWitness、IPDB、Warehouseデータ ソースからデータまたはイベントをフェッチする

ルールを定義できます。要件に応じて、次のいずれかのオプションを選択してルールを定義でき

ます。

l 前提条件

l 前提条件

l 前提条件

IPDBデータ ソースを使用したルールの定義

このトピックでは、IPDBデータ ソースからデータまたはイベントをフェッチするためのルールを定義

する手順について説明します。

前提条件

以下について確認します。
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l ルールタイプについて理解している必要があります。ルールタイプの詳細については、次のト

ピックを参照してください：ルールタイプ.

l IPDBルールの構文を理解していること。詳細については、次のトピックを参照してくださ

い：IPDBルールの構文 .

l ［ルール］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細については、次

のトピックを参照してください：［ルール］ビュー.

l ［ルールのビルド］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細につい

ては、次のトピックを参照してください：［ルールのビルド］ビュー.

手順

IPDBデータ ソースからデータまたはイベントをフェッチするルールを定義するには、次のステップを

実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［ルール］ツールバーで ＞［IPDB］をクリックします。

［ルールのビルド］ビューが表示されます。

3. ［ルールタイプ］フィールドで、［IPDB］が選択されています。

4. ［名前］フィールドに、アラートやレポート内でルールを識別または分類するための名前を入

力します。

5. ［Select］フィールドで、メタを入力するか、メタ パネルに用意されている利用可能なメタ タイ

プのリストからメタを選択します。詳細については、「［ルールのビルド］ビュー」の「メタ パネル」

のトピックを参照してください。

6. ［イベント ソース］フィールドで、イベント ソースを構成して同じルールにデバイスを動的に割

り当てることができます。詳細については、「IPDBイベント ソースの指定」を参照してくださ

い。このフィールドにリストを挿入することもできます。これを行うには、［リスト］パネルでリスト

を選択して、［挿入］＞［イベント ソース］に移動します。

7. ［Where］フィールドで、メタを入力するか、メタ パネルに用意されている利用可能なメタ タ

イプのリストからメタを選択します。Where句では、ルールのクエリー条件を指定します。この

フィールドにリストを挿入することもできます。これを行うには、［リスト］パネルでリストを選択

して、［挿入］＞［Where］に移動します。

8. Select句で選択したメタに基づいて結果セットをグループ化する場合には、［Group By］
フィールドにそのメタを入力します。
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9. ［Order By］フィールドで、次の操作を実行します。

a. ［列名］列に、結果をグループ化するための基準となる列の名前を入力します。

b. ［整列］列で、結果のソート方法を次のいずれかから選択します。

l 昇順

l 降順

10. ［件数］フィールドに、データベースからデータをフェッチするときのクエリー件数の上限を入力

します。結果セットがセッション数、パケット数、セッションサイズによってソートされる場合、

件数( =N) を指定すると、上位( 下位) N個の結果が返されます。結果セットをソートしない

場合は、最初のN個の値が返されます。

11. Saveをクリックします。

次のステップ

［ルールのテスト］をクリックしてルールが正しいかどうかをテストできます。操作手順については、

次のトピックを参照してください：ルールのテスト .

NetWitnessデータ ソースを使用したルールの定義

このトピックでは、NetWitnessデータ ソースからデータまたはイベントをフェッチするためのルールを

定義する手順について説明します。NetWitnessデータ ソースからデータまたはイベントをフェッチ

するルールを定義できます。Archiverデータ ソースからデータまたはイベントをフェッチするための

ルールを定義する場合と同じ手順を使用します。

Archiverデータ ソースを追加するには、Reporting Engineサービスの［構成］ビューを使用しま

す。詳細については、「ホストおよびサービスの構成ガイド」の「( オプション) Reporting Engineへ
のArchiverデータ ソースの追加」を参照してください。

前提条件

以下について確認します。

l ルールタイプについて理解している必要があります。ルールタイプの詳細については、次のト

ピックを参照してください：ルールタイプ.

l NWDBルールの構文を理解していること。詳細については、次のトピックを参照してくださ

い：NWDBルールの構文 . 

l ［ルール］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細については、次

のトピックを参照してください：［ルール］ビュー.

l ［ルールのビルド］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細につい

ては、次のトピックを参照してください：［ルールのビルド］ビュー.
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l カスタムFeedを使用したカスタムメタ キーの作成方法について理解している必要がありま

す。詳細については、「ホストおよびサービスの構成ガイド」の「カスタムFeedを使用したカスタ

ムメタ キーの作成」トピックを参照してください。

手順

NetWitnessデータ ソースからデータまたはイベントをフェッチするルールを定義するには、次の手

順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［ルール］ツールバーで、 ＞［NetWitnessDB］をクリックします。

［ルールのビルド］ビューのタブが表示されます。

3. ［ルールタイプ］フィールドで［NetWitness DB］が選択されています。

4. ［名前］フィールドに、アラートやレポート内でルールを識別または分類するための名前を入

力します。

5. ［サマリライズ」フィールドで、ルールの要約や集計のタイプを決定します。定義するルールの

タイプに基づいて、次のいずれかを選択する必要があります。
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l グループ化をせずに集計を行わないルールを定義する場合は、次を選択します。なし

l コレクション( セッション/イベント /パケット ) 関連の集計など、特別な集計を使用する集計

ルールを定義するには、次のいずれかを選択します。

l イベント数

l パケット数

l セッションサイズ

l メタ値やsum()、count()などのカスタム集計を使用する集計を定義するには、次を選択

します。カスタム

［サマリライズ］フィールドで［カスタム］を選択すると、Select句で選択した内容の集計機

能を定義できます。たとえば、 ip.src、countdistinct(ip.dst)、distinct(ip.dst)を選択します。

サポートされている集計関数は次のとおりです。

l sum(<meta>)

l count(<meta>)

l countdistinct(<meta>)

l min(<meta>)

l max(<meta>)

l avg(<meta>)

l first(<meta>)

l last(<meta>)

l len(<meta>)

l distinct(<meta>)

集計ルールおよび集計を行わないルールの詳細については、次のトピックを参照してくだ

さい：NWDBルールの構文 .

6. ［Select］フィールドで、メタを入力するか、メタ ライブラリに用意されている利用可能なメタ

タイプのリストからメタを選択します。詳細については、次のトピックにある「メタ パネル」トピッ

クを参照してください：［ルールのビルド］ビュー。rawログをフェッチするメタ名はrawです。rawは

［Select］フィールドのみで使用できます。［Where］および［Then］フィールドでは使用できま

せん。［Select］フィールドのカスタム集計ルールの場合は複数の集計機能をサポートしてい

ます。

注：Security Analyticsの以前のバージョンでは、Select句でのカスタム集計ルールでサポー

トされている集計機能は1つだけでした。このバージョン以降ではSelect句で複数の集計

機能をサポートしています。たとえば、「Select: ip.src, username、service, distinct
(country.src), sum(payload)」と指定できます。
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7. ［Where］フィールドで、メタを入力するか、利用可能なメタ タイプのリストからメタを選択

し、演算子を使用してルールのクエリー条件を指定したWhere句を作成します。

8. ［Group By］フィールドは読み取り専用のフィールドで、Select句で定義されたメタが設定さ

れます。集計を行わない機能では、このフィールドは表示されません。［Group By］フィール

ドでは最大で6個のメタがサポートされています。

注：Security Analyticsの以前のバージョンでは、Group By句でのカスタム集計ルールでサ

ポートされているメタは1つだけでした。このバージョン以降ではGroup By句で最大6つのメ

タをサポートしています。

9. ［Then］フィールドでは、レポートの出力をより具体的にしたり、または結果からFeedを作成

するなどデータの検索や表示以外の機能を追加するために、ルールの元の結果セットをさ

らに処理するルールアクションを入力します。使用可能なルールアクションの一覧について

は、次のトピックを参照してください：NWDBルールの構文 .

注：Archiverデータ ソースに対してルールを実行する場合、 lookup_and_add()やshow_
whats_new()などのクエリーが集中するルールアクションを使用しないことを推奨します。

10. ［Order By］フィールドで、次の操作を実行します。

a. ［列名］列に、結果をソート化するための基準となる列の名前を入力します。デフォルト

では、この値は空です。この値は［サマリライズ］フィールドで選択した値に基づいて設定

されます。

l ［サマリライズ］が［なし］の場合、［Order By］が選択されていないときはデフォルトで

セッションまたは収集時間の順にソートされます。

l ［サマリライズ］がその他の値の場合、［Order By］が定義されていないときには、選択

された最初の［Group By］メタに基づいてデフォルトのソートが行われます。［イベント

数］、［パケット数］、［セッションサイズ］の場合、使用できる値は［合計］と［値］で

す。

b. ［整列］列で、結果のソート方法を次のいずれかから選択します。

l 昇順

l 降順

11. ［セッション閾値］フィールドに、選択したメタの各一意値を確認する一致セッションのスキャ

ンを停止するための最適化設定を入力します。閾値は0( デフォルト ) ～2147483647の範囲

の整数です。
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注：これはNWDB集計ルールのみに適用されます。デフォルト値を指定した場合、すべて

の一致セッションがスキャンされ、正確な値が返されます。セッションの閾値を高くすると、

計算値が正確になります。ただし、この値を高くするとルール実行時間が長くなります。

たとえば、 ip.srcに対するセッションの閾値を1000に設定すると想定します。5000の一致

セッションが存在する場合、1000を超えるセッションに存在するあるip.src値に対し、

NWDBは1000セッションをスキャンした後にスキャンを停止し、推定集計値を返します。こ

れによりクエリーの実行時間が最適化されます。値が存在するセッションの数が1000未満

の場合、実際の値が返されます。

12. ［件数］フィールドに、データベースからデータをフェッチするときのクエリー件数の上限を入力

します。結果セットがイベント数、パケット数、セッションサイズによってソートされる場合、件

数( =N) を指定すると、上位( 下位) N個の値が返されます。結果セットをソートしない場合

は、最初のN個の値が返されます。

13. Saveをクリックします。

注：パース済みメタとは異なり、rawログはDecoderからフェッチされます。1つのルールでraw
ログとパース済みメタの両方に対するクエリーを実行する場合、保存期間の違いにより、

同じセッションでもパース済みメタは利用でき、rawログは利用できないことがあります。そ

のため、そのようなセッションでは結果にパース済みメタの値と空のrawの値が含まれます。

たとえば、ルール「Select ip.src, ip.dst, service, username, raw」を実行した場合、セッ

ションによっては、パース済みメタは値が表示され、rawメタが空である場合があります。

次のステップ

［ルールのテスト］をクリックしてルールが正しいかどうかをテストできます。操作手順については、

次のトピックを参照してください：ルールのテスト .

Warehouseデータ ソースを使用したルールの定義

このトピックでは、Warehouseイベント ソースからデータまたはイベントをフェッチするためのルール

を定義する手順について説明します。ルールの定義は、次の2種類のモードで実行できます。

l デフォルト モード

l エキスパート モード

モードの詳細については、次のトピックを参照してください：Warehouseデータベースのルール定義

モード .

前提条件

以下について確認します。

l ルールタイプについて理解している必要があります。ルールタイプの詳細については、次のト

ピックを参照してください： ルールタイプ.
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l ［ルール］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細については、次

のトピックを参照してください： ［ルール］ビュー.

l ［ルールのビルド］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細につい

ては、次のトピックを参照してください： ［ルールのビルド］ビュー.

l カスタムFeedを使用したカスタムメタ キーの作成方法について理解している必要がありま

す。詳細については、「ホストおよびサービスの構成ガイド」の「カスタムFeedを使用したカスタ

ムメタ キーの作成」トピックを参照してください。

手順

Warehouseデータ ソースからデータまたはイベントをフェッチするルールを定義するには、次の手

順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［ルール］ツールバーで ＞［Warehouse DB］をクリックします。

3. ［ルールのビルド］ビューのタブが表示されます。

4. ［ルールタイプ］フィールドでは、［Warehouse DB］が選択されています。

デフォルト モードでルールを定義している場合、次の手順を実行します。

a. ［名前］フィールドに、アラートやレポート内でルールを識別または分類するための名前を

入力します。

b. ［SELECT］フィールドで、ドロップダウンリストからメタを選択するか、メタ パネルに用意

されている利用可能なメタ タイプのリストからメタを選択します。詳細については、

「［ルールのビルド］ビュー」の「メタ パネル」のトピックを参照してください。

c. ［From］ドロップダウンメニューから、次のいずれかを選択します。

l セッション

l ログ

d. ［エイリアス］フィールドに、Select句で使用されている列のエイリアス名を入力します。

e. ［Where］フィールドで、メタを入力するか、メタ パネルに用意されている利用可能なメタ

タイプのリストからメタを選択します。Where句では、ルールのクエリー条件を指定しま

す。

f. Select句で選択したメタに基づいて結果セットをグループ化する場合には、［Group By］
フィールドにそのメタを入力します。
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g. ［Having］フィールドに、集計されたクエリーの結果セットをフィルタするための条件を入力

します。

h. ［Order By］フィールドで、次の操作を実行します。

1. ［列名］列に、結果をグループ化するための基準となる列の名前を入力します。

2. ［整列］列で、結果のソート方法を次のいずれかから選択します。

l 昇順

l 降順

i. ［件数］フィールドに、データベースからデータをフェッチするときのクエリー件数の上限を入

力します。結果セットがセッション数、パケット数、セッションサイズによってソートされる

場合、件数( =N) を指定すると、上位( 下位) N個の結果が返されます。結果セットを

ソートしない場合は、最初のN個の値が返されます。

j. Saveをクリックします。

5. エキスパート モードでルールを定義している場合、［エキスパート モード］チェックボックスを選

択して次の操作を実行します。

a. ［名前］フィールドに、アラートやレポート内でルールを識別または分類するための名前を

入力します。

b. ［クエリー］フィールドに、データ ソースを検索するためのHiveクエリーステートメントを入

力します。

c. ［エイリアス］フィールドに、Select句で使用されている列のエイリアス名を入力します。

d. Saveをクリックします。

次のステップ

［ルールのテスト］をクリックしてルールが正しいかどうかをテストできます。操作手順については、

次のトピックを参照してください：ルールのテスト .

ルールのテスト

このトピックでは、時間範囲と選択したデータ ソースに基づいてルールをテストする手順につい

て説明します。

前提条件

以下について確認します。

l ［ルール］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細については、次

のトピックを参照してください：［ルール］ビュー.
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l ［ルールのビルド］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細につい

ては、次のトピックを参照してください：［ルールのビルド］ビュー.

手順

ルールをテストするには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［ルールリスト］パネルで、次のいずれかを実行します。

l ルールを選択し、［ルール］ツールバーの をクリックします。

l ＞［編集］をクリックします。

［ルールのビルド］ビューのタブが表示されます。

3. ［ルールのテスト］をクリックします。

［ルールのテスト］ビューが表示されます。

注：［ルールのテスト］をクリックしてもルールは保存されません。ルールを保存するには、

［ルールのビルド］ビューで［保存］をクリックする必要があります。

4. ［データ ソース］ドロップダウンリストからデータ ソースを選択します。

定義するルールに対して適切なデータ ソースを選択する必要があります。
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5. ［形式］ドロップダウンリストから、結果を表示する形式を選択します。

6. ［時間範囲］ドロップダウンリストから、次のいずれかを選択します。

l 過去：年、日、週、月、時間の数を指定します。

l 範囲：日付と時刻の範囲を指定します。

注：ユーザーインタフェース( UI) に表示される日付または時刻は、ユーザーが選択し

たタイムゾーンプロファイルによって異なります。

7. ［X軸］と［Y軸］では、チャートにプロットするメタを指定します。

［X軸］には、「Group by」ルールに対するメタが表示されます。［Y軸］には、ルールで使用

される集計関数が表示されます。

注：ルールに使用する集約関数では、Sum、Count、Countdistinct、Averageがサポートされて

います。デフォルトでは、複数の「Group by」が含まれるカスタムルールについては、［X軸］で

最初のメタのみを選択できます。

8. ［テストの実行］をクリックしてルールを実行します。

選択した時間範囲のルールデータが表示されます( 存在する場合) 。

IPDBルールのチューニング

このトピックでは、ルール定義を作成してレポートのパフォーマンスを向上させる方法について説

明します。ルール定義を作成してレポートのパフォーマンスを向上させることができます。次に示

すのは、パフォーマンスの向上を実現するためのルールを定義する方法のリストです。

l パフォーマンスの向上を実現するには、WHERE句の変数に、完全一致句( 「=」、「IN」) とと
もにIPDBインデックス変数を含めるようにします。

l IPDBインデックス変数とともに「LIKE」、「>」( より大きい) 、「<」( より小さい) 演算子などの

完全一致句を使用している場合、パフォーマンスは向上しません。

次の表に、クエリーでレポートのパフォーマンスにどのような影響があるか、例を示します。
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ケー

ス

番

号

where句

パ

フォー

マンス

向上

の可

能性

備考

1 IndexedVar1 =

'value1' AND

UnIndexedVar2

= 'value2'

○ IndexedVar1のIPDBフィルタ インデックスがチェックされて、

「value1」が存在するかどうかが確認されます。「value1」が

存在する場合、データ ファイルが読み取られます。存在し

ない場合は、スキップされます。

2 UnIndexedVar2

= 'value2' AND

IndexedVar1 =

'value1'

○ IPDBフィルタ インデックスは、IndexedVar1にのみ適用され

て、「value1」が存在するかどうかが確認されます。

「value1」が存在する場合、データ ファイルが読み取られま

す。存在しない場合は、スキップされます。

インデックス付き変数と

インデックスが付いていない変数の順序は関係しません。

3 IndexedVar1 =

‘value1’ OR

UnIndexedVar2

= 'value2'

× インデックス付き変数とインデックスが付いていない変数の

間に「OR」演算子があるため、

IPDBフィルタ インデックスは、データを利用できるかどうか

を判断できません。

4 IndexedVar1 =

‘value1’ OR

IndexedVar2 =

'value2'

○ IPDBフィルタ インデックスは、

IndexedVar1とIndexedVar2の両方に適用され、

「value1」と「value2」がそれぞれ確認されます。いずれかの

値が存在する場合、データ ファイルが読み取られます。存

在しない場合は、スキップされます。
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ケー

ス

番

号

where句

パ

フォー

マンス

向上

の可

能性

備考

5 IndexedVar1 =

'value1' AND

UnIndexedVar2

LIKE ‘value%’

○ IPDBフィルタ インデックスは、IndexedVar1にのみ適用され

て、「value1」が存在するかどうかが確認されます。

「value1」が存在する場合、データ ファイルが読み取られま

す。存在しない場合は、スキップされます。

6 IndexedVar1

LIKE

‘value1%’

AND

UnIndexedVar2

LIKE

‘value2%’

× IPDBフィルタ インデックスは完全一致句のみで機能しま

す。

7 IndexedVar1

LIKE

‘value1%’

AND

UnIndexedVar2

LIKE

‘value2%’

AND

IndexedVar3 =

‘value3’

○ IPDBフィルタ インデックスは、IndexedVar3にのみ適用され

て、「value3」が存在するかどうかが確認されます。

「value1」が存在する場合、データ ファイルが読み取られま

す。存在しない場合は、スキップされます。

このセクションでは、インデックス付き変数を使用したルール定義の例を示します。
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ケース1の例：インデックス付き変数とAND演算子

次に示すのは、ケース1のクエリーの例です。

ケー

ス

番

号

where句

パ

フォー

マンス

向上

の可

能性

備考

1. IndexedVar1 =

'value1' AND

UnIndexedVar2

= 'value2'

○ IndexedVar1のIPDBフィルタ インデックスがチェックされて、

「value1」が存在するかどうかが確認されます。「value1」が

存在する場合、データ ファイルが読み取られます。存在し

ない場合は、スキップされます。

このクエリーは、特定のlevel値を持つ宛先IPアドレスを表示するように定義されています。

Where句にインデックス付き変数 ip.dstとインデックスの付いていない変数 levelがAND演算子と

ともに含まれている点に注目してください。
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以下に示すように、レコード数は数百万件ありますが、インデックス付き変数を使用しているた

め、レポートは迅速にレンダリングされます。
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ケース5の例：インデックス付き変数とLIKE関数

次に示すのは、ケース5のクエリーの例です。

ケー

ス

番

号

where句

パフォーマ

ンス向上

の可能

性

備考

5. IndexedVar1 =

'value1' AND

UnIndexedVar2

LIKE ‘value%’

○ IPDBフィルタ インデックスは、

IndexedVar1にのみ適用されて、

「value1」が存在するかどうかが確認されます。

「value1」が存在する場合、データ ファイルが読み取ら

れます。存在しない場合は、スキップされます。

次に示すのは、特定のユーザーのソースIPアドレスを表示するクエリーの例です。表のケース5
で説明したように、Where句にインデックス付き変数 ip.srcとインデックスの付いていない変数

user.dstがLIKE演算子とともに含まれている点に注目してください。
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ケース3の例：インデックス付き変数とOR演算子

次に示すのは、ケース1のクエリーの例です。

ケース

番号
where句

パフォーマンス向

上の可能性
備考

3. <IndexedVar1 =

‘value1’ OR

UnIndexedVar2

= 'value2'

× インデックス付き変数とインデックスが付

いていない変数の間に

「OR」演算子があるため、

IPDBフィルタ インデックスはデータを

利用できるかどうかを判断できません。
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以下のクエリーは、特定のlevel値を持つ宛先IPアドレスを表示するように定義されています。

where句には、インデックス作成された変数 ip.dstとインデックス作成されていない変数レベルが

OR演算子付きで含まれています。次のクエリーではパフォーマンスの向上は見られません。

Reporting Engineでのメタエイリアスの使用

このトピックでは、Reporting Engineでサポートされているすべてのメタ エイリアスについて説明し

ます。レポートおよびチャートでメタを参照するときには、メタの名前のエイリアスのみを表示でき

ます。これらのエイリアスにより、メタを分かりやすく表示することができます。

メタには事前に定義されたエイリアスのみを使用でき、それらの値を変更することはできません。

WHERE句にはメタのエイリアス値を指定できません。Security AnalyticsはWHERE句を使用し

てデータ ソース( Concentratorなど) からデータを取得しますが、データ ソースではエイリアスをサ

ポートしていないためです。つまり、WHERE句では、HTTPポート80番のエイリアス値HTTPを
指定することはできません。

注：* Reporting Engineによってすでにエイリアス化されているもの以外にメタのエイリアスを作

成できません。また、エイリアスの形式は変更できません。

* アラートおよびCSVレポートではエイリアスはサポートされていません。
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手順

ルールでエイリアスを使用するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［ルールリスト］パネルで、次のいずれかを実行します。

l ルールを選択し、［ルール］ツールバーの をクリックします。

l ＞［編集］をクリックします。

3. ［SELECT］フィールドに、エイリアスを含んだメタを指定します。

次の例では、eth.type、 ip.proto、medium、service、tcp.dstport、tcp.srcportの各メタを

［SELECT］フィールドに指定しています。
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4.
［ルールのテスト］をクリックして、このルールから返される結果を確認します。

次の例は、ルールの［SELECT］フィールドに指定したeth.type、 ip.proto、medium、

service、tcp.dstport、tcp.srcportの列の下に結果がエイリアスで表示されている様子を示

しています。

RSA提供のエイリアス定義

このトピックで説明するエイリアスはサンプルです。Reporting Engineにある現在のエイリアス定義

をベースにしています。Security Analyticsでは、Concentratorの構成ファイルが変更された場合

でも、Reporting Engineのエイリアス定義を変更できません。Concentratorの構成ファイルを変更

してもReporting Engineには反映されないためです。

各メタの詳細については、それぞれのmeta.aliasesで説明します。
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eth.type

ALIAS_FORMAT=$alias
0=802.3
257=Experimental
512=Xerox PUP
513=Xerox PUP
1024=Nixdorf
1536=Xerox NS IDP
1537=XNS Address Translation (3Mb only)
2048=IP
2049=X.75 Internet
2050=NBS Internet
2051=ECMA Internet
2052=CHAOSnet
2053=X.25 Level 3
2054=ARP
2055=XNS Compatibility
2076=Symbolics Private
2184=Xyplex
2304=Ungermann-Bass network debugger
2560=Xerox IEEE802.3 PUP
2561=Xerox IEEE802.3 PUP Address Translation
2989=Banyan Systems
2991=Banyon VINES Echo
4096=Berkeley Trailer negotiation
4097=Berkeley Trailer encapsulation for IP
4660=DCA - Multicast
5632=VALID system protocol
6537=Artificial Horizons
6549=Datapoint Corporation (RCL lan protocol)
15360=3Com NBP virtual circuit datagram (like XNS SPP) not registered
15361=3Com NBP System control datagram not registered
15362=3Com NBP Connect request (virtual cct) not registered
15363=3Com NBP Connect repsonse not registered
15364=3Com NBP Connect complete not registered
15365=3Com NBP Close request (virtual cct) not registered
15366=3Com NBP Close response not registered
15367=3Com NBP Datagram (like XNS IDP) not registered
15368=3Com NBP Datagram broadcast not registered
15369=3Com NBP Claim NetBIOS name not registered
15370=3Com NBP Delete Netbios name not registered
15371=3Com NBP Remote adaptor status request not registered
15372=3Com NBP Remote adaptor response not registered
15373=3Com NBP Reset not registered
16972=Information Modes Little Big LAN diagnostic
17185=THD - Diddle
19522=Information Modes Little Big LAN
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21000=BBN Simnet Private
24576=DEC unassigned
24577=DEC Maintenance Operation Protocol (MOP) Dump/Load Assistance
24578=DEC Maintenance Operation Protocol (MOP) Remote Console
24579=DECNET Phase IV
24580=DEC Local Area Transport (LAT)
24581=DEC diagnostic protocol (at interface initialization?)
24582=DEC customer protocol
24583=DEC Local Area VAX Cluster (LAVC)
24584=DEC AMBER
24585=DEC MUMPS
24592=3Com Corporation
28672=Ungermann-Bass download
28673=Ungermann-Bass NIUs
28674=Ungermann-Bass diagnostic/loopback
28675=Ungermann-Bass ??? (NMC to/from UB Bridge)
28677=Ungermann-Bass Bridge Spanning Tree
28679=OS/9 Microware
28681=OS/9 Net?
28704=LRT (England) (now Sintrom)
28720=Racal-Interlan
28721=Prime NTS (Network Terminal Service)
28724=Cabletron
32771=Cronus VLN
32772=Cronus Direct
32773=HP Probe protocol
32774=Nestar
32776=AT&amp;T/Stanford Univ.
32784=Excelan
32787=Silicon Graphics diagnostic
32788=Silicon Graphics network games
32789=Silicon Graphics reserved
32790=Silicon Graphics XNS NameServer
32793=Apollo DOMAIN
32814=Tymshare
32815=Tigan
32821=Reverse Address Resolution Protocol (RARP)
32822=Aeonic Systems
32823=IPX (Novell Netware?)
32824=DEC LanBridge Management
32825=DEC DSM/DDP
32826=DEC Argonaut Console
32827=DEC VAXELN
32828=DEC DNS Naming Service
32829=DEC Ethernet CSMA/CD Encryption Protocol
32830=DEC Distributed Time Service
32831=DEC LAN Traffic Monitor Protocol
32832=DEC PATHWORKS DECnet NETBIOS Emulation
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32833=DEC Local Area System Transport
32834=DEC unassigned
32836=Planning Research Corp.
32838=AT&amp;T
32839=AT&amp;T
32840=DEC Availability Manager for Distributed Systems DECamds
32841=ExperData
32859=VMTP
32860=Stanford V Kernel
32861=Evans &amp; Sutherland
32864=Little Machines
32866=Counterpoint Computers
32869=University of Mass. at Amherst
32870=University of Mass. at Amherst
32871=Veeco Integrated Automation
32872=General Dynamics
32873=AT&amp;T
32874=Autophon
32876=ComDesign
32877=Compugraphic Corporation
32878=Landmark Graphics Corporation
32890=Matra
32891=Dansk Data Elektronik
32892=Merit Internodal
32893=Vitalink Communications
32896=Vitalink TransLAN III Management
32897=Counterpoint Computers
32904=Xyplex
32923=EtherTalk - AppleTalk over Ethernet
32924=Datability
32927=Spider Systems Ltd.
32931=Nixdorf Computers
32932=Siemens Gammasonics Inc.
32960=DCA Data Exchange Cluster
32966=Pacer Software
32967=Applitek Corporation
32968=Intergraph Corporation
32973=Harris Corporation
32975=Taylor Instrument
32979=Rosemount Corporation
32981=IBM SNA Services over Ethernet
32989=Varian Associates
32990=TRFS (Integrated Solutions Transparent Remote File System)
32992=Allen-Bradley
32996=Datability
33010=Retix
33011=AppleTalk Address Resolution Protocol (AARP)
33012=Kinetics
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33015=Apollo Computer
33023=Wellfleet Communications
33026=Wellfleet BOFL
33027=Wellfleet Communications
33031=Symbolics Private
33067=Talaris
33072=Waterloo Microsystems Inc.
33073=VG Laboratory Systems
33079=IPX
33080=Novell Inc
33081=KTI
33087=M/MUMPS data sharing
33093=Vrije Universiteit (NL)
33094=Vrije Universiteit (NL)
33095=Vrije Universiteit (NL)
33100=SNMP
33103=Technically Elite Concepts
33169=PowerLAN
33149=XTP
33238=Artisoft Lantastic
33239=Artisoft Lantastic
33283=QNX Software Systems Ltd.
33680=Accton Technologies (unregistered)
34091=Talaris multicast
34178=Kalpana
34525=IPv6
34617=Control Technology Inc.
34618=Control Technology Inc.
34619=Control Technology Inc.
34620=Control Technology Inc.
34848=Hitachi Cable (Optoelectronic Systems Laboratory)
34902=Axis Communications AB
34952=HP LanProbe test?
36864=Loopback (Configuration Test Protocol)
36865=3Com XNS Systems Management
36866=3Com TCP/IP Systems Management
36867=3Com loopback detection
43690=DECNET
64245=Sonix Arpeggio
65280=BBN VITAL-LanBridge cache wakeups
34915=PPPoe
34916=PPPoe
2056=Frame Relay ARP
16962=IEEE bridge spanning protocol
25944=Bridged Ethernet/802.3 packet
65278=ISO CLNP/ISO ES-IS DSAP/SSAP
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ip.proto

ALIAS_FORMAT=$alias
0=HOPOPT
1=ICMP
2=IGMP
3=GGP
4=IP
5=ST
6=TCP
7=CBT
8=EGP
9=IGP
10=BBN-RCC-M
11=NVP-II
12=PUP
13=ARGUS
14=EMCON
15=XNET
16=CHAOS
17=UDP
18=MUX
19=DCN-MEAS
20=HMP
21=PRM
22=XNS-IDP
23=TRUNK-1
24=TRUNK-2
25=LEAF-1
26=LEAF-2
27=RDP
28=IRTP
29=ISO-TP4
30=NETBLT
31=MFE-NSP
32=MERIT-INP
33=SEP
34=3PC
35=IDPR
36=XTP
37=DDP
38=IDPR-CMTP
39=TP++
40=IL
41=IPv6
42=SDRP
43=IPv6-Rout
44=IPv6-Frag
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45=IDRP
46=RSVP
47=GRE
48=MHRP
49=BNA
50=ESP
51=AH
52=I-NLSP
53=SWIPE
54=NARP
55=MOBILE
56=TLSP
57=SKIP
58=IPv6-ICMP
59=IPv6-NoNx
60=IPv6-Opts
61=AnyHost
62=CFTP
63=AnyNetwork
64=SAT-EXPAK
65=KRYPTOLAN
66=RVD
67=IPPC
68=AnyFile
69=SAT-MON
70=VISA
71=IPCV
72=CPNX
73=CPHB
74=WSN
75=PVP
76=BR-SAT-MO
77=SUN-ND
78=WB-MON
79=WB-EXPAK
80=ISO-IP
81=VMTP
82=SECURE-VM
83=VINES
84=TTP
85=NSFNET-IG
86=DGP
87=TCF
88=EIGRP
89=OSPFIGP
90=Sprite-RP
91=LARP
92=MTP
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93=AX.25
94=IPIP
95=MICP
96=SCC-SP
97=ETHERIP
98=ENCAP
99=AnyPrivate
100=GMTP
101=IFMP
102=PNNI
103=PIM
104=ARIS
105=SCPS
106=QNX
107=A/N
108=IPComp
109=SNP
110=Compaq-Pe
111=IPX-in-IP
112=VRRP
113=PGM
114=AnyHop
115=L2TP
116=DDX
117=IATP
118=STP
119=SRP
120=UTI
121=SMP
122=SM
123=PTP
124=ISIS
125=FIRE
126=CRTP
127=CRUDP
128=SSCOPMCE
129=IPLT
130=SPS
131=PIPE Pr
132=SCTP St
133=FC Fi
134=RSVP-E2E-
255=Reserved
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medium

ALIAS_FORMAT=$alias
1=Ethernet
2=Tokenring
3=FDDI
4=HDLC
5=NetWitness
6=802.11
7=802.11 Radio
8=802.11 AVS
9=802.11 PPI
10=802.11 PRISM
11=802.11 Management
12=802.11 Control
13=DLT Raw
32=Logs
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service

ALIAS_FORMAT=$alias
0=OTHER
20=FTPD
21=FTP
22=SSH
23=TELNET
25=SMTP
53=DNS
67=DHCP
69=TFTP
80=HTTP
110=POP3
111=SUNRPC
119=NNTP
123=NTP
135=RPC
137=NETBIOS
139=SMB
143=IMAP
161=SNMP
179=BGP
443=SSL
502=MODBUS
520=RIP
1024=EXCHANGE
1080=SOCKS
1122=MSN IM
1344=ICAP
1352=NOTES
1433=TDS
1521=TNS
1533=SAMETIME
1719=H.323
1720=RTP
2000=SKINNY
2040=SOULSEEK
2049=NFS
3270=TN3270
3389=RDP
3700=DB2
5050=YAHOO IM
5060=SIP
5190=AOL IM
5222=Google Talk
5900=VNC
6346=GNUTELLA
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6667=IRC
6801=Net2Phone
6881=BITTORRENT
8000=QQ
8002=YCHAT
8019=WEBMAIL
8082=FIX
20000=DNP3
1000000=KERNEL
1000001=USER
1000003=SYSTEM
1000004=AUTH
1000005=LOGGER
1000006=LPD
1000008=UUCP
1000009=SCHEDULE
1000010=SECURITY
1000013=AUDIT
1000014=ALERT
1000015=CLOCK

概要 144



レポート ガイド

tcp.dstport

ALIAS_FORMAT=$value ($alias)
7=echo
9=discard
13=daytime
17=qotd
19=chargen
20=ftp-data
21=ftp
22=ssh
23=telnet
25=smtp
37=time
42=nameserver
43=nicname
53=domain
70=gopher
79=finger
80=http
88=kerberos
101=hostname
102=iso-tsap
107=rtelnet
109=pop2
110=pop3
111=sunrpc
113=auth
117=uucp-path
119=nntp
135=epmap
137=netbios-ns
139=netbios-ssn
143=imap
158=pcmail-srv
170=print-srv
179=bgp
194=irc
389=ldap
443=https
445=cifs
464=kpasswd
512=exec
513=login
514=cmd
515=printer
520=efs
526=tempo
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530=courier
531=conference
532=netnews
540=uucp
543=klogin
544=kshell
556=remotefs
636=ldaps
749=kerberos-adm
993=imaps
995=pop3s
1109=kpop
1433=ms-sql-s
1434=ms-sql-m
1512=wins
1524=ingreslock
1723=pptp
2053=knetd
1122=msn im
1352=notes
1521=tns
1533=sametime
1718=h323
1720=rtp
1863=msn im
2049=nfs
3389=rdp
5050=yahoo im
5060=sip
5190=aim
6346=gnuetella
6667=irc
9001=tor
9030=tor
9535=man
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tcp.srcport

ALIAS_FORMAT=$value ($alias)
7=echo
9=discard
13=daytime
17=qotd
19=chargen
20=ftp-data
21=ftp
22=ssh
23=telnet
25=smtp
37=time
42=nameserver
43=nicname
53=domain
70=gopher
79=finger
80=http
88=kerberos
101=hostname
102=iso-tsap
107=rtelnet
109=pop2
110=pop3
111=sunrpc
113=auth
117=uucp-path
119=nntp
135=epmap
137=netbios-ns
139=netbios-ssn
143=imap
158=pcmail-srv
170=print-srv
179=bgp
194=irc
389=ldap
443=https
445=cifs
464=kpasswd
512=exec
513=login
514=cmd
515=printer
520=efs
526=tempo
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530=courier
531=conference
532=netnews
540=uucp
543=klogin
544=kshell
556=remotefs
636=ldaps
749=kerberos-adm
993=imaps
995=pop3s
1109=kpop
1433=ms-sql-s
1434=ms-sql-m
1512=wins
1524=ingreslock
1723=pptp
2053=knetd
1122=msn im
1352=notes
1521=tns
1533=sametime
1718=h323
1720=rtp
1863=msn im
2049=nfs
3389=rdp
5050=yahoo im
5060=sip
5190=aim
6346=gnuetella
6667=irc
9001=tor
9030=tor
9535=man
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udp.dstport

ALIAS_FORMAT=$value ($alias)
7=echo
9=discard
13=daytime
17=qotd
19=chargen
37=time
39=rlp
42=nameserver
53=domain
67=bootps
68=bootpc
69=tftp
88=kerberos
111=sunrpc
123=ntp
135=epmap
137=netbios-ns
138=netbios-dgm
161=snmp
162=snmptrap
213=ipx
443=https
445=cifs
464=kpasswd
500=isakmp
512=biff
513=who
514=syslog
517=talk
518=ntalk
525=timed
533=netwall
550=new-rwho
560=rmonitor
561=monitor
749=kerberos-adm
1167=phone
1433=ms-sql-s
1434=ms-sql-m
1512=wins
1701=l2tp
1812=radiusauth
1813=radacct
2049=nfsd
2504=nlbs
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ルールの削除

このトピックでは、ルールを削除する手順について説明します。

前提条件

［ルール］ビューのコンポーネントを理解している必要があります。詳細については、次のトピック

を参照してください：［ルール］ビュー.

手順

ルールを削除するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［ルール］パネルで、次のいずれかを実行します。

l ルールを選択し、［ルール］ツールバーの をクリックします。

l ＞［削除］をクリックします。

確認ダイアログが表示されます。

注：レポートでルールが使用されている場合、ルールは使用中であるために削除でき

ないという警告が表示されます。

3. ［はい］をクリックすると、ルールが削除されます。

ルールが正常に削除されたことを示す確認メッセージが表示され、選択したルールがルール

リスト パネルから削除されます。

ルールグループの削除

このトピックでは、ルールグループを削除する手順について説明します。

前提条件

［ルール］ビューのコンポーネントを理解している必要があります。詳細については、次のトピック

を参照してください： ［ルール］ビュー.

手順

ルールグループを削除するには、次の手順を実行します。

概要 150



レポート ガイド

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ルールグループパネルで、削除するルール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。

注：レポートでグループのいずれかのルールが使用されている場合、ルールは使用中であ

るために削除できないという警告が表示されます。

4. ［はい］をクリックすると、グループが削除されます。

グループが正常に削除されたことを示す確認メッセージが表示され、選択したグループが

ルールグループパネルから削除されます。

ルールの複製

このトピックでは、ルールを複製する手順について説明します。

前提条件

［ルール］ビューのコンポーネントを理解している必要があります。詳細については、次のトピック

を参照してください： ［ルール］ビュー.

手順

ルールを複製するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［ルールリスト］パネルで、複製するルールを選択します。

3. ルールツールバーで、 をクリックします。

ルールの編集

このトピックでは、ルールを編集する手順について説明します。

前提条件

以下について確認します。
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l ［ルール］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細については、次

のトピックを参照してください： ［ルール］ビュー.

l ［ルールのビルド］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細につい

ては、次のトピックを参照してください： ［ルールのビルド］ビュー.

手順

ルールを編集するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［ルール］リスト パネルで、次のいずれかを実行します。

l ルールを選択し、［ルール］ツールバーの をクリックします。

l ＞［編集］をクリックします。

［ルールのビルド］ビューのタブが表示されます。
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注：ルールを編集する場合、そのルールが含まれるレポート、チャート、アラートに対

し、更新されたルール定義が適用されます。

3. 必要なフィールドを変更します。

4. ［保存］をクリックします。

ルールが正常に保存されたことを示す確認メッセージが表示されます。

ルールのエクスポート

このトピックでは、ルールをエクスポートする手順について説明します。一度にエクスポートできる

ルールは1つだけです。

前提条件

以下の項目について確認します。

l ルールグループにルールが存在すること。

l ［ルール］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細については、次

のトピックを参照してください： ［ルール］ビュー.

手順

ルールをエクスポートするには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［ルール］リスト パネルで、次のいずれかを実行します。

l ルールを選択し、［ルール］ツールバーの ＞［エクスポート］をクリックします。

l ＞［エクスポート］をクリックします。

ファイルを開いたり保存したりするための、ブラウザに固有のエクスポート ダイアログが表示さ

れます。

注：複数のルールをエクスポートする場合は、ルールグループをエクスポートする必要がありま

す。詳細については、次のトピックを参照してください：ルールグループのエクスポート . 

ルールグループのエクスポート

このトピックでは、ルールグループをエクスポートする手順について説明します。
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前提条件

以下の項目について確認します。

l ルールグループにルールが存在すること。

l ［ルール］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細については、次

のトピックを参照してください： ［ルール］ビュー.

手順

ルールグループ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］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ルールグループパネルで、エクスポートするルールが含まれるルールグループを選択します。

3. ＞［エクスポート］をクリックします。

ファイルを保存するためのダイアログが表示されるます。

ルールおよびルールグループのインポート

このトピックでは、ルールとルールグループをインポートする手順について説明します。Security
Analyticsのインスタンスからルールグループパネルのルールツリーに、ルールおよびルールグルー

プをインポートできます。ルールは、Security Analyticsインスタンスからエクスポートされた有効な

バイナリファイルからインポートすることができます。ルールをルールグループにインポートすること

はできません。インポートされたファイルは「All」ルート フォルダに格納されます。

前提条件

以下の項目について確認します。

l Security Analyticsインスタンスからルールまたはルールグループがファイルにエクスポートされて

いる必要があります。

l ［ルール］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細については、次

のトピックを参照してください： ［ルール］ビュー.

手順

ルールまたはルールグループをインポートするには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

概要 154



レポート ガイド

2. 次のいずれかを実行します。

l ルールグループパネルで、 をクリックし、［インポート］を選択します。

l ルールツールバーで をクリックし、［インポート］を選択します。

［ルールのインポート］ダイアログが表示されます。

3. ［参照］をクリックして、ルールが格納されているアーカイブされたファイルを参照して選択しま

す。

4. インポートをクリックします。

注：上書きオプションを選択しない場合は、インポート中に重複するルールおよびリスト

が存在すると、ルールおよびリストはインポートされますが、ルールおよびリストの重複に

関するメッセージは表示されません。

ルールの依存関係の表示

このトピックでは、ルールの依存関係を表示する手順について説明します。ルールリストをチェッ

クし、レポート、チャート、アラートにおける依存関係を確認することができます。

次の図は、［ルール］ビューを示しています。このビューでは、「Access to Compliance Data
Details」というルールを選択します。

次の図は、アラートとレポートに関するルールの依存関係を示しています。
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次の表に、［ルールの依存関係］パネルの各列とその説明のリストを示します。

列 説明

エンティティ

名

ルールを参照するエンティティの名前。

パス ユーザーインタフェース内でエンティティが配置されている場所の

パス。

前提条件

［ルール］ビューのコンポーネントを理解している必要があります。詳細については、次のトピック

を参照してください： ［ルール］ビュー.

手順

ルールの依存関係を表示するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ルールをクリックします。

［ルール］ビューが表示されます。
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3. ［ルールリスト］パネルで、 ＞［依存関係］をクリックします。

［ルールの依存関係］ダイアログが表示されます。

次のステップ

レポート、チャート、アラートを編集できます。

ルールまたはルールグループのアクセスの管理

このトピックでは、ユーザーのロールに応じてルールまたはルールグループを管理するためにユー

ザーに与えられるアクセス権限について説明します。Reportsモジュールでは、ルールおよびルー

ルグループレベルでアクセス制御を行います。Reportsモジュールでタスクを実行できるのは、適

切な権限を持っているユーザーだけです。アクセス制御は［Administration］＞［セキュリティ］＞

［ロール］タブから管理者が管理します。

管理者が特定のタスクを実行するユーザーやユーザーロールを作成する場合、そのタスクを実

行するための権限だけでなく、関連するモジュールやページなどに対する権限も付与する必要

があります。

ルールまたはルールグループを特定のユーザーロールセットに関連づけることによって、ユーザー

がSecurity Analyticsにログインしたときに、そのユーザーが属するグループでアクセスできるルール

のみにアクセスできるようにできます。［読み取り/書き込み］アクセス権限を持つユーザーロール

に属しているユーザーは、ルールに対するフルアクセス権を持ちます。また、［読み取り専用］ア

クセスを持つユーザーのみがルールにアクセスするようにアクセスを制限できます。
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注：グループのルールを表示するには、そのグループに対して少なくとも［読み取り専用］権限

が必要です。

Security Analyticsでは、ユーザーロールに、次のアクセス権限をルールレベルで設定できます。

l 読み取り/書き込み

l 読み取り専用

l アクセス不可

たとえば、Security Analystsがルールグループ内のすべてのルールにアクセスできるようにするに

は、「読み取り/書き込み」権限をルールグループレベルで設定できます。さらに、Operatorロー

ルがルールグループ内の特定のルールセットにアクセスできないようにするには、「アクセス不

可」権限をルールグループレベルで設定できます。権限は、ルールまたはルールグループ内の

サブグループに対して設定されるのではなく、ルールグループに対してのみ設定されます。

ルールグループのアクセス制御

ルールグループの権限を変更するには、ルールグループを選択し、［ルールの権限］パネルを使

用してアクセス権限を設定する必要があります。

ルールグループの権限を割り当てる前にすべてのユーザーロールに設定されているデフォルトの

権限は、「アクセス不可」権限です。チェックボックスはオフになっています。
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特定のユーザーロールのアクセス権限を変更するには、図に示すようにルールグループレベル

でアクセス権限を設定する必要があります。たとえば、Administratorsがルールグループ内のす

べてのルールにアクセスできるようにするには、［ルールグループの権限］パネルで「読み取り/書
き込み」権限を設定します。
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さらに、チェックボックスをオンにすることで、グループ内のサブグループおよびルールに権限を適用

できます。

2つのシナリオについて簡単に説明します。

l シナリオ1：ユーザーロールに基づいて、権限をルールグループ、サブグループ、ルールに適用

する

l シナリオ2：権限をグループ内のサブグループおよびルールに適用する

ロール

(Analysts)

ユーザーロールに基づいて、権限をルール

グループ、サブグループ、ルールに適用する

権限をグループ内のサブグ

ループおよびルールに適用す

る

グループ 読み取り/書き込み 読み取り/書き込み

サブグループ 読み取り 読み取り/書き込み：継承

ルール 読み取り 読み取り/書き込み：継承

設定したアクセス権限は、グループのサブグループと子オブジェクトに適用することができます。

ルールグループにSecurity Analystロールが割り当てられ、権限が［読み取り/書き込み］ルール

グループに設定されます。

シナリオ1では、ユーザーロールに応じて各レベルに権限を設定します。シナリオ2では、ルール

グループレベルの権限がグループ内のサブグループとルールに継承されます。
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ルールのアクセス制御

ルールの権限を変更するには、ルールを選択し、［ルールの権限］パネルを使用してアクセス権

限を設定する必要があります。

ルールの権限を割り当てる前にすべてのユーザーロールに設定されているデフォルトの権限は、

「アクセス不可」権限です。チェックボックスはオフになっています。

特定のユーザーロールのアクセス権限を変更するには、図に示すようにルールレベルでアクセス

権限を設定する必要があります。たとえば、Administratorsがルールグループ内の特定のルー

ルにアクセスできるようにするには、［ルールの権限］パネルで「読み取り/書き込み」権限を設定

します。
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複数のルールが選択された場合のルールのアクセス制御

複数のルールの権限を変更する場合、［ルールの権限］パネルを使用して、一度に複数の

ルールを選択し、そのアクセス権限を設定できます。選択したアクセス権限が、選択したすべて

のルールに適用されます。

注：ロール名の横に「*」が付いている場合、そのユーザーロールで別の権限が有効であること

を示しています。必要なユーザーロールについてアクセス権限を変更する場合、ユーザー

ロールを選択してアクセス権限を変更します。
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特定ユーザーでのログインおよびアクセス権の詳細表示

「読み取り」アクセス権限を持つユーザーとしてSecurity Analyticsユーザーインタフェースにログイ

ンすると、すべてのルールにシンボル( ) が表示されます。このシンボルをクリックすると、［ルール

リスト］パネルに「読み取り専用」と表示されます。

ルールに対する「読み取り/書き込み」アクセス権限を持たないユーザーとしてSecurity Analytics
ユーザーインタフェースにログインすると、［ルールリスト］パネルですべてのルールにシンボル(
) が表示され、ルールがグレー表示されます。

次の図に、最小限の「読み取り/書き込み」アクセス権限を持つユーザーとしてログインしたとき

の［ルールリスト］パネルを示します。

注：( ADMIN以外の) ユーザーがルールを作成した場合、ADMINはそのルールにアクセスで

きません。

163 概要



レポート ガイド

機能説明

次の表に、［ルールの権限］パネルに表示される列を示します。

列 説明

ロール Security Analyticsのユーザーインタフェースにログインしたユー

ザーのロール。

読み

取り/

書き

込み

ユーザーは、［ルール］ビューでルールのアクセス、表示、編集、

削除、インポート、エクスポートを行うことができます。ルールに対

する権限も変更できます。

読み

取り専

用

ユーザーは、［ルール］ビューでルールのアクセスと表示のみを行う

ことができます。

アクセ

ス不

可

ユーザーは、この権限が設定されたルールのアクセスまたは表示

を行うことはできません。

トピック

l レポートのアクセス制御の設定

l レポート グループのアクセス制御の設定

ルールのアクセス制御の設定

このトピックでは、ルールのアクセス制御を設定する手順について説明します。Reportsモジュー

ルでは、ルールレベルでアクセス制御を行います。ルールでタスクを実行できるのは、適切な権

限を持っているユーザーに限ります。管理者が特定のタスクのためにロールを作成する場合、そ

のタスクを実行するための権限だけでなく、関連するモジュールやページなどに対する権限も付

与する必要があります。

Security Analyticsでは、ユーザーロールに、次のアクセス権限をルールレベルで設定できます。

l 読み取り/書き込み：ルールグループ内のルールを表示または編集できます。

l 読み取り専用：ルールグループ内のルールを表示できます。

l アクセス不可：ルールグループ内のルールを表示または編集できません。
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前提条件

以下の項目について確認します。

l ［ルール］ビューのコンポーネントを理解していること。詳細については、次のトピックを参照し

てください：［ルール］ビュー.

l ルールのアクセス権限を設定するために必要な、「読み取り/書き込み」アクセス権限が付与

されている必要があります。

手順

ルールのアクセス制御を設定するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［ルール］リスト パネルで、ルールを選択します。

3. ［ルール］ツールバーで、 ＞［権限］をクリックします。

［ルールの権限］ダイアログが表示されます。

4. ユーザーロールの適切なアクセス権限を以下から選択し、［保存］をクリックします。

l 読み取り/書き込み

l 読み取り専用

l アクセス不可
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ルールグループのアクセス制御の設定

このトピックでは、ルールグループレベルのアクセス制御を設定する手順について説明します。

ルールでタスクを実行できるのは、適切な権限を持っているユーザーに限ります。管理者が特

定のタスクのためにロールを作成する場合、そのタスクを実行するための権限だけでなく、関連

するモジュールやページなどに対する権限も付与する必要があります。

Security Analyticsでは、ユーザーのロールに、次のアクセス権限をルールグループレベルで設定

できます。

l 読み取り/書き込み：ルールグループ内のルールを表示または編集できます。

l 読み取り専用：ルールグループ内のルールを表示できます。

l アクセス不可：ルールグループ内のルールを表示することも編集することもできません。

前提条件

以下の項目について確認します。

l ［ルール］ビューのコンポーネントを理解していること。詳細については、次のトピックを参照し

てください：［ルール］ビュー.

l ルールグループのアクセス権限を設定するために必要な、「読み取り/書き込み」アクセス権

限が付与されている必要があります。

手順

ルールグループのアクセス制御を設定するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［ルールグループ］パネルで、ルールグループを選択し、次のいずれかを実行します。

l をクリックして［権限］を選択します。

l 選択したルールグループを右クリックし、［権限］を選択します。

［ルールの権限］ダイアログが表示されます。
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3. ( オプション) 適切なチェックボックスをオンにして、これらの権限をこのグループのサブグループ

および子オブジェクトに適用します。

4. Saveをクリックします。

選択したルールグループの権限が正常に設定されたことを示す確認メッセージが表示され

ます。

ルールを使用したチャートの作成

このトピックでは、ルールを使用してチャートを作成する手順について説明します。

前提条件

以下について確認します。

l ［ルール］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細については、次

のトピックを参照してください：［ルール］ビュー.

l ［ルールのビルド］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細につい

ては、次のトピックを参照してください：［ルールのビルド］ビュー.
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手順

チャートを作成するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. 次のいずれかを実行します。

l ルールを作成または編集する場合に、ルールを使用してチャートを作成できます。詳細

については、次のトピックを参照してください：ルールの定義 、ルールの編集 .
次の手順を実行します。

1. ［ルールのビルド］ビューで、［使用］をクリックします。

［ルールの使用］ダイアログが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

3. ［選択］をクリックします。

l ［ルールリスト］パネルでルールを選択し、［ルール］ツールバーで をクリックします。ド

ロップダウンメニューから、［使用］＞［チャート］を選択します。

l ［ルールリスト］パネルで ＞［チャートの作成］をクリックします。

注：lookup_and_add、sum_count、sum_valuesのいずれかのアクションがルールに含まれ

ている場合、関連するチャートにはデータが一切含まれません。

チャートの定義の詳細については、次のトピックを参照してください：チャートの概要 .

ルールを使用したレポートの作成

このトピックでは、ルールを使用してレポートを作成する手順について説明します。ルールを使

用してレポートを作成する場合、この単一のルールを使用してデフォルトのレポートが作成され

ます。また、レポートを編集してルールを追加することもできます。

前提条件

以下について確認します。

l ［ルール］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細については、次

のトピックを参照してください： ［ルール］ビュー.

l ［ルールのビルド］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細につい

ては、次のトピックを参照してください： ［ルールのビルド］ビュー.
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手順

ルールを使用してレポートを作成するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. 次のいずれかを実行します。

l ルールを作成または編集する際に、そのルールを使用してレポートを作成できます。詳

細については、次のトピックを参照してください：ルールの定義  、ルールの編集 .
次の手順を実行します。

a. ［ルールのビルド］ビューで、［使用］をクリックします。

［ルールの使用］ダイアログが表示されます。

b. ［レポート］をクリックします。

c. 要件に応じて、［新しいレポート］または［既存のレポート］を選択します。

d. ［選択］をクリックします。

l ［ルールリスト］パネルでルールを選択し、［ルール］ツールバーで をクリックします。ド

ロップダウンメニューから、［使用］＞［レポート］を選択します。

l ［ルールリスト］パネルで、 ＞［レポートの作成］をクリックします。

注：カスタムルールを使ってレポートを作成できます。ルールのビューに「面」または「円」を選

択すると、X-軸とY-軸の入力のためにポップアップウィンドウが表示されます。デフォルトで

は、最初のメタのみはX-軸で選択できます。

レポートの定義の詳細については、次のトピックを参照してください：レポートの概要 .

ルールを使用したアラートの作成

このトピックでは、ルールを使用してアラートを作成する手順について説明します。IPDBルール

およびWarehouseルールを使用してアラートを作成することはできません。

前提条件

以下について確認します。

l ［ルール］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細については、次

のトピックを参照してください：［ルール］ビュー.
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l ［ルールのビルド］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細につい

ては、次のトピックを参照してください：［ルールのビルド］ビュー.

手順

ルールを使用してアラートを作成するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. 次のいずれかを実行します。

l ルールを作成または編集するときにルールを使用してアラートを作成することができます。

詳細については、次のトピックを参照してください：ルールの定義  、ルールの編集 .
次のステップを実行します。

a. ［ルールのビルド］ビューで、［使用］をクリックします。

［ルールの使用］ダイアログが表示されます。

b. ［アラート］をクリックします。

c. ［選択］をクリックします。

l ［ルールリスト］パネルでルールを選択し、［ルール］ツールバーで をクリックします。ド

ロップダウンメニューから、［使用］＞［アラート］を選択します。

l ＞［アラートの作成］をクリックします。

アラートの定義の詳細については、次のトピックを参照してください：アラートの概要 .
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レポートの概要

このトピックでは、レポートの概要について説明します。レポートは、ルールの条件に合致する

データと、ヘッダやHTML文書などのフォーマットされたオブジェクトの組み合わせです。レポート

の定義と管理は［レポートのビルド］ページで行います。レポートはアドホックに、または時間

ベースで実行するようにスケジュール設定できます。レポートを実行すると、結果は一元的に格

納されるため、自動的にユーザーにメール、SFTP、URL、NFSで送信したり、SA Webインタ

フェースから閲覧したり、PDFやCSVファイルとしてダウンロードしたりできます。

レポートの内容は次のとおりです。

プロパティ 説明 例

レポート名

注：［名前］フィールドでは、列のサイズを拡

大するカーソルアイコンがフィールドの端に

表示されない場合があります。列を拡大す

るアイコンを表示するには、マウスを少し左

に置く必要があります。

後でレポートを識別してスケ

ジュールを設定するために使用

されます。

レポート1

テキスト 事前に定義されているテキスト

フィールド。ユーザーにとってレ

ポートをより分かりやすいものに

するために、レポート内で使用

されます。

Header1、

Comment

ルール レポートの作成に使用される

ルール( クエリー) 。

select

user.dst

where

ip.src =

10.10.10.1

注：レポート ユーザーインタフェースでは、表示された日付または時刻は常に、ユーザーが選

択したタイムゾーンプロファイルに基づきます。
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レポート グループおよびレポートの定義

このトピックでは、レポート グループおよびレポートを構成するためのタスクの一覧を示します。

Security Analyticsでレポート グループやリストの定義、削除、編集、インポート、エクスポートを

行うことができます。それぞれの手順については、個々のトピックで説明しています。

トピック：

l レポートの追加

l レポート グループの追加

l レポートの削除

l レポート グループの削除

l レポートの複製

l レポートの編集

l レポートのエクスポート

l レポート グループのエクスポート

l レポートとレポート グループのインポート

l グループまたはレポート リストの更新

l すべてのレポートのリストの表示

l レポートの表示

レポートの追加

このトピックでは、レポートを追加する手順について説明します。

前提条件

以下の項目について確認します。

l レポートを追加する前に、ルールを定義済みである必要があります。

l ［レポート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細については、

次のトピックを参照してください：［レポート］ビュー.

l ［レポートのビルド］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細につい

ては、次のトピックを参照してください： ［レポートのビルド］ビュー.

手順

［レポート］パネルからグループまたはサブグループにレポートを追加するには、次のステップを実

行します。
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1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート］ツールバーで をクリックします。

［レポートのビルド］タブが表示されます。

4. レポートの名前を入力します。

5. レポートにテキストとルールをドラッグアンド ドロップします。

注：テキストの入力はオプションです。ユーザー定義のヘッダーまたはコンテンツを表示

する場合にのみ、このオプションが必要になることがあります。

6. Saveをクリックします。

レポートが正常に保存されたことを示す確認メッセージが表示されます。

次のステップ

次のタスクを実行します。

1. ［レポート］パネルからレポートを編集、削除、更新できます。

2. レポートのスケジュール設定を［ 前提条件 ］ビューで実行できます。

レポート グループの追加

このトピックでは、デフォルト フォルダにグループを追加したり、レポート グループの下にサブグルー

プを追加したりする手順について説明します。
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前提条件

［レポート］ビューのコンポーネントについて理解しておく必要があります。詳細については、次の

トピックを参照してください：［レポート］ビュー.

手順

デフォルト フォルダにグループを追加したり、レポート グループの下にサブグループを追加したりす

るには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］を選択します。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート グループ］パネルで をクリックします。

レポート グループパネルにデフォルト グループが追加されます。

4. 新しいグループの名前を入力します。

5. Enterキーを押します。

レポート グループパネルにグループが追加されます。

次のステップ

レポートをレポート グループに追加できます。

レポートの削除

このセクションでは、グループまたはサブグループのレポートを削除する手順について説明しま

す。

前提条件

［レポート］ビューのコンポーネントについて理解しておく必要があります。詳細については、次の

トピックを参照してください：［レポート］ビュー.

手順

レポート リスト パネルからグループまたはサブグループのレポートを削除するには、次の手順を実

行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］を選択します。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。
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3. ［レポート リスト］パネルで、次のいずれかを実行します。

o レポートを選択して、 をクリックします。

o ＞［削除］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、レポートが削除されます。

レポートが正常に削除されたことを示す確認メッセージが表示され、選択したレポートがレ

ポート リスト パネルから削除されます。

レポート グループの削除

このトピックでは、デフォルト フォルダ内のレポート グループまたはレポート グループの下のサブグ

ループを削除する手順について説明します。

前提条件

以下の項目について確認します。

l 削除するレポート グループにどのレポートも関連づけていないこと。

l ［レポート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細については、

次のトピックを参照してください：［レポート］ビュー.

手順

デフォルト フォルダ内のレポート グループまたはレポート グループの下のサブグループを削除する

には、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート グループ］パネルでレポート グループを選択し、 をクリックします。

確認ダイアログが表示されます。
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4. ［はい］をクリックすると、グループが削除されます。

グループが正常に削除されたことを示す確認メッセージが表示され、選択したグループが

［レポート グループ］パネルから削除されます。

レポートの複製

このトピックでは、レポートを複製して同じレポートに複数のスケジュールを設定する手順につい

て説明します。複製したレポートは、名前にサフィックスが付けられて［レポート リスト］パネルに

表示されます。たとえば、Report (1)のようになります。

通常、複製オプションは次の2つのシナリオで使用されます。

l レポートのコピーを作成して、同じレポートを別のグループに移動する。

l ほとんどの構成設定を維持し、いくつかの設定のみを編集する。

たとえば、複雑なクエリーがルールに使用されていたり、いくつものルールがレポートに存在し

ている場合、複製機能を利用すると便利です。

前提条件

［レポート］ビューのコンポーネントについて理解しておく必要があります。詳細については、次の

トピックを参照してください：［レポート］ビュー.

手順

既存のレポートを複製するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート リスト］パネルで、複製するレポートを選択して をクリックします。

レポートが正常に保存され、レポートのリストに追加されます。

次のステップ

複製したレポートを別のグループに移動できます。

レポートの編集

このトピックでは、グループまたはサブグループのレポートを編集する手順について説明します。
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前提条件

l ［レポート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細については、

次のトピックを参照してください：［レポート］ビュー.

l ［レポートのビルド］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細につい

ては、次のトピックを参照してください： ［レポートのビルド］ビュー.

手順

レポート リスト パネルでグループまたはサブグループのレポートを編集するには、次の手順を実

行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート リスト］パネルで、次のいずれかを実行します。

o レポートを選択して、 をクリックします。

o ＞［編集］をクリックします。

［レポートのビルド］ビューのタブが表示されます。

4. テキストを変更してレポートにルールを追加します( 必要に応じて) 。

5. Saveをクリックします。

レポートが正常に保存されたことを示す確認メッセージが表示されます。
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レポートのエクスポート

このトピックでは、選択したレポートを外部ファイルにエクスポートする手順について説明します。

外部ファイルは後で他のSecurity Analytics環境にインポートできます。

前提条件

以下の項目について確認します。

l レポート グループにレポートが存在すること。

l ［レポート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細については、

次のトピックを参照してください：［レポート］ビュー.

手順

レポート グループパネルで選択したレポートを外部ファイルにエクスポートするには、次のステッ

プを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート リスト］パネルで、次のいずれかを実行します。

o レポートを選択して、 ＞［エクスポート］をクリックします。

o ＞［エクスポート］をクリックします。

エクスポートされたファイルがアーカイブ形式でローカルドライブに保存されます。

MS ExcelでUnicode文字が含まれるCSVファイルを開く

Unicode文字が含まれるCSVファイルをダウンロードしてMS Excelで開くには、次のステップを実

行します。

1. ダウンロードしてCSVファイルを保存します。

2. Microsoft Excelを開き、［データ］タブを開きます。

3. ［テキスト ファイル］メニューアイテムをクリックします。ダウンロードしたCSVファイルを選択し、

［インポート］をクリックします。

テキスト インポート ウィザードが表示されます。
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4. ［元のデータ タイプ］ラジオボタンから、［区切り］または［固定幅］データ タイプを選択しま

す。

5. ［元のファイル］ドロップダウンリストをクリックして、［65001:Unicode(UTF-8)］を選択し、［次

へ］をクリックします。

6. インポートするファイルに使用されている区切り文字を選択し、［次へ］をクリックします。

7. インポートするデータの各列のデータ フォーマットを選択し、［完了］をクリックします。

MS Excelのシートに正しい出力が表示されます。

レポート グループのエクスポート

このトピックでは、選択したレポート グループを外部ファイルにエクスポートする手順について説

明します。外部ファイルは後で他のSecurity Analytics環境にインポートできます。

前提条件

以下の項目について確認します。

l レポート グループにレポートが存在すること。

l ［レポート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細については、

次のトピックを参照してください：［レポート］ビュー.

手順

レポート グループパネルで選択したレポート グループを外部ファイルに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、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート グループ］パネルでレポート グループを選択し、 ＞［エクスポート］をクリックしま

す。

エクスポートされたファイルがローカルドライブに保存されます。

レポートとレポート グループのインポート

このトピックでは、他のSecurity Analyticsインスタンスからレポート グループパネルに、レポートや

サブグループを含むグループをインポートする手順について説明します。レポートは、Security
Analyticsインスタンスからエクスポートされた有効なバイナリファイルからインポートすることができ

ます。

インポート中にバイナリファイルを選択し、インポート先に同じ名前を持つレポートが存在する

場合に、バイナリインポート ファイルに含まれるレポートで上書きするかどうかを指定します。
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l 上書きを選択した場合は、重複するすべてのルール、リスト、レポートがバイナリインポート

ファイルの内容で上書きされます。

l 上書きを選択しない場合は、重複するルール、リスト、レポートがインポート先に存在すると

インポートが失敗し、レポートの重複に関するメッセージが表示されます。

レポートを特定のレポート グループにインポートすることはできません。インポートされたファイル

は「All」ルート フォルダに格納されます。

前提条件

以下の項目について確認します。

l 他のSecurity Analyticsインスタンスからレポートまたはレポート グループをエクスポートしている

こと。

l ［レポート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細については、

次のトピックを参照してください：［レポート］ビュー.

手順

他のSecurity Analyticsインスタンスからレポート グループパネルに、レポートやサブグループを含

むグループをインポートするには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート グループ］パネルで、ファイルのインポート先のフォルダを選択します。

4. 次のいずれかを実行します。

o ［レポート グループ］パネルで、 ＞［インポート］をクリックして、グループをインポートし

ます。

o ［レポート］ツールバーで、 ＞［インポート］をクリックして、レポートをインポートします。

［レポートのインポート］ダイアログボックスが表示されます。

5. ［参照］をクリックし、バイナリファイルを選択します。

ファイルシステムが表示されます。

6. バイナリファイルを見つけ、［開く］をクリックします。

［レポートのインポート］リストにファイルが追加されます。
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7. ( オプション) バイナリファイル内に既存のルールと同一名のルールがあった場合、インポート

時にそれを上書きするには、［ルール］チェックボックスをオンにします。［上書き］オプションを

選択しないと、同一のルールがバイナリファイルで検出された場合に、バイナリファイルがイ

ンポートされ、エラーメッセージは表示されません。

8. ( オプション) バイナリファイル内に既存のリストと同一名のリストがあった場合、インポート時

にそれを上書きするには、［リスト］チェックボックスをオンにします。［上書き］オプションを選択

しないと、同一のリストがバイナリファイルで検出された場合に、バイナリファイルがインポー

トされ、エラーメッセージは表示されません。

9. ( オプション) バイナリファイル内に既存のレポートと同一名のレポートがあった場合、イン

ポート時にそれを上書きするには、［レポート］チェックボックスをオンにします。［上書き］オプ

ションを選択しないと、同一のレポートがバイナリファイルで検出された場合に、バイナリファ

イルがインポートされ、エラーメッセージは表示されません。

10. ［インポート］をクリックして、バイナリファイルをインポートします。

グループまたはレポート リストの更新

このトピックでは、レポート グループまたはレポートを更新し、グループまたはレポートを並べ直し

て表示する手順について説明します。

前提条件

［レポート］ビューのコンポーネントについて理解しておく必要があります。詳細については、次の

トピックを参照してください：［レポート］ビュー.

手順

レポート グループまたはレポートを更新するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. グループまたはレポートを新しい場所に移動するには、次の手順を実行します。

o レポート グループパネルで、グループをドラッグアンド ドロップします。

o レポート リストパネルで、レポート グループパネルの別のグループにレポートをドラッグアン

ド ドロップします。

レポート グループまたはレポートが新しい場所に移動します。
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4. グループまたはレポート リストを更新するには、次の手順を実行します。

o ［レポート グループ］パネルで をクリックします。

レポート グループが更新されます。

o ［レポート リスト］パネルで、 をクリックします。

レポート リストが更新されます。

すべてのレポートのリストの表示

このトピックでは、すべてのレポートのリストを表示する手順について説明します。

前提条件

以下の項目について確認します。

l ［レポート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細については、

次のトピックを参照してください：［レポート］ビュー.

l ［レポートをすべて表示］パネルのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細

については、次のトピックを参照してください： ［レポートをすべて表示］パネル.

手順

すべてのレポートのリストを表示するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート］パネルで、［レポートをすべて表示］をクリックします。

レポートとそのスケジュール名、時刻のリストが［表示］タブに表示されます。

注：リストが表示されない場合、カレンダーからその日の日付を選択してレポートのリストを表

示します。
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4. レポート スケジュールを選択して、レポートの印刷、PDFまたはCSVとしての保存、メール通

知の送信、全画面表示を実行できます。

次のステップ

次のタスクを実行します。

1. レポートは、印刷、保存、メール送信、全画面表示することができます。

2. カレンダーから日付を選択することで、その日付に正常に実行されたレポートのリストを表

示することもできます。

レポートの表示

このトピックでは、レポートを表示する手順について説明します。

前提条件

以下の項目について確認します。
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l ［レポート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細については、

次のトピックを参照してください：［レポート］ビュー.

l ［レポートの表示］パネルのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細につい

ては、次のトピックを参照してください： ［レポートの表示］パネル.

手順

レポートを表示するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート リスト］パネルで、次のいずれかを実行します。

l ＞［レポート スケジュールの表示］をクリックします。

l ［スケジュール数］列をクリックします。

［レポート スケジュール］タブが開き、スケジュール設定されている各レポートのステータス

とともに表示されます。

4. レポート スケジュールを選択し、［表示］をクリックします。

次のいずれかが表示されます。

l 選択したレポート。

l ［反復］が選択されたレポート スケジュールの［サブレポート］パネル。

構成済みリスト内の値ごとに、レポートが表示されます。

注：レポート ステータスが［一部完了］または［完了］の場合、「最終実行時のタイムス

タンプ」と「最終実行( 秒) 」が更新されます。ただし、レポートの平均実行時間が更

新されるのは、レポート ステータスが［完了］で、かつ［一部］ではない場合に限られま

す。
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次のステップ

次のタスクを実行します。

1. レポートは、印刷、保存、メール送信、全画面表示することができます。

2. カレンダーから日付を選択することで、その日付に正常に実行されたレポートのリストを表

示できます。

レポートのスケジュール設定

このトピックでは、レポートをスケジュール設定する手順について説明します。 レポートに必要

な構成要素( ルールやテキスト要素) を追加して保存した後、レポートのスケジュールを設定す

ることでレポートの実行に関するプロパティを構成できます。ここでは、レポートのスケジュールの

詳細を管理できます。

Warehouseレポートをスケジュール設定する場合、サポートされているタスクスケジューラを使用

し、スケジュール設定されているジョブに対してクラスタの特定のリソースを割り当てることができ

ます。サポートされているタスクスケジューラの詳細については、次のトピックを参照してくださ

い：機能 .

前提条件

以下の項目について確認します。

l ［レポートのビルド］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細につい

ては、次のトピックを参照してください：［レポートのビルド］ビュー.

l ［レポートのスケジュール設定］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。

詳細については、次のトピックを参照してください： 機能 .

l リソースプールを使用する場合、Reporting Engineでプールまたはキューを設定する必要があ

ります。詳細については、「ホストおよびサービスの構成ガイド」の「ステップ5：Reporting
Engineのタスクスケジューラの構成」トピックを参照してください。

手順

レポートをスケジュール設定するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［ルールのビルド］ページで、 をクリックしてルールを作成します。

4. Saveをクリックします。
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5. ［使用］をクリックします。
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6. ［新しいレポート］または［既存のレポート］を選択します

7. レポート グループを選択し、［選択］をクリックします。

8. レポート名を入力し、ルールを選択します。

9. Scheduleをクリックします。

［レポートのスケジュール設定］ビューが表示されます。
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注：レポートに対するアクセス権限を別のユーザーに与える場合は、レポート グルー

プ、レポートで使用されているルール、ルールグループに対するパーミッションも与える

必要があります。そうしない場合、エラーメッセージが表示されます。

8. スケジュールに従ってレポートを実行するには、［有効化］チェックボックスをオンにします。

9. ［スケジュール名］フィールドに、スケジュールレポート構成の名前を入力します。

10. ［データ ソース］フィールドで、データ ソースを選択します。

注：データ ソースが表示されていない場合は、そのデータ ソースに対する読み取り権

限セットがあることを確認します。これはNWDBおよびWarehouseデータ ソースの場合

に該当します。詳細については、「ホストおよびサービスの構成ガイド」の「データ ソース

の権限の構成」トピックを参照してください。

11. ( オプション) レポートがプールまたはキューで実行されるようにスケジュール設定するには、

［Warehouseリソースプール］ドロップダウンから、クラスタで使用できるプールまたはキューを

選択します。このドロップダウンは、Warehouse DBレポートを選択した場合のみ使用できま

す。

注：［エクスプローラ］ページでReporting Engineに対して指定したすべてのキューまたは

プールがリストに表示されます。［エクスプローラ］ページでプールまたはキューが構成されて

いない場合、このドロップダウンは無効になり、ジョブはキュー名またはプール名なしでクラ

スターに送信されます。

注：レポートのスケジュールに構成されているプールまたはキューがクラスタから削除された

場合、Capacity Schedulerでキュー名は未定義のままになります。ただし、Fair Scheduler
では、プロパティmapred.fairscheduler.allow.undeclared.poolを使用して、指定されている

プール名が作成されます。

12. ［タイムゾーン］ドロップダウンメニューからタイムゾーンを選択して、すべての時間関連の

データを、指定したフォーマットでレポートの出力に表示します。この設定は、Reporting
Engineエクスプローラビュー

( /com.rsa.soc.re/configuration/reportoutputformatterconfig/reportoutputformatterconfig) から

構成可能です。

13. ［実行］フィールドから、実行スケジュールのタイプを選択します ( ［即時］、［毎時］など) 。
実行スケジュールのタイプによって、次のいずれかを実行します。
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l 実行スケジュールに［指定日時］または［毎月］を選択した場合は、表示された各フィー

ルドで日付の値を指定する必要があります。

l 実行スケジュールに［毎時］を選択した場合は、［分］フィールドに分を指定する必要が

あります。

l 実行スケジュールに［毎日］を選択した場合は、［時間］フィールドに値を入力する必要

があります。

l 実行スケジュールに［毎週］を選択した場合は、［曜日］フィールドに値を入力し、曜日

を選択する必要があります。

注：レポートのスケジュール時に、［過去］オプションを選択した場合、または［範囲(特定 /汎
用) ］オプションで時間範囲の終了時間が現在の時間に非常に近い場合、データ ソース内

の集計データが返されていることを確認する必要があります。データ ソースの集計に遅延が

発生している場合、終了時間を選択するときに遅延を考慮する必要があります。そうでない

と、レポートでその時間範囲内の未集計データが返されません。

変数を使用したレポートを生成する方法については、次のトピックを参照してください：レポート

のパラメータ機能での変数の使用 .

14. ( オプション) ［出力アクション］パネルで、次の手順を実行します。

a. メールアドレスと件名を入力します。

b. レポートのメッセージのコンテンツを編集します。

c. 添付の形式を選択します。

d. CSV区切り文字および複数値の区切り文字の値を入力します。

e. ( オプション) ［その他のオプション］フィールドで、次の操作を実行します。

i. をクリックし、［SFTP］、［URL］、［ネットワーク共有］のいずれかの出力アクショ

ンを選択します。

選択した出力アクションで行が追加されます。

ii. REの出力アクション( SFTP、URL、ネットワーク共有) に対し、レポートをPDF形式ま

たはCSV形式( あるいはその両方) で送信するには適切なオプションを選択します。
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15. ( オプション) ［ダイナミックリスト］パネルにリストを追加するには、次のセクションを参照してく

ださい：前提条件

16. ( オプション) ［ロゴ］パネルでロゴを選択するには、次のセクションを参照してください： レポート

ロゴの選択と管理

注：ロゴを指定しない場合、デフォルトのRSAロゴが使用されます。

17. Scheduleをクリックします。

レポートがスケジュールに従って実行され、構成済みの出力アクションに従って結果が通知

されます。

次のステップ

次のタスクを実行します。

1. レポートの実行が完了したら、レポートを開き、レポートをPDF形式およびCSV形式の添付

ファイルとしてメールで送信することができます。

2. スケジュール設定されているレポートに基づいてリストを生成し、リストモジュールに表示でき

ます。
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3. スケジュール設定されているレポートをREの指定場所( SFTP、URL、ネットワーク共有) に
PDF形式またはCSV形式( あるいはその両方) で送信するには適切なオプションを選択しま

す。

4. デフォルトのロゴを変更して、レポート スケジュールに表示することができます。

5. Security Analytics Reporting Engineの詳細な構成は、Reporting Engineの［全般］タブに移

動して変更できます。「ホストおよびサービスの構成ガイド」の「Reporting Engineの［全般］タ

ブ」トピックを参照してください。

例

［レポートのスケジュール設定］ビューでレポートのスケジュール設定を行った場合、デフォルトで

は、［過去］オプションの結果が、ユーザーによって指定されたタイムゾーンで表示されます。次

の例では、［過去］オプションに、絶対時間または相対時間に基づく［時間］、［日］、［週］、

［月］、［年］を選択した場合の結果を具体的に紹介します。

注：デフォルトでは、相対期間のチェックボックスはオフです。この場合、［過去］オプションの結

果が絶対時間に基づいて表示されます。

絶対期間に基づく場合

絶対期間を使用すると、現在の時刻( 秒を除く) を基準とした絶対時間によってレポートの実

行をスケジューリングできます。絶対時間では、期間の区切りに沿ってレポートの対象期間が

決定されます。たとえば、現在時刻が12:45PMである場合、絶対時間は12:00PMです。

時間

［時間］を選択し、1時間を指定するとします。ユーザーによって指定された現在時間が4:20PM
の場合、3:00PMから4:00PMの時間範囲でレポートが生成されます。

日

［日］を選択し、1日を指定するとします。現在の日付が2014年8月27日で、ユーザーが指定し

た現在時刻が10:15AMの場合、2014年8月26日の12:00AM～2014年8月27日の12:00AMの

範囲でレポートが生成されます。

週

［週］を選択し、1週間を指定するとします。現在の日時が2014年8月27日2:30PMで、曜日が

水曜日の場合、2014年8月16日土曜日の12:00AM～2014年8月23日土曜日の12:00AMの

範囲でレポートが作成されます。

月

［月］を選択し、1か月を指定するとします。現在の日時が2014年8月27日の2:30PMの場合、

2014年7月1日の12:00AM～2014年7月31日の12:00AMの範囲でレポートが生成されます。

193 レポートの概要



レポート ガイド

年

［年］を選択し、1年を指定するとします。現在の日時が2014年8月27日の2:30PMの場合、

2013年1月1日の12:00AM～2013年12月31日の12:00AMの範囲でレポートが生成されます。

相対期間に基づく場合

相対期間を使用すると、現在の時刻に対して相対的にレポートの実行をスケジューリングでき

ます。現在の時刻に対して相対的な期間であるため、対象期間は随時変化します。たとえ

ば、現在時刻が12:45PMである場合、相対時間は12:45PMです。

時間

［時間］を選択し、1時間を指定するとします。ユーザーによって指定された現在の時刻が

4:20PMの場合、3:20PMから4:20PMの時間範囲でレポートが生成されます。

日

［日］を選択し、1日を指定するとします。現在の日付が2014年8月27日で、ユーザーが指定し

た現在時刻が10:15AMの場合、2014年8月26日の10:15AM～2014年8月27日の10:15AMの

範囲でレポートが生成されます。

週

［週］を選択し、1週間を指定するとします。現在の日時が2014年8月27日12:30PMで、曜日が

水曜日の場合、2014年8月21日木曜日の12:30PM～2014年8月27日水曜日の12:30PMの範

囲でレポートが生成されます。

月

［月］を選択し、1か月を指定するとします。現在の日時が2014年8月27日 2:30PMの場合、

2014年7月27日の2:30PM～2014年8月27日の2:30PMの範囲でレポートが生成されます。

年

［年］を選択し、1年を指定するとします。現在の日時が2014年8月27日の2:30PMの場合、

2013年8月27日の2:30PM～2014年8月27日の2:30PMの範囲でレポートが生成されます。

レポート スケジュールの有効化または無効化

このトピックでは、レポート スケジュールを有効化または無効化する手順について説明します。

前提条件

以下の項目について確認します。

l ［レポート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細については、

次のトピックを参照してください：［レポート］ビュー. 
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l ［レポート スケジュール］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細

については、次のトピックを参照してください：機能 .

手順

レポート スケジュールのリスト パネルからスケジュール設定されたレポートを有効化または無効

化するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート リスト］パネルでレポートを選択し、 ＞［レポート スケジュールの表示］をクリッ

クします。

［レポート スケジュールの表示］が表示されます。

4. ［レポート スケジュールリスト］パネルからレポートを選択します。

5. ＞［有効化］をクリックします。

レポートを即時実行するようにスケジュールした場合は、レポートのステータスが「実行中」

に変わります。

6. ＞［無効化］をクリックします。

レポートのステータスが［無効］に変わります。

レポート スケジュールからのリストの生成

このトピックでは、レポート スケジュールの出力からリストを生成する方法について説明します。

前提条件

以下の項目について確認します。

l レポートをスケジュール設定する前に、Security Analyticsでリストを作成しておく必要がありま

す。

l ［レポートのスケジュール設定］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。

詳細は、次のトピックを参照してください：機能 .

l ［ダイナミックリスト］パネルのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、

次のトピックを参照してください： 機能 .
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手順

［レポートのビルド］ビューからリストを生成するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート］パネルでレポートを選択し、 ＞［レポートのスケジュール設定］をクリックしま

す。

［レポートのスケジュール設定］ビューのタブが表示されます。

4. ［ダイナミックリスト］パネルで、 をクリックします。

［リストの生成］ダイアログボックスが表示されます。

5. ［参照］をクリックします。

［リストの選択］パネルが表示されます。

6. リストを選択し、［選択］をクリックします。

［リスト名］フィールドにリスト名が表示されます。

7. 有効なルールを選択します。

8. ［カラム］フィールドの値を選択します。

選択したカラムの値によって、リストの値が作成されます。

9. 既存のリストを上書きする場合は、［既存のリストを上書き］チェックボックスをオンにします。

10. ［保存］をクリックします。

［リストの生成］パネルにリスト名が表示されます。
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11. ( オプション) ［リストの生成］パネルでリストを選択して をクリックし、選択したリストを削除し

ます。

12. ( オプション) ［リストの生成］パネルでリストを選択して をクリックし、リストの詳細を編集し

ます。

次のステップ

［レポートのスケジュール設定］パネルからレポートをスケジュール設定できます。詳細は、次のト

ピックを参照してください：機能 .

レポート スケジュールの開始または停止

このトピックでは、レポート スケジュールを開始または停止する手順について説明します。

前提条件

以下の項目について確認します。

l ［レポート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のトピッ

クを参照してください： ［レポート］ビュー.

l ［レポートのスケジュール設定］パネルのコンポーネントについて理解している必要がありま

す。詳細は、次のトピックを参照してください： 機能 .

手順

レポート スケジュールを開始または停止するには、次の処理手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート］パネルでレポートを選択し、 ＞［レポート スケジュールの表示］をクリックしま

す。

［レポート スケジュール］ビューが表示されます。

4. ［レポート スケジュール］パネルからレポートを選択します。
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5. ＞［開始］をクリックします。

レポートを即時実行するようにスケジュールした場合は、レポートのステータスが「実行中」

に変わります。

6. ＞［停止］をクリックします。

レポートの状態が［完了］に変化します。

レポート スケジュールの実行履歴の表示

このトピックでは、スケジュール設定されたレポートの実行履歴を表示する手順について説明し

ます。実行済みのレポート スケジュールの履歴を表示できます。次の基準に基づいて履歴を

表示できます。

l 過去の実行回数

l 期間( 開始日および終了日を指定)

レポート スケジュールが実行された回数、実行時間( 秒) 、実行状態などの詳細を表示でき

ます。また、生成されたレポートを全画面表示することもできます。

前提条件

［実行履歴］パネルのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のトピッ

クを参照してください：機能 .

手順

レポート スケジュールの実行履歴を表示するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート］パネルで、次のいずれかを実行します。

l ＞［レポート スケジュールの表示］をクリックします。

l ［スケジュール数］列をクリックします。

［レポート スケジュール］タブが開き、各スケジュールのステータスが表示されます。
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4. 次のいずれかを実行します。

l レポート スケジュールを選択し、 ＞［実行履歴］をクリックします。

l レポート スケジュールを選択し、 をクリックします。

［実行履歴］ビューが表示されます。

注：デフォルトでは、レポート スケジュールの実行履歴を10個表示できます。表示される

実行履歴は、［Administration］＞［サービス］＞［Reporting Engine］＞［構成］ビューの

［全般］タブで設定されているレポート履歴の保持日数によって異なります。

たとえば、レポート履歴の保持日数を100日間に設定した場合、［実行履歴］ビューに

表示されるデータは、現在の日付を基準にした過去100日間の実行履歴の詳細です。

5. ［履歴の取得］フィールドで、履歴の取得方法を選択します ( たとえば、［過去の実行回

数］や［範囲( 特定) ］など) 。

6. ［カウント］フィールドに、表示する実行履歴の数を入力します。

7. ［履歴の表示］をクリックします。

レポート スケジュールの実行履歴が表示されます。

レポート スケジュールの表示

このトピックでは、レポート スケジュールを表示する手順について説明します。レポート スケ

ジュールのステータスを確認するには、レポート スケジュールを表示する必要があります。レポー

ト スケジュールが停止または無効状態の場合、そのレポートを開始または有効化できます。

前提条件

以下の項目について確認します。

l ［レポート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のトピッ

クを参照してください：［レポート］ビュー.

l ［レポート スケジュール］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細

は、次のトピックを参照してください： 機能 .

手順

レポート スケジュールを表示するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。
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3. ［レポート］パネルで、次のいずれかを実行します。

l ＞［レポート スケジュールの表示］をクリックします。

l ［スケジュール数］列をクリックします。

［レポート スケジュール］タブが開き、各スケジュールのステータスが表示されます。

注：レポート ステータスが［一部完了］または［完了］の場合、「前回の実行日時」と「所用

時間」が更新されます。ただし、レポートの平均所要時間は、レポート ステータスが［完了］

の場合にのみ更新され、［一部完了］の場合は更新されません。

次のステップ

次のタスクを実行します。

1. レポート スケジュールを追加、編集、削除、開始、停止できます。

2. 正常に実行されたすべてのレポートを表示できます。詳細は、次のトピックを参照してくださ

い：［レポートをすべて表示］パネル.

レポート スケジュールの削除

このトピックでは、レポート スケジュールを削除する手順について説明します。

前提条件

以下の項目について確認します。

l ［レポート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のトピッ

クを参照してください：［レポート］ビュー.

l ［レポートのスケジュール設定］パネルのコンポーネントについて理解している必要がありま

す。詳細は、次のトピックを参照してください： 機能 .

手順

［レポート スケジュール］パネルからレポート スケジュールを削除するには、次のステップを実行し

ます。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. レポート ツールバーで［スケジュールをすべて表示］をクリックします。

［レポート スケジュール］ビューが表示されます。
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4. ［レポート スケジュール］パネルで、レポート スケジュールを選択します。

5. >［スケジュールの削除］をクリックします。

確認ダイアログが表示されます。

5. ［はい］をクリックすると、レポート スケジュールが削除されます。

レポート スケジュールが正常に削除されたことを示す確認メッセージが表示され、選択した

スケジュールは、［レポート スケジュール］パネルから削除されます。

レポート スケジュールの編集

このトピックでは、レポート スケジュールを編集する手順について説明します。

前提条件

以下の項目について確認します。

l ［レポート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のトピッ

クを参照してください：［レポート］ビュー.

l ［レポートのスケジュール設定］パネルのコンポーネントについて理解している必要がありま

す。詳細は、次のトピックを参照してください： 機能 .

手順

［レポート スケジュール］パネルからレポート スケジュールを編集するには、次のステップを実行し

ます。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート］パネルでレポートを選択し、 ＞［レポート スケジュールの表示］をクリックしま

す。

［レポート スケジュールの表示］タブが表示されます。

4. ［レポート スケジュール］パネルで、次のいずれかを実行します。
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l レポートを選択して、 をクリックします。

l レポートを選択し、 ＞［スケジュールの編集］をクリックします。

［レポートのスケジュール設定］タブが表示されます。
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5. ［レポートのスケジュール設定］タブで、次の操作を実行します。

a. ［スケジュール名］フィールドで、スケジュールレポート構成の名前を変更します。

b. スケジュールに従ってレポートを実行するには、［有効化］チェックボックスをオンにしま

す。

c. ［データ ソース］フィールドで、データベースを選択します。

注：データ ソースが表示されない場合は、データ ソースに対する読み取り権限がある

ことを確認します。これはNWDBおよびWarehouseデータ ソースの場合に該当しま

す。詳細については、「ホストおよびサービスの構成ガイド」のデータ ソースの権限の

構成に関するトピックを参照してください。

6. ( オプション) ［Warehouseリソースプール］ドロップダウンから、レポートのプールまたはキューを

選択します。

注：［Warehouseリソースプール］ドロップダウンは、Warehouseルールが選択されている場

合のみ表示されます。Reporting Engine用にプールまたはキューが入力されていない場

合、このフィールドは無効化されています。

7. ［実行］フィールドから、実行スケジュールのタイプを選択します ( ［即時］、［毎時］など) 。

8. 絶対時間に基づいてクエリーを実行する場合は日付範囲を選択し、相対時間に基づい

てクエリーを実行する場合は［相対時間計算の使用］チェックボックスをオンにします。

9. ( オプション) ［出力アクション］パネルで、次の手順を実行します。

i. メールアドレスと件名を入力します。

ii. レポートのメッセージのコンテンツを編集します。

iii. 添付の形式を選択します。

iv. CSV区切り文字および複数値の区切り文字の値を入力します。

10. ( オプション) ［その他のオプション］フィールドで、次の操作を実行します。

i. ＞［SFTP］または［URL］または［ネットワーク共有］をクリックします。選択したオプ

ションに基づいて、［その他のオプション］フィールドに行が追加されます。

ii. 構成済みのSFTP、URL、ネットワーク共有のいずれかにPDFまたはCSV形式のレポート

を送信するための適切なオプションを選択します。

11. ( オプション) ［ダイナミックリスト］パネルにリストを追加するには、 前提条件 セクションを参照

してください。

12. ( オプション) ［ロゴ］パネルで別のロゴを選択するには、レポート ロゴの選択と管理 セクションを

参照してください。
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注：ロゴを指定しない場合、デフォルトのRSAロゴが使用されます。

13. ［スケジュール］をクリックします。

レポートがスケジュールに従って実行され、構成済みの出力アクションに従って結果が通知

されます。

レポートまたはレポート グループのアクセス管理

このセクションでは、ユーザーのロールに応じて付与されるレポートおよびレポート グループを管

理するためのアクセス権限について説明します。Reportsモジュールでは、レポートまたはレポー

ト グループレベルでアクセス制御を行います。Reportsモジュールでタスクを実行できるのは、適

切な権限を持っているユーザーだけです。アクセス制御は［Administration］＞［セキュリティ］＞

［ロール］タブから管理者が管理します。

管理者が特定のタスクを実行するユーザーやユーザーロールを作成する場合、そのタスクを実

行するための権限だけでなく、関連するモジュールやページなどに対する権限も付与する必要

があります。

レポートおよびレポート グループへのアクセス権限は特定のユーザーロールに関連付けることが

できます。これにより、ユーザーがSecurity Analyticsにログインすると、そのユーザーのロールがア

クセス権限を持つレポートのみを表示できます。［読み取り/書き込み］アクセス権限のあるユー

ザーロールに属するユーザーはレポートを定義できます。また、［読み取り専用］アクセスのユー

ザーのみがレポートにアクセスするようにアクセスを制限できます。

注：レポート グループ内のレポートを表示するには、グループに対する［読み取り専用］権限

が必要です。

Security Analyticsでは、ユーザーのロールに、次のアクセス権限をレポート レベルで設定できま

す。

l 読み取り/書き込み

l 読み取り専用

l アクセス不可

たとえば、Analysts ロールがレポート グループ内のすべてのレポートにアクセスできるようにするに

は、レポート グループレベルで「読み取り/書き込み」権限を設定できます。また、Operatorロー

ルが特定のレポート グループ内のレポートにアクセスできないようにするには、レポート グループ

レベルで［アクセス不可］権限を設定できます。

デフォルトでは権限はレポート グループにのみ設定され、レポート グループ内のレポート、ルー

ル、サブグループには設定されません。
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レポート グループのアクセス制御

レポート グループの権限を変更するには、レポート グループを選択して、［レポートの権限］パネ

ルからアクセス権限を設定する必要があります。

レポート グループ権限を適用する前、Administratorsを除くすべてのユーザーロールに設定され

ているデフォルトの権限は、図に示されるように、［アクセス不可］です。

特定のユーザーロールのアクセス権限を変更するには、レポート グループレベルで権限を設定

する必要があります。たとえば、<Administrators>が特定のレポート グループのすべてのレポート

にアクセスできるようにするには、［レポートの権限］パネルで「読み取り/書き込み」権限を設定

します( 図を参照) 。

また、グループ内のサブグループとレポートに権限を適用したり、レポート内のルールへの読み取

り専用権限を付与する場合は、適切なチェックボックスをオンにします( 図を参照) 。
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3つのシナリオについて簡単に説明します。

l シナリオ1：ユーザーロールに基づいてレポート グループ/サブグループ/レポートに権限を適用。

l シナリオ2：グループ内のサブグループとレポートに権限を適用。

l シナリオ3：レポート内のルールに読み取り専用権限を適用。

ロール

( Analyst)

ユーザーロー

ルに基づいてレ

ポート グループ

/サブグループ/

レポートに権

限を適用

グループ

内のサブ

グループ

とレポー

トに権限

を適用

レポート

内のルー

ルに権

限(読み

取り専

用)を適

用

グ

ルー

プ

読み取り/

書き込み

読み取り/書き

込み

読み取り

/書き込

み

読み取り

/書き込

み
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サブ

グ

ルー

プ

読み取り 読み取り 読み取り

/書き込

み：継承

読み取り

/書き込

み

レ

ポー

ト

読み取り 読み取り 読み取り

/書き込

み：継承

読み取り

/書き込

み

ルー

ル

読み取り 読み取り 読み取り 読み取り

このレポート グループの権限がAnalystロールに割り当てられ、［読み取り/書き込み］権限が設

定されます。

シナリオ1では、ユーザーロールに応じて各レベルの権限が設定されます。シナリオ2では、レポー

ト グループレベル( 読み取り/書き込み) の権限はグループ内のサブグループとレポートに継承さ

れます。シナリオ3では、ルールに読み取り権限が設定されます。ルールに設定される権限はレ

ポート グループに設定される権限よりも高くすることはできません。

レポートのアクセス制御

レポート権限を変更するには、レポートを選択して、［レポートの権限］パネルからアクセス権限

を設定する必要があります。

レポート権限を適用する前、すべてのユーザーロールにはデフォルトで［アクセス不可］権限が

設定され、チェックボックスはオフになっています( 図を参照) 。
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特定のユーザーロールのアクセス権限を変更するには、レポート レベルで権限を設定する必

要があります。例えば、Administratorsが特定のレポートにアクセスできるようにするには、「読

み取り/書き込み」権限を［レポートの権限］パネルで設定します( 図を参照) 。

また、レポート内のルールへの読み取り専用権限を付与する場合は、チェックボックスをオンにし

ます( 図を参照) 。

2つのシナリオについて簡単に説明します。
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l シナリオ1：レポート グループ/サブグループ/レポート /ルールに権限を適用。

l シナリオ2：レポート内のルールに読み取り専用権限を適用。

ロール

(Analysts)

ユーザーロールに基づいてレポート グルー

プ/サブグループ/レポート /ルールに権限を適

用

レポート内のルールに権

限(読み取り専用)を適

用

グ

ルー

プ

読み取り/書

き込み

読み取り/書き込み 読み取り/書き込み

サブ

グ

ルー

プ

読み取り 読み取り 読み取り/書き込み

レ

ポー

ト

読み取り 読み取り 読み取り/書き込み

ルー

ル

読み取り 読み取り 読み取り

このレポートの権限がAnalystロールに割り当てられ、［読み取り/書き込み］権限が設定されま

す。

シナリオ1では、ユーザーロールに応じて各レベルの権限が設定されます。シナリオ2では、ルー

ルに読み取り権限が設定されます。ルールに設定される権限はレポートに設定される権限より

も高くすることはできません。

注：ルールの権限がレポートの権限よりも高く設定された場合、権限は適用されません。たと

えば、レポート グループの権限を［アクセス不可］に設定して、［読み取り専用権限をレポー

トのルールに適用します］オプションを指定した場合、ルールへの読み取り専用権限は設定

されません。

複数のレポートが選択された場合のレポートのアクセス制御

複数のレポートの権限を変更するには、複数のレポートを選択して、［レポートの権限］パネル

からアクセス権限を設定する必要があります。指定したアクセス権限は、選択したすべてのレ

ポートに適用されます。

レポートの概要 210



レポート ガイド

いくつかのルールを持つ複数のレポートが選択された場合のレポートのアクセス制御

いくつかのルールを持つ複数のレポートを選択して権限を変更する場合には、図に示されるよ

うに、［レポートの権限］パネルのチェックボックスをオンにする必要があります。ルールの権限がレ

ポートの権限よりも低く設定された場合、選択したレポートのすべてのルールに読み取り専用

アクセス権限が適用されます。

211 レポートの概要



レポート ガイド

特定ユーザーでのログインおよびアクセス権の詳細表示

［読み取り］アクセス権限を持つユーザーとしてSecurity Analytics UIにログインした場合、［レ

ポート］パネルのレポートには記号( ) が表示され、この記号をクリックすると「読み取り専用」と

ポップアップが表示されます。

レポートへの［読み取り/書き込み］アクセス権限を持たないユーザーとしてSecurity Analytics UI
にログインした場合、［レポート］パネルのレポートには記号( ) が表示され、グレー表示されま

す。

次の図は、［読み取り/書き込み］アクセス権限を持たないユーザーでログインした場合の［レ

ポート］パネルを示しています。

注： ( スーパーユーザー以外の) ユーザーがレポートを作成した場合、デフォルトではスーパー

ユーザーはそのレポートにアクセスできません。

機能説明

次の表に、［レポートの権限］パネルの各列のリストを示します。

列 説明

ロー

ル

Security Analytics UIにログインするユーザーのロール。

読み

取り/

書き

込み

ユーザーは、［レポート］ビューでレポートのアクセス、表示、編集、

インポート、エクスポート、削除を行うことができます。ユーザーは

レポートに対する権限を変更することもできます。

読み

取り

専用

ユーザーは、［レポート］ビューでレポートへのアクセスと表示のみを

行うことができます。
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列 説明

アクセ

ス不

可

ユーザーは、この権限が設定されたレポートへのアクセスまたは表

示を行うことはできません。

こ

れら

の権

限

を、こ

のグ

ルー

プの

サブ

グ

ルー

プとレ

ポー

トに

適用

しま

す

チェックボックスをオンにすると、選択した権限がレポート グルー

プ、グループ内のサブグループ、グループ内のレポートに適用されま

す。

注：このチェックボックスは、レポート グループにアクセス権限を設

定した場合にのみ使用できます。
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列 説明

読み

取り

専用

権限

をレ

ポー

トの

ルー

ルに

適用

しま

す

チェックボックスをオンにすると、レポート内のルールに権限が自動

的に適用されます。

トピック：

l レポートのアクセス制御の設定

l レポート グループのアクセス制御の設定

レポートのアクセス制御の設定

このトピックでは、レポートのアクセス制御を設定する手順について説明します。

前提条件

以下の項目について確認します。

l ［レポート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のトピッ

クを参照してください：［レポート］ビュー.

l ユーザーに付与されるアクセス権限はユーザーロールによって決定されます。詳細は、次の

トピックを参照してください：レポートまたはレポート グループのアクセス管理 .

l レポートのアクセス権限を設定するためには、「読み取り/書き込み」アクセス権限が付与さ

れている必要があります。

手順

レポートのアクセス権限を設定するには、次のステップを実行します。
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1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート］パネルで、レポートを選択します。

4. ＞［権限］をクリックします。

［レポートの権限］ダイアログが表示されます。

4. ユーザーロールに付与する権限をボタンで選択します。

5. ( オプション) レポートに含まれているルールへの読み取りアクセス権限を付与する場合は、

チェックボックスを選択します。

注：チェックボックスを選択すると、依存関係にあるすべてのルールへの読み取りアクセス権限

が付与されます。ただし、レポートの権限がルールの権限よりも高いことが条件となります。

6. ［保存］をクリックします。

選択したレポートの権限が設定されたことを示す確認メッセージが表示されます。

レポート グループのアクセス制御の設定

このトピックでは、レポート グループの権限を設定する手順について説明します。
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前提条件

以下の項目について確認します。

l ［レポート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のトピッ

クを参照してください： ［レポート］ビュー.

l ユーザーに付与されるアクセス権限はユーザーロールによって決定されます。詳細は、次の

トピックを参照してください：レポートまたはレポート グループのアクセス管理

l レポート グループのアクセス権限を設定するためには、「読み取り/書き込み」アクセス権限が

付与されている必要があります。

手順

レポート グループのアクセス権限を設定するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［グループ］パネルで、レポート グループを選択または右クリックします。

4. ＞［権限］をクリックします。

［レポートの権限］ダイアログボックスが表示されます。

4. ユーザーロールに付与する権限をボタンで選択します。
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5. ( オプション) 選択した権限をグループのサブグループとレポートに適用する場合は、チェック

ボックスをオンにします。

6. ( オプション) レポートのルールへの読み取りアクセス権限を付与する場合は、チェックボックス

をオンにします。

注：チェックボックスをオンにすると、依存するすべてのルールへの読み取りアクセス権限が付

与されます。ただし、レポートの権限がルールの権限よりも高い場合に限られます。

7. ［保存］をクリックします。

選択したレポート グループの権限が正常に設定されたことを示す確認メッセージが表示さ

れます。

レポートの調査

このトピックでは、レポートを調査する手順について説明します。レポートからInvestigationモ
ジュールに直接移動して調査を実行できます。レポートの調査オプションでは、レポートに記録

された各イベントを調査することができます。

このトピックでは、レポートを調査する手順について説明します。レポートからInvestigationモ
ジュールに直接移動して調査を実行できます。レポートの調査オプションでは、レポートに記録

された各イベントを調査することができます。

前提条件

以下の項目について確認します。

l ［レポート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のトピッ

クを参照してください：［レポート］ビュー.

l ［レポートをすべて表示］パネルのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細

は、次のトピックを参照してください：［レポートをすべて表示］パネル.

手順

レポートを調査するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. レポート ツールバーで［レポートをすべて表示］をクリックします。

［レポートをすべて表示］タブが表示されます。
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注：［レポートをすべて表示］ビューにレポートが表示されない場合は、レポートを表示す

る日付を選択します。

4. レポートの詳細を表示するには、レポート名をダブルクリックします。

［レポートの詳細］画面が表示されます。

5. レポートをInvestigationモジュールで表示するには、レポートのip.srcアドレスをクリックします。

注：結果データを手動でコピーして、調査に使用する場合は、バイナリ値に「hex」というプレ

フィックスが付いていることを確認します。

次のステップ

次のタスクを実行します。

1. レポートは、印刷、保存、メール送信、全画面表示することができます。

2. カレンダーから日付を選択すると、その日付に正常に実行されたレポートのリストを表示で

きます。

レポート ロゴの選択と管理

このトピックでは、Reporting Engineサービスの［構成］ビューからロゴの選択および管理を行う手

順について説明します。

前提条件

ロゴの管理を行う前に、REサービスが定義されていることを確認してください。
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レポート ロゴの管理

ロゴを管理するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［サービス］を選択します。

［サービス］ビューが表示されます。

2. ［サービス］リスト パネルでREサービスを選択し、［表示］＞［構成］をクリックします。

［サービス］の［構成］ビューが表示されます。

3. ［ロゴの管理］タブを選択します。

使用可能なすべてのロゴが表示されます。

ロゴを追加するには、次の手順を実行します。

1. ［ロゴの管理］タブで、 をクリックします。

ローカルドライブが表示されます。

2. ロゴを選択し、［選択］をクリックします。

選択したロゴが［ロゴの管理］セクションに追加されます。

ロゴを削除するには、次の手順を実行します。

1. ［ロゴの管理］タブで、次のいずれかを実行します。

l ロゴを選択し、 をクリックします。

l Ctrlキーを押しながら複数のロゴをクリックして選択し、 をクリックします。

確認ダイアログが表示されます。

2. ロゴを削除する場合は、［はい］をクリックします。

選択したロゴが［ロゴの管理］セクションから削除されます。

デフォルトのロゴを設定するには、次の手順を実行します。

［ロゴの管理］タブでロゴを選択し、 をクリックします。

選択したロゴが、REサービスのデフォルトのロゴとして設定されます。
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ロゴの選択

このセクションでは、［レポートのスケジュール設定］ビューからロゴを選択する方法について説明

します。

前提条件

l ［レポートのスケジュール設定］パネルのコンポーネントについて理解している必要がありま

す。詳細は、次のトピックを参照してください： 機能 .

l ［レポート スケジュール］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細

は、次のトピックを参照してください： 機能 .

l ［ロゴの変更］パネルのフィールドについて理解している必要があります。詳細は、次のトピッ

クを参照してください： ［ロゴの選択］ダイアログ.

手順

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート］パネルで、レポートを選択します。

4. ＞［レポート スケジュールの表示］をクリックします。

［レポート スケジュール］ビューのタブが表示されます。

5. スケジュール設定されたレポートを選択し、 ＞［スケジュールの編集］をクリックします。

［レポートのスケジュール設定］ビューのタブが表示されます。

6. ［ロゴ］パネルで、［ロゴの変更］をクリックします。

［ロゴの変更］ダイアログボックスが表示されます。

7. 次のいずれかを実行します。

l ［新しいロゴのアップロード］をクリックして、別のロゴをアップロードします。

l リストからロゴを選択します。

8. ［選択］をクリックします。

選択されたロゴが、［ロゴ］パネルに表示されます。
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レポートのパラメータ機能での変数の使用

このトピックでは、RSA Security Analytics Reportsモジュールのレポートで変数を使用する方法

について説明します。レポートのパラメータ機能により、ルール定義を変更しなくても実行時に

値を動的に指定し、特定の値に基づいて結果を表示できます。レポートでパラメータ機能を使

用するには、クエリーまたはルールで変数を使用します。ルールの追加の詳細については、 ルー

ルの定義を参照してください。実行時に、変数の値を入力するか、リストから値を選択できま

す。

変数を指定する構文は次のとおりです。

説明 サポートされる構文の例

変数の前に$を挿入します。

変数を中括弧で囲みます。

columnname=${<variable>}

変数を定義する構文は、NetWitness DB、IPDB、Warehouse DBの各データ ソースで共通で

す。［構成の実行］で変数に値を代入するときには、'<value>'のように値を一重引用符で

囲む必要があります。

このセクションでは、変数を使用できる例をいくつか示します。

特定の宛先の国のソースIPアドレスの表示

次に示すのは、特定の宛先の国( country.dst) が含まれるソースおよび宛先IPアドレス( ip.srcお
よびip.dst) を表示するNetWitness DBルールの例です。ここでは、宛先の国の名前が、

${local_Country}という変数で定義されています。
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実行時に、この変数に値を入力するよう求められます。次の図は、local_Country変数へ

の値の入力を示しています。United Statesという値を入力すると、宛先の国( country.dst) に
「United States」という値を含むデータのソースおよび宛先IPアドレス( ip.srcおよびip.dst) がすべて

表示されます。
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前述のルールを使用して、レポートをスケジュール設定できます。詳細は、前提条件を参照し

てください。2種類のレポートをスケジュールできます。

l 動的変数を使用したレポート

l 反復レポート

動的変数を使用したレポート

動的変数を使用すると、レポートをスケジュール設定するときに、ルールに定義された変数の

値を指定できます。

動的変数を使用してレポートをスケジュール設定するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポートのビルド］ページで、 をクリックしてレポートを作成します。

4. ［ルール］タブから、ユーザーが定義した変数を含むルールを追加します。

5. ［スケジュール］をクリックします。

［レポートのスケジュール設定］ビューのタブが表示されます。

223 レポートの概要



レポート ガイド

6. スケジュールに従ってレポートを実行するには、［有効化］チェックボックスをオンにします。

7. ［スケジュール名］フィールドに、スケジュールレポート構成の名前を入力します。

8. ［データ ソース］フィールドで、データ ソースを選択します。

注：データ ソースが表示されない場合は、そのデータ ソースに対する読み取り権限がある

ことを確認します。これはNWDBおよびWarehouseデータ ソースの場合に該当します。詳

細については、「Reporting Engine構成ガイド」の「データ ソースの権限の構成」を参照し

てください。

9. ( オプション) レポートがプールまたはキューで実行されるようにスケジュール設定するには、

［Warehouseリソースプール］ドロップダウンから、クラスタで使用できるプールまたはキューを

選択します。このドロップダウンは、Warehouse DBレポートを選択した場合のみ使用できま

す。
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注：［エクスプローラ］ページでReporting Engineに対して指定したすべてのキューまたは

プールがリストに表示されます。［エクスプローラ］ページでプールまたはキューが構成されて

いない場合、このドロップダウンは無効になり、ジョブはキュー名またはプール名なしでクラ

スターに送信されます。

注：レポートのスケジュールに構成されているプールまたはキューがクラスタから削除された

場合、Capacity Schedulerでキュー名は未定義のままになります。ただし、Fair Scheduler
では、プロパティmapred.fairscheduler.allow.undeclared.poolを使用し

て、指定されているプール名が作成されます。

10. ［タイムゾーン］ドロップダウンメニューから、タイムゾーンを選択し、レポート出力に表示する

すべての時間関連のデータのフォーマットを指定します。この設定は、Reporting Engineの
［エクスプローラ］ビュー

( /com.rsa.soc.re/configuration/reportoutputformatterconfig/reportoutputformatterconfig) で構

成可能です。

11. ［実行］フィールドから、実行スケジュールのタイプを選択します ( ［即時］、［毎時］など) 。
実行スケジュールのタイプによって、次のいずれかを実行します。

l 実行スケジュールに［指定日時］または［毎月］を選択した場合は、表示された各フィー

ルドで日付の値を指定する必要があります。

l 実行スケジュールに［毎時］を選択した場合は、［分］フィールドに分を指定する必要が

あります。

l 実行スケジュールに［毎日］を選択した場合は、［時刻］フィールドに時刻を入力する必

要があります。

l 実行スケジュールに［毎週］を選択した場合は、［時刻］フィールドに値を入力し、曜日

を選択する必要があります。

注：レポートのスケジュール時に、［過去］オプションを選択した場合、または［範囲(特定 /
汎用) ］オプションで終了時間を現在の時間に非常に近い時間に設定した場合、データ

ソースから集計データを取得できることを確認してください。データ ソースでの集計が遅延

する場合は、遅延を考慮した終了時間を選択する必要があります。そうでないと、レ

ポートにはその時間範囲の未集計データが含まれません。

12. ［変数］フィールドで、 をクリックします。

13. 次のいずれかを実行します。

l 変数の値を入力するか、または

l 変数の値のリストを選択します。
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14. ［選択］をクリックします。

15. ［スケジュール］をクリックします。

レポートがスケジュールに従って実行され、構成済みの出力アクションに従って結果が通知

されます。

レポートがスケジュールに従って実行され、構成済みの出力アクションに従って結果が通知され

ます。

レポートの概要 226



レポート ガイド

ソースIPアドレスに対応するすべての宛先 IPアドレスの表示

次に示すのは、特定のソースIPからのすべての宛先IPアドレスを表示するWarehouseルールの

例です。ソースIPアドレスip_srcは、変数${IP_Address}として定義されています。

実行時に、ソースIPアドレスを入力するよう求められます。次の図は、IP_Address変数を示

しています。この変数に、有効なソースIPアドレスを入力できます。指定されたソースIPからのす

べての宛先IPアドレスが表示されます。
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変数と値のリストとの関連づけ

変数はリストに関連づけることができます。たとえば、Local_Countryというリストを作成し、

すべての国名を値として入力できます。Local_Countryリストを、変数Local_Countryの
値として選択できます。実行の構成で、Local_Countryリストを選択し、リストの国名に基

づいた結果を表示することができます。
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デバイス名に基づいてデバイスの詳細を表示するIPDBルール

次に示すのは、デバイス名に基づいてデバイスの詳細を表示するIPDBルールの例です。イベン

ト ソースの指定で、デバイス名を変数${Device_Name}で指定します。

229 レポートの概要



レポート ガイド

実行時に、デバイス名Device_Nameを入力するよう求められます。次の図はDevice_
Name変数を示しています。イベント ソースとして、「NIC:ESIPDB:ESIPDB-
ES:ciscopix:111.111.111.25」のように入力できます。すべてのデバイスの詳細が表

示されます。
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反復レポート

反復レポートは、リストの値ごとにレポートを生成します。

反復レポートをスケジュール設定するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポートのビルド］ページで、 をクリックしてレポートを作成します。

4. ［ルール］タブから、ユーザーが定義した変数を含むルールを追加します。

5. ［スケジュール］をクリックします。

［レポートのスケジュール設定］ビューのタブが表示されます。
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6. スケジュールに従ってレポートを実行するには、［有効化］チェックボックスをオンにします。

7. ［スケジュール名］フィールドに、スケジュールレポート構成の名前を入力します。

8. ［データ ソース］フィールドで、データ ソースを選択します。

注：データ ソースが表示されない場合は、そのデータ ソースに対する読み取り権限がある

ことを確認します。これはNWDBおよびWarehouseデータ ソースの場合に該当します。詳

細については、「Reporting Engine構成ガイド」の「データ ソースの権限の構成」を参照し

てください。

9. ( オプション) レポートがプールまたはキューで実行されるようにスケジュール設定するには、

［Warehouseリソースプール］ドロップダウンから、クラスタで使用できるプールまたはキューを

選択します。このドロップダウンは、Warehouse DBレポートを選択した場合のみ使用できま

す。
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注：［エクスプローラ］ページでReporting Engineに対して指定したすべてのキューまたは

プールがリストに表示されます。［エクスプローラ］ページでプールまたはキューが構成されて

いない場合、このドロップダウンは無効になり、ジョブはキュー名またはプール名なしでクラ

スターに送信されます。

注：レポートのスケジュールに構成されているプールまたはキューがクラスタから削除された

場合、Capacity Schedulerでキュー名は未定義のままになります。ただし、Fair Scheduler
では、プロパティmapred.fairscheduler.allow.undeclared.poolを使用し

て、指定されているプール名が作成されます。

10. ［タイムゾーン］ドロップダウンメニューから、タイムゾーンを選択し、レポート出力に表示する

すべての時間関連のデータのフォーマットを指定します。この設定は、Reporting Engineの
［エクスプローラ］ビュー

( /com.rsa.soc.re/configuration/reportoutputformatterconfig/reportoutputformatterconfig) で構

成可能です。

11. ［実行］フィールドから、実行スケジュールのタイプを選択します ( ［即時］、［毎時］など) 。
実行スケジュールのタイプによって、次のいずれかを実行します。

l 実行スケジュールに［指定日時］または［毎月］を選択した場合は、表示された各フィー

ルドで日付の値を指定する必要があります。

l 実行スケジュールに［毎時］を選択した場合は、［分］フィールドに分を指定する必要が

あります。

l 実行スケジュールに［毎日］を選択した場合は、［時刻］フィールドに時刻を入力する必

要があります。

l 実行スケジュールに［毎週］を選択した場合は、［時刻］フィールドに値を入力し、曜日

を選択する必要があります。

注：レポートのスケジュール時に、［過去］オプションを選択した場合、または［範囲(特定 /
汎用) ］オプションで終了時間を現在の時間に非常に近い時間に設定した場合、データ

ソースから集計データを取得できることを確認してください。データ ソースでの集計が遅延

する場合は、遅延を考慮した終了時間を選択する必要があります。そうでないと、レ

ポートにはその時間範囲の未集計データが含まれません。

12. ［変数］フィールドで、次の操作を実行します。

a. 反復レポートを実行するには、［Iterative Report］チェックボックスをオンにします。

b. レポートを反復するリストを選択するには、 をクリックします。

［リストの選択］ウィンドウが表示されます。

c. リストを選択し、［選択］をクリックします。

選択したリストが［Iterate On List］フィールドに追加されます。

233 レポートの概要



レポート ガイド

d. 選択したリストの値を適用する変数を選択します。

13. ［スケジュール］をクリックします。

レポートがスケジュールに従って実行され、構成済みの出力アクションに従って結果が通知

されます。

次の図は、反復レポートの結果を示しています。
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Reportsモジュールのチャートの操作

Reportsモジュールのチャート機能はチャートを定義および表示するために使用します。

トピック

l チャートの概要

l チャート グループおよびチャートの定義

l チャートまたはチャート グループのアクセスの管理

l チャートのテスト

l チャートの調査

チャートの概要

チャートを作成する場合、ルールの集計オプションが設定されているルールを使用します。

Security Analyticsでは、チャートの更新間隔をチャート定義パネルから直接調整できます。

チャートは、実行されるたびに結果のデータがReporting Engineにローカルに格納されるため、パ

フォーマンスを低下させずに［ダッシュボード］ビューまたは［チャート］ビューのいずれかで結果を

確認できます。次のセクションでは、チャートの作成、構成、データ生成のためのグローバル

チャート キューへの追加方法について詳しく説明します。

チャートは、次の要素で構成されます。

プロパティ 説明 例

チャートの名前

注：［名前］フィールドでは、列のサイズを拡大するカーソルア

イコンがフィールドの端に表示されない場合があります。列を拡

大するアイコンを表示するには、マウスを少し左に置く必要が

あります。

チャートを識別

するために使用

されます。

チャー

ト1

ルール フォルダ階層で、

ルールパスを選

択して指定しま

す。

注：Reportsユーザーインタフェースでは、日付と時刻が表示されるフィールドの出力は常に、

ユーザーが選択したタイムゾーンプロファイルに基づきます。
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チャート グループおよびチャートの定義

このトピックでは、チャート グループおよびチャートを構成するためのタスクの一覧を示します。

Security Analyticsでは、チャートの定義、削除、編集、インポート、エクスポートを行うことがで

きます。それぞれの手順については、個々のトピックで説明しています。

トピック：

l チャートの追加

l チャート グループの追加

l チャートの削除

l チャート グループの削除

l チャートの無効化

l グループへのチャートのドラッグアンド ドロップ

l チャートの複製

l チャートの編集

l チャートの有効化

l チャートのエクスポート

l チャート グループのエクスポート

l チャートおよびチャート グループのインポート

l グループまたはチャート リストの更新

l 既存のチャートの検索

l ［チャートをすべて表示］リスト

l チャートの表示

チャートの追加

レポートのパラメータ機能での変数の使用

このトピックでは、グループまたはサブグループにチャートを追加する手順について説明します。

前提条件

以下の項目について確認します。
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l チャートを追加する前にルールを定義している必要があります。

l ［チャートのビルド］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次

のトピックを参照してください：［チャートのビルド］ビュー.

手順

グループまたはサブグループにチャートを追加するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］を選択します。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックして、［チャート］ビューを表示します。

3. ［チャート］のツールバーで をクリックします。

［チャートのビルド］タブが表示されます。

4. チャートの名前を入力します。

5. Reporting Engineでデータを収集し、チャートの結果を生成する場合、［有効化］チェック

ボックスにオンにします。

6. ［ルール］フィールドで、次の操作を実行します。

注：lookup_and_add、sum_count、sum_valuesのいずれかのルールアクションがルールに含

まれている場合、関連するチャートにはデータが含まれません。

a. ［参照］をクリックします。［ルールの追加］ダイアログボックスが表示されます。
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b. ルールツリーを参照し、ルールを選択します。

c. ［選択］をクリックします。

7. ルールが［ルール］フィールドに表示されます。

8. ［データ ソース］ドロップダウンリストからデータ ソースを選択します。

注：データ ソースが表示されない場合は、そのデータ ソースに対する読み取り権限が

あることを確認します。これはNWDBおよびWarehouseデータ ソースの場合に該当しま

す。詳細については、「ホストおよびサービスの構成ガイド」のデータ ソースの権限の構

成に関するトピックを参照してください。

9. ( オプション) ［間隔］の値を変更するには、上矢印または下矢印をクリックします。

更新間隔の値は、チャートを形成するルールを実行してデータを収集する間隔( 分) で
す。

10. 表示するレコード件数の上限を選択します。

11. ［X軸］と［Y軸］では、チャートにプロットするメタを指定します。

［X軸］には、「Group by」ルールに対するメタが表示されます。［Y軸］には、ルールで使用

される集計関数が表示されます。

注：チャートでサポートされる集計関数は、Sum、Count、Countdistinct、Averageです。

デフォルトでは、複数の「Group by」が含まれるカスタムルールについては、［X軸］では

最初のメタのみを選択できます。

12. ［保存］をクリックします。

チャートが正常に保存されたことを示す確認メッセージが表示されます。

次のステップ

次のタスクを実行します。

l ［チャート］パネルからチャートを編集、削除、更新できます。

l チャートをテストできます：［チャートのテスト］ビュー.

チャート グループの追加

このトピックでは、デフォルト フォルダへのチャート グループの追加手順、およびチャート グループ

へのサブグループの追加手順について説明します。チャートは、これらのフォルダおよびサブフォ

ルダの下に編成できます。
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前提条件

［チャート］ビューのコンポーネントについて理解しておく必要があります。詳細は、次のトピックを

参照してください：［チャート］ビュー.

手順

デフォルト フォルダにグループを追加したり、チャート グループの下にサブグループを追加するに

は、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。

3. ［グループ］パネルで、 をクリックします。

［グループ］パネルにデフォルト グループが追加されます。

4. 新しいグループの名前を入力します。

5. Enterキーを押します。

［ グループ］パネルにグループが追加されます。

次のステップ

チャートをチャート グループに追加できます。

チャートの削除

このトピックでは、グループまたはサブグループのチャートを削除する手順について説明します。

前提条件

［チャート］ビューのコンポーネントについて理解しておく必要があります。詳細は、次のトピックを

参照してください：［チャート］ビュー.

手順

グループまたはサブグループのチャートを削除するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。
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3. ［チャート］パネルで、次のいずれかを実行します。

o チャートを選択して、 をクリックします。

o ＞［削除］をクリックします。

選択したチャートの削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

4. ［はい］をクリックすると、チャートが削除されます。

チャートが正常に削除されたことを示す確認メッセージが表示され、選択したチャートが

［チャート リスト］パネルから削除されます。

チャート グループの削除

このトピックでは、デフォルト フォルダ内のチャート グループまたはチャート グループ内のサブグ

ループを削除する手順について説明します。

前提条件

以下の項目について確認します。

l 削除するチャート グループにどのチャートも関連づけられていないことを確認します。

l ［チャート］ビューを理解している必要があります。詳細は、次のトピックを参照してください：

［チャート］ビュー.

手順

デフォルト フォルダ内のチャート グループまたはチャート グループ内のサブグループを削除するに

は、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。

3. ［グループ］パネルでグループを選択し、 をクリックします。

選択したグループの削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

4. ［はい］をクリックすると、グループが削除されます。

選択したグループが［グループ］パネルから削除されます。
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チャートの無効化

このトピックでは、チャートを非アクティブ化する手順について説明します。チャートを非アクティブ

化すると、スケジュール設定されたチャートが非アクティブ化され、確認メッセージが表示され

て、チャートのステータスが［無効］に変化します。

前提条件

［チャート］ビューのコンポーネントについて理解しておく必要があります。詳細は、次のトピックを

参照してください：［チャート］ビュー.

手順

チャートを無効化するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。

3. ［チャート］パネルで、［有効］列に が表示されているチャートを選択します。

4. ツールバーの をクリックします。

チャートのステータスが正常に変更されたことを示す確認メッセージが表示されます。

グループへのチャートのドラッグアンド ドロップ

このトピックでは、［チャート］パネルのチャートを［グループ］パネルのグループにドラッグアンド ド

ロップする手順について説明します。

前提条件

［チャート］ビューのコンポーネントについて理解しておく必要があります。詳細は、次のトピックを

参照してください：［チャート］ビュー.

手順

［チャート］パネルのチャートを［ グループ］パネルのグループにドラッグアンド ドロップするには、次

の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。

3. ［チャート］パネルでチャートを選択し、［グループ］パネルのグループにドラッグアンド ドロップ

します。

［グループ］パネルのグループにチャートがコピーされます。
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チャートの複製

このトピックでは、既存のチャートを複製する手順について説明します。複製されたチャートは、

サフィックスが付加され、［チャート］パネルに表示されます。たとえば、「Chart(1)」のようになりま

す。

前提条件

［チャート］ビューのコンポーネントについて理解しておく必要があります。詳細は、次のトピックを

参照してください：［チャート］ビュー.

手順

既存のチャートを複製するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。

3. ［チャート］パネルで、複製するチャートを選択します。

4. ［チャート］のツールバーで をクリックします。

チャートが複製され、［チャート］パネルに追加されます。

次のステップ

複製したチャートを別のグループに移動できます。詳細は、次のトピックを参照してください： グ
ループへのチャートのドラッグアンド ドロップ.

チャートの編集

このトピックでは、グループまたはサブグループのチャートを編集する手順について説明します。

前提条件

［チャートのビルド］ビューのコンポーネントについて理解していることを確認します。詳細は、次

のトピックを参照してください：［チャートのビルド］ビュー.

手順

グループまたはサブグループのチャートを編集するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。
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3. ［チャート］パネルで、次のいずれかを実行します。

l チャートをダブルクリックするか、チャートを選択して、 をクリックします。

l チャートを選択し、 ＞［編集］をクリックします。

［チャートのビルド］ビューのタブが表示されます。

4. チャートの名前を変更します。

5. Reporting Engineでデータを収集し、チャートの結果を生成する場合、［有効化］チェック

ボックスにオンにします。

6. ( オプション) ［ルール］フィールドで、次の操作を実行します。

a. ［参照］をクリックします。

［ルールの追加］ダイアログが表示されます。

b. ルールツリーを参照し、ルールを選択します。

c. ［選択］をクリックします。

ルールが［ルール］フィールドに表示されます。

7. ［データ ソース］ドロップダウンリストからデータ ソースを選択します。

注：データ ソースが表示されない場合は、そのデータ ソースに対する読み取り権限が

あることを確認します。これはNWDBおよびWarehouseデータ ソースの場合に該当しま

す。詳細については、「ホストおよびサービスの構成ガイド」のデータ ソースの権限の構

成に関するトピックを参照してください。
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8. ( オプション) ［間隔］の値を変更するには、上下の矢印をクリックします。

9. 表示するレコード件数の上限を選択します。

10. ［保存］をクリックします。

チャートが正常に編集されたことを示す確認メッセージが表示されます。

チャートの有効化

このトピックでは、チャートをアクティブ化する手順について説明します。チャートをアクティブ化す

ると、チャートはスケジュール設定どおりに実行され、チャートのステータスが［無効］以外の値に

変わり、構成されている出力を実行します。

注：デフォルトでは、［チャート］パネルにチャートに追加すると、チャートはアクティブ化されま

す。

前提条件

［チャート］ビューのコンポーネントについて理解しておく必要があります。詳細は、次のトピックを

参照してください：［チャート］ビュー

手順

チャートを有効化するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。

3. ［チャート］パネルで、［有効］列に が表示されているチャートを選択します。

4. をクリックします。

チャートの状態が正常に変更されたことを示す確認メッセージが表示されます。

チャートのエクスポート

このトピックでは、選択したチャートを外部ファイルにエクスポートする手順について説明します。

外部ファイルは後で他のSecurity Analytics環境にインポートできます。

前提条件

チャートがチャート グループに表示されていることを確認します。

手順

選択したチャートを外部ファイルにエクスポートするには、次の手順を実行します。
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1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。

3. ［チャート］パネルで、次のいずれかを実行します。

o チャートを選択し、 ＞［エクスポート］をクリックします。

o ＞［エクスポート］をクリックします。

エクスポートされたファイルがローカルドライブに保存されます。

チャート グループのエクスポート

このトピックでは、選択したチャート グループを外部ファイルにエクスポートする手順について説

明します。外部ファイルは後で他のSecurity Analytics環境にインポートできます。

前提条件

チャートがチャート グループに表示されていることを確認します。

手順

選択したチャート グループ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、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。

3. ［グループ］パネルでグループを選択し、 ＞［エクスポート］をクリックします。

エクスポートされたファイルがローカルドライブに保存されます。

チャートおよびチャート グループのインポート

このトピックでは、他のSecurity Analyticsインスタンスからチャートの［グループ］パネルに、チャー

トやサブグループを含むチャートをインポートする手順について説明します。チャートは、Security
Analyticsインスタンスからエクスポートされた有効なバイナリファイルからインポートすることができ

ます。

インポート実行時にバイナリファイルを選択し、インポート先に同じ名前を持つチャートが存在

する場合にバイナリファイルに含まれるチャートで上書きするかどうかを指定します。
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l 上書きを選択した場合は、重複するすべてのルール、リスト、チャートがバイナリファイルの

内容で上書きされます。

l 上書きを選択しない場合は、重複するルール、リスト、チャートがインポート先に存在する

と、インポートは成功しますが、チャートの重複に関するメッセージは表示されません。

前提条件

他のSecurity Analyticsインスタンスからチャートまたはチャート グループをエクスポート済みである

必要があります。

手順

他のSecurity Analyticsインスタンスからチャートをインポートするには、次のステップを実行しま

す。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。

3. ［グループ］パネルで、ファイルのインポート先のフォルダを選択します。

4. 次のいずれかを実行します。

o ［グループ］パネルで、 ＞［インポート］をクリックします。

o ［チャート］パネルのツールバーで ＞［インポート］をクリックします。

［チャートのインポート］ダイアログボックスが表示されます。

5. ［参照］をクリックし、バイナリファイルを選択します。

ファイルシステムが表示されます。

6. バイナリファイルを選択し、［開く］をクリックします。

［チャートのインポート］リストにファイルが追加されます。

7. ( オプション) バイナリファイル内に既存のルールと同一名のルールがあった場合、インポート

時にそれを上書きするには、［ルール］チェックボックスをオンにします。［上書き］オプションを

選択しないと、同一のルールがバイナリファイルで検出された場合に、バイナリファイルはイ

ンポートされますが、エラーメッセージは表示されません。

8. ( オプション) バイナリファイル内に既存のリストと同一名のリストがあった場合、インポート時

にそれを上書きするには、［リスト］チェックボックスをオンにします。［上書き］オプションを選択
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しないと、同一のリストがバイナリファイルで検出された場合に、バイナリファイルはインポー

トされますが、エラーメッセージは表示されません。

9. ( オプション) バイナリファイル内に既存のチャートと同一名のチャートがあった場合、インポー

ト時にそれを上書きするには、［チャート］チェックボックスをオンにします。［上書き］オプション

を選択しないと、同一のチャートがバイナリファイルで検出された場合に、バイナリファイル

はインポートされますが、エラーメッセージは表示されません。

10. ［インポート］をクリックして、バイナリファイルをインポートします。

グループまたはチャート リストの更新

このトピックでは、チャート グループまたはチャートを更新し、グループまたはチャートを並べ直し

て表示する手順について説明します。

手順

チャート グループまたはチャートを更新するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。

3. 以下のいずれかの手順を選択します。

l ［グループ］パネルで、グループをドラッグアンド ドロップします。

チャート グループが新しい場所に移動します。

l ［チャート］パネルのチャートを、［グループ］パネルの別のグループにドラッグアンド ドロップ

します。

チャートが新しい場所に移動します。

4. 次の操作を実行します。

o ［グループ］パネルで、 をクリックします。

チャート グループが更新されます。

o ［チャート］パネルで、 をクリックします。

o ［チャート］パネルのツールバーで、［自動更新］を選択します。

チャート リストが更新されます。
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既存のチャートの検索

このトピックでは、チャート ツールバーの検索ボックスにテキストを入力して、既存のチャートを検

索する手順について説明します。

前提条件

チャートが定義されている必要があります。

手順

既存のチャートを検索するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。

3. チャート ツールバーで、［検索］テキスト ボックスにテキストを入力します。

4. ＞［チャート］をクリックします。

名前にサブストリングが含まれるチャートが検索ドロップダウンリストに表示されます。

［チャートをすべて表示］リスト

このトピックでは、すべてのチャートのリストを表示する手順について説明します。

手順

すべてのチャートのリストを表示するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。

3. チャート ツールバーで［チャートをすべて表示］をクリックします。

選択した日付に実行されたすべてのチャートが新しいタブに表示されます。
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注：

*リストが表示されない場合、カレンダーから日付を選択してチャートのリストを表示でき

ます。

*特定のチャートを表示する場合は、検索条件にチャート名を入力します。

4. その日の詳細を表示するチャートの名前をクリックします。

チャートの表示

このトピックでは、チャートを表示する手順について説明します。

前提条件

［チャートの表示］パネルのコンポーネントについて理解しておく必要があります。詳細は、次の

トピックを参照してください： ［チャートの表示］パネル.

手順

チャートを表示するには、次のステップを実行します。
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1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。

3. ［チャート］パネルで、次のいずれかを実行します。

o チャートを選択し、 ＞［表示］をクリックします。

o チャートを選択し、［チャートの表示］列の［表示］をクリックします。

［チャートの表示］ビューのタブが表示されます。

4. ［チャート オプション］で、次の操作を実行します。

a. ［時間範囲］を選択します。

注：［時間範囲］オプションを選択した場合、直近1時間、3時間のような事前設定された時

間範囲を選択するか、または、［過去n日間］または［カスタム］を選択して選択内容をカスタ

マイズすることができます。［過去n日間］オプションを選択した場合、最大15日間の履歴

データを表示できます。［カスタム］オプションを選択した場合は、開始日と終了日を選択し

て、その日付範囲のデータを表示できます。

b. ［系列］を選択して、［時系列チャート］または［合計チャート］を表示できます。

［時系列チャート］を選択すると、選択した時間の値の変化がチャートに表示されま

す。［合計チャート］を選択すると、選択した時間の各集計値の合計が表示されます。

c. ［プロットするアイテム］を選択します。

チャートに表示するイベントの数です。

d. ［チャート タイプ］ドロップダウンリストからチャート タイプを選択します。

e. ［再ロード］をクリックすると、選択したチャートが再ロードされます。

選択した時間範囲の履歴データの取得に遅延がある場合は、メッセージが表示されま

す。
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チャートが生成されると、Security Analyticsツールバーの通知トレイに通知が表示されます。

Security Analyticsツールバーの詳細については、「Security Analyticsスタート ガイド」の「ブラウ

ザウィンドウに共通する要素」トピックを参照してください。

チャートまたはチャート グループのアクセスの管理

このガイドでは、Reportsモジュールのアラート機能について説明します。アラート機能は、アラー

トを定義および表示するために使用します。

このセクションでは、ユーザーロールに応じて付与されるチャートとチャート グループを管理する

ためのアクセス権限について説明します。Reportsモジュールでは、チャート レベルまたはチャート

グループレベルでアクセス制御を行います。Reportsモジュールでタスクを実行できるのは、適切

な権限を持っているユーザーだけです。アクセス制御は［Administration］＞［セキュリティ］＞

［ロール］タブから管理者が管理します。

管理者が特定のタスクのためにユーザーやユーザーロールを作成する場合、そのタスクを実行

するための権限だけでなく、関連するモジュールやページなどに対する権限も付与する必要が

あります。

チャートおよびチャート グループへのアクセス権限は特定のユーザーロールに関連付けることが

できます。これにより、ユーザーがSecurity Analyticsにログインすると、そのユーザーのロールがア

クセス権限を持つチャートのみを表示できます。［読み取り/書き込み］アクセス権限のあるユー

ザーロールに属するユーザーはチャートを定義できます。また、［読み取り専用］アクセスのユー

ザーのみがチャートにアクセスするようにアクセスを制限できます。

注：グループ内のチャートを表示するには、そのグループに対する［読み取り専用］権限が必

要です。

Security Analyticsでは、ユーザーのロールに、次のアクセス権限をチャート レベルで設定できま

す。
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l 読み取り/書き込み

l 読み取り専用

l アクセス不可

たとえば、Analysts ロールがチャート グループ内のすべてのチャートにアクセスできるようにするに

は、チャート グループレベルで「読み取り/書き込み」権限を設定できます。また、Operatorロー

ルが特定のチャート グループ内のチャートにアクセスできないようにするには、チャート グループ

レベルで［アクセス不可］権限を設定できます。

権限の設定対象になるのは、チャート グループだけです。チャート グループ内のチャートやルー

ル、サブグループに対して権限を設定することはできません。

チャート グループのアクセス制御

チャート グループの権限を変更するときは、チャート グループを選択し、［チャートの権限］パネ

ルを使用してそのアクセス権限を設定する必要があります。

チャート グループの権限を適用する前、すべてのユーザーロールにはデフォルトで［アクセス不

可］権限が設定され、チェックボックスはオフになっています。
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特定のユーザーロールのアクセス権限を変更するには、図に示すようにチャート グループレベ

ルでアクセス権限を設定する必要があります。たとえば、Administratorsがチャート グループ内

のすべてのルールにアクセスできるようにするには、［チャートの権限］パネルで「読み取り/書き込

み」権限を設定します。

また、グループのサブグループとチャートに権限を適用する場合や、チャートのルールに読み取り

専用権限を適用する場合は、それぞれのチェックボックスをオンにします。

3つのシナリオについて簡単に説明します。

l シナリオ1：ユーザーロールに基づいてチャート グループ/サブグループ/チャート /ルールに権限を

適用。

l シナリオ2：グループのサブグループとチャートに権限を適用。

l シナリオ3：チャートのルールに読み取り専用権限を適用。

ロール

(Analyst)

ユーザーロールに基づいて

チャート グループ/サブグループ/

チャートに権限を適用

グループのサブグ

ループとチャートに

権限を適用

チャートのルール

に読み取り専用

権限を適用

グ

ルー

プ

読み取り/

書き込み

読み取り/書き込み 読み取り/書き込

み

読み取り/書き込

み
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サブグ

ルー

プ

読み取り 読み取り 読み取り/書き込

み：継承

読み取り/書き込

み

チャー

ト

読み取り 読み取り 読み取り/書き込

み：継承

読み取り/書き込

み

ルー

ル

読み取り 読み取り 読み取り 読み取り

チャート グループには、Analystロールが割り当てられ、［読み取り/書き込み］権限が設定され

ています。

シナリオ1では、ユーザーロールに応じて各レベルに権限を設定します。シナリオ2では、チャート

グループレベルの権限が、グループのサブグループとチャートに継承されます。シナリオ3では、

ルールへの読み取り専用権限が設定されます。ただし、チャート グループの権限よりも高い権

限をルールに設定することはできません。

チャートのアクセス制御

チャートの権限を変更するときは、チャートを選択し、［チャートの権限］パネルを使用してアク

セス権限を設定する必要があります。

チャートの権限を適用する前、すべてのユーザーロールにはデフォルトで「アクセス不可」権限

が設定され、チェックボックスはオフになっています。
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特定のユーザーロールのアクセス権限を変更するには、チャート レベルでアクセス権限を設定

する必要があります( 図を参照) 。たとえば、Administratorsロールが特定のチャートにアクセス

できるようにするには、［チャートの権限］パネルで「読み取り/書き込み」権限を設定します。

また、チャート内のルールへの読み取り専用権限を適用する場合は、チェックボックスをオンにし

ます。
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2つのシナリオについて簡単に説明します。

l シナリオ1：ユーザーロールに基づいてチャート グループ/サブグループ/チャート /ルールに権限を

適用。

l シナリオ2：チャートのルールへの読み取り専用権限の適用。

ロール

(Analyst)

ユーザーロールに基づいてチャート グ

ループ/サブグループ/チャート /ルールに

権限を適用

チャートのルールに

読み取り専用権限

を適用

グ

ルー

プ

読み取り/

書き込み

読み取り/書き込み 読み取り/書き込み

サブグ

ルー

プ

読み取り 読み取り 読み取り/書き込み
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チャー

ト

読み取り 読み取り 読み取り/書き込み

ルー

ル

読み取り 読み取り 読み取り

チャートにAnalystロールを割り当て、［読み取り/書き込み］権限を設定します。

シナリオ1では、ユーザーロールに基づいて各レベルに権限を設定します。シナリオ2では、ルー

ルに読み取り権限が設定されます。ただし、チャートの権限よりも高い権限をルールに設定す

ることはできません。

注：ルールに対する権限がチャートの権限を超えている場合、権限は適用されません。たと

えば、チャート グループの権限を［アクセス不可］に設定し、［読み取り専用権限をチャートの

ルールに適用します］オプションを指定しても、ルールへの読み取り専用権限が設定されるこ

とはありません。

複数のチャートが選択されているときのチャートのアクセス制御

複数のチャートの権限を変更するときは、それらのチャートを選択し、［チャートの権限］パネル

を使用してアクセス権限を設定する必要があります。選択したアクセス権限は、選択したすべ

てのチャートに適用されます。
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いくつかのルールを含んだ複数のチャートが選択されているときのチャートのアクセス制御

複数のチャートに含まれる複数のルールの権限を変更するには、［チャートの権限］パネルの

チェックボックスをオンにする必要があります。

ルールの権限がチャートの権限よりも低く設定された場合、選択したチャートのすべてのルール

に読み取り専用アクセス権限が適用されます。

注： ユーザー( スーパーユーザー以外) がチャートを作成した場合、スーパーユーザーはその

チャートにアクセスできません。

機能説明

次の表に、［チャートの権限］パネルの各列を示します。

列 説明

ロール Security AnalyticsのUIにログインしたユーザーのロール。

読み取

り/書き

込み

ユーザーは、［チャート］ビューでチャートのアクセス、表示、編集、インポート、

エクスポート、削除を行うことができます。チャートに対する権限も変更できま

す。

読み取

り専用

ユーザーは、［チャート］ビューでチャートのアクセスと表示のみを行うことができま

す。
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列 説明

アクセス

不可

ユーザーは、この権限が設定されたチャートのアクセスまたは表示を行うことは

できません。

これ

らの権

限を、こ

のグルー

プのサブ

グループ

とチャー

トに適

用しま

す

チャート グループとそのサブグループおよびチャートに対し、選択した権限を適

用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

注：このチェックボックスは、チャート グループに対するアクセス権限を設定す

るときにのみ表示されます。

読

み取り

専用権

限を

チャート

のルール

に適用

します

チャート内のルールに対して自動的に権限を適用する場合、このチェックボック

スをオンにします。

トピックス

l チャートのアクセス制御の設定

l チャート グループのアクセス制御の設定

チャートのアクセス制御の設定

このトピックでは、チャートのアクセス制御を設定する手順について説明します。

前提条件

以下の項目について確認します。
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l ユーザーに付与されるアクセス権限はユーザーロールによって決定されます。詳細は、次の

トピックを参照してください： チャートまたはチャート グループのアクセスの管理 .

l チャートのアクセス権限を設定するためには、「読み取り/書き込み」アクセス権限が付与され

ている必要があります。

手順

チャートのアクセス権限を設定するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。

3. ［チャート］パネルで、チャートを選択します。

4. ＞［権限］をクリックします。

［チャートの権限］ダイアログボックスが表示されます。

5. ユーザーロールに付与する権限をボタンで選択します。

6. ( オプション) 依存するルールへの読み取りアクセス権限を付与する場合は、チェックボックス

を選択します。
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注：このチェックボックスを選択すると、アクセス権限のない依存するすべてのルールへの

読み取りアクセス権限が付与されます。

6. ［保存］をクリックします。

選択したチャートの権限が正常に設定されたことを示す確認メッセージが表示されます。

チャート グループのアクセス制御の設定

このトピックでは、チャート グループの権限を設定する手順について説明します。

前提条件

以下の項目について確認します。

l ユーザーに付与されるアクセス権限はユーザーロールによって決定されます。詳細は、次の

トピックを参照してください：チャートまたはチャート グループのアクセスの管理 .

l チャート グループのアクセス権限を設定するためには、「読み取り/書き込み」アクセス権限が

付与されている必要があります。

手順

チャート グループのアクセス権限を設定するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。

3. ［グループ］パネルで、グループを選択します。

4. ＞［権限］をクリックします。

［チャートの権限］ダイアログボックスが表示されます。
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5. ユーザーロールに付与する権限をボタンで選択します。

6. ( オプション) これらの権限をグループのサブグループおよびチャートに適用する場合は、チェッ

クボックスをオンにします。

7. ( オプション) 依存するルールに対する読み取りアクセス権限を付与する場合は、チェックボッ

クスをオンにします。

注：このチェックボックスをオンにすると、依存関係があり、アクセス権限のないすべてのルール

への読み取りアクセス権限が付与されます。

7. ［保存］をクリックします。

選択したチャート グループの権限が正常に設定されたことを示す確認メッセージが表示さ

れます。

チャートのテスト

このトピックでは、時間範囲と選択したチャート タイプに基づいてチャートをテストする手順につ

いて説明します。
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前提条件

［チャートのテスト］ビューのコンポーネントについて理解していることを確認します。詳細は、次

のトピックを参照してください： ［チャートのテスト］ビュー.

手順

チャートをテストするには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。

3. 次のいずれかを実行します。

o ［チャート］のツールバーで をクリックします。

o ［チャート］パネルでチャートをダブルクリックするか、チャートを選択し、 をクリックしま

す。

o ［チャート］パネルで、 ＞［編集］をクリックします。

［チャートのビルド］ビューのタブが表示されます。

4. ［チャートのテスト］をクリックすると、そのチャートが表示されます。

［チャートの表示］ビューのタブが表示されます。

5. ［開始日］と［終了日］の日付範囲を選択します。

6. ［系列］で、［時系列チャート］または［合計チャート］を選択します。

7. ［チャート タイプ］ドロップダウンリストからチャート タイプを選択します。

8. ［テストの実行］をクリックしてテストを実行します。

選択した時間範囲のチャート データが表示されます( 存在する場合) 。

チャートの調査

このトピックでは、チャートを調査する手順について説明します。チャートからInvestigationモ
ジュールに直接移動して調査を実行できます。［チャートの調査］を使用すると、特定の時刻

またはチャートを生成した時間範囲でイベントを調査できます。
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［チャートの表示］ビューには日付を選択できるカレンダーが含まれます。カレンダーで選択した

日付に実行されたチャートのリストが表示されます。チャート名をダブルクリックしてチャートの詳

細を表示できます。

チャート オプションを使用すると、時間範囲を変更したり、チャートの形式( ステップ面、折れ

線、横棒など) を変更できます。

前提条件

アクティブなデータ ソースがあることを確認します。

手順

チャートを調査するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。

3. チャート ツールバーで［チャートをすべて表示］をクリックします。

［チャート オプション］パネルで選択した日付に実行されたすべてのチャートが新しいタブに

表示されます。

4. 詳細を表示するチャートの名前をクリックします。
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5. 次のいずれかを実行します。

l チャートのデータ ポイントをクリックし、そのデータ ポイントを調査します。

l ツールバーの［Investigate］をクリックすると、時間範囲全体を調査できます。

Reportsモジュールのチャートの操作 266



レポート ガイド

Reportsモジュールのアラートの操作

アラート機能は、アラートを定義および表示するために使用します。

トピック

l アラートの概要

l アラートの定義

l アラート テンプレートの定義

l アラートのアクセスの管理

l アラートを生成するためのSecurity Analyticsの構成

l アラートの調査

l Reporting EngineでのTCP/TLSを使用したSyslogアラート メッセージの送信

アラートの概要

このトピックでは、アラートの概要について説明します。アラート機能では、ベースとなるルールを

継続的に実行し、ルールに合致するイベントを検出した場合には、さまざまな方法で通知を

行うことができます。通知には、［レポート］＞［表示］＞［アラート］モジュールへのアラート レコー

ドの出力や、SMTP、SNMP、Syslogを介してアラート メッセージを送信することができます。ア

ラートを定義するには、Security Analyticsのルールを利用します。アラートで利用するルールに

は、一意のwhere句が含まれている必要があります。アラートを作成したら、そのアラートをア

ラート キューに追加します。アラートをキューに追加すると、1分ごとにルールが実行されます( デ
フォルト ) 。

プロパティ 説明 例

名前

注： ［名前］フィールドでは、列のサイズ

を拡大するカーソルアイコンがフィール

ドの端に表示されない場合がありま

す。列を拡大するアイコンを表示する

には、マウスを少し左に置く必要があり

ます。

アラートを識別するために使用

されます。アラートの名前をクリッ

クすると、アラートに関連づけら

れているルールが、［ルールの定

義］パネルに表示されます。

Alert1
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プロパティ 説明 例

説明 アラートの説明に使用されま

す。

テンプ

レート

メッ

セー

ジ

アラートの内容は次のとおりです。

注：Reportsユーザーインタフェースでは、日付と時刻、またはこれらのフィールドへの入力は、

ユーザーのプロファイルで選択したタイムゾーンに基づいて表示されます。デフォルトでは、

Reporting Engineは、1つのメタ キーに同じ値が何度も出現する場合、すべて繰り返し表示

します。アラートの出力に同じメタ値を繰り返し表示したくない場合は、Reporting Engine
サービスの［表示］＞［エクスプローラ］で、［Configuration］＞［AlertConfiguration］に移動

し、「removeRepeatedMetaValue」オプションを有効にします。たとえば、HTTPセッションの

actionメタの値が、get, get, put, put, post, getのように表示されていたとします。こ

のオプションを有効にすると、値は、get, put, postのように表示されます。

アラートの定義

このトピックは、アラートを構成するためのタスクの一覧を示しています。Security Analyticsで
は、アラートの定義、削除、編集、インポート、エクスポートを行うことができます。それぞれの手

順については、個々のトピックで説明しています。

トピックス

l アラートの追加

l アラートの削除

l アラートの無効化

l アラートの編集

l アラートの有効化

l アラートのエクスポート

l アラートのインポート

l アラート リストの更新

アラートの追加

このトピックでは、アラートを追加する手順について説明します。
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前提条件

以下の項目について確認します。

l アラートを追加する前に、一意のwhere句を含むルールを定義済みである必要があります。

l アラート ルールを追加する前に、データ ソースとしてReporting Engineに追加した

ConcentratorにDecoderが接続済みである必要があります。

l ［アラートの作成 /変更］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細

は、次のトピックを参照してください： ［アラートの作成 /変更］ビュー.

手順

アラートを追加するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［アラート］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

3. ［アラート］ツールバーで をクリックします。

［アラートの作成 /変更］タブが表示されます。

注： メタ キーをルールに追加する場合は、${meta.metakey}の形式で指定します。たとえ

ば、「${meta.ip.dst}」のように指定します。

4. ［有効化］をクリックして、アラートを有効にします。

5. ［ルール］フィールドで、次の操作を実行します。

a. ［参照］をクリックします。

［ルールのルックアップ］ダイアログボックスが表示されます。

b. ルールツリーを参照し、ルールを選択します。
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c. ［OK］をクリックします。

［ルール］フィールドにルール名が表示されます。

6. ［データ ソース］ドロップダウンリストからデータ ソースを選択します。

注：データ ソースが表示されない場合は、そのデータ ソースに対する読み取り権限がある

ことを確認します。これはNWDBおよびWarehouseデータ ソースの場合に該当します。場

合に該当します。詳細については、「ホストおよびサービスの構成ガイド」のデータ ソース

の権限の構成に関するトピックを参照してください。

7. ［Decoderへのプッシュ］チェックボックスを選択し、ルールをReporting EngineからDecoderに送

信します。

8. ( オプション) ［説明］フィールドにアラートの説明を入力します。

9. ［重大度］ドロップダウンリストから重大度レベルを選択します。

10. ［通知］フィールドで、次の操作を実行します。

a. 該当する通知を選択します。

［アラートの作成 /変更］ダイアログボックスに、選択した通知のタブが表示されます。

b. ( オプション) 通知の選択を解除して［通知］タブを無効化します。

c. いずれかの［通知］タブを使用して、アクションを定義します。

i. ［レコード］タブで、次の操作を実行します。

a. ［実行］ドロップダウンリストから、アラートを記録する頻度を指定します。

b. レコード メッセージを入力します。メッセージを入力するか、［本文テンプレート］

フィールドでテンプレートを選択し、必要に応じて変更することもできます。

c. ( オプション) テンプレートが定義されている場合は、レコード メッセージのテンプ

レートを選択し、そのまま使用することも、変更して使用することもできます。

ii. ［SMTP］タブで、次の操作を実行します。

a. ［実行］ドロップダウンリストから、アラートのメールメッセージを送信する頻度を

指定します。

b. このアラートの送信先となるメールアドレスを指定します。複数のアドレスを指定

する場合には、コンマで区切って入力します。

c. メールメッセージの件名を入力します。

d. メッセージの本文を入力します。メッセージを入力するか、［本文テンプレート］

フィールドでテンプレートを選択して、必要に応じて変更して使用することもでき

ます。
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e. ( オプション) テンプレートが定義されている場合は、SMTPメッセージのテンプレー

トを選択し、そのまま使用することも、変更して使用することもできます。

iii. ［SNMP］タブで、次の操作を実行します。

a. ［実行］ドロップダウンリストから、アラートのSNMPメッセージを送信する頻度を

指定します。

b. SNMPメッセージを入力します。メッセージを入力するか、［本文テンプレート］

フィールドでテンプレートを選択し、必要に応じて変更することもできます。

c. ( オプション) テンプレートが定義されている場合は、SNMPメッセージのテンプレー

トを選択し、そのまま使用することも、変更して使用することもできます。

iv. ［Syslog］タブで、次の操作を実行します。

注：［Syslog構成］パネルで、複数のSyslogサーバを構成できます。詳細について

は、「ホストおよびサービスの構成ガイド」で「Reporting Engineの［出力アクション］」

トピックを参照してください。

a. をクリックします。

［新しいSyslog構成］ダイアログボックスが表示されます。

b. ［Syslog構成］ドロップダウンリストから、Syslog構成の値を選択します。

c. ［実行］ドロップダウンリストから、アラートのSyslogメッセージを送信する頻度を指

定します。

d. ［ファシリティ］ドロップダウンリストからファシリティを選択します。

e. ［重大度］ドロップダウンリストから重大度レベルを選択します。
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f. Syslogメッセージを入力します。メッセージを入力するか、［本文テンプレート］

フィールドでテンプレートを選択し、必要に応じて変更することもできます。

g. ( オプション) テンプレートが定義されている場合は、Syslogメッセージのテンプレー

トを選択し、そのまま使用することも、変更して使用することもできます。

h. ［保存］をクリックします。

Syslog構成がアラートに追加されます。

11. ［作成］をクリックします。

Security Analyticsによりアラートが作成され、アラートが正常に保存されたことを示す確認

メッセージが表示されます。Security Analyticsにより1分ごとにアラートが実行され、出力アク

ションが実行されます。

アラートの削除

このトピックでは、アラートを削除する手順について説明します。

前提条件

［アラート］ビューのコンポーネントについて理解していることを確認してください。詳細は、次のト

ピックを参照してください：［アラート］ビュー.

手順

アラートを削除するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［アラート］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

3. ［アラート］パネルでアラートを選択し、 をクリックします。

選択したアラートの削除を確認する警告ダイアログが表示されます。

4. ［はい］をクリックすると、アラートが削除されます。

アラートが正常に削除されたことを示す確認メッセージが表示され、選択したアラートが［ア

ラート］パネルから削除されます。

アラートの無効化

このトピックでは、選択したアラートを無効化してDecoderおよびLog Decoderから削除する方法

について説明します。
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前提条件

［アラート］ビューのコンポーネントについて理解していることを確認してください。詳細は、次のト

ピックを参照してください：［アラート］ビュー.

手順

アラートを無効化するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［アラート］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

3. ［アラート］パネルで、［有効］列に と表示されているアラートを選択します。

4. をクリックします。

アラートのステータスが正常に変更されたことを示す確認メッセージが表示されます。

アラートの編集

このトピックでは、アラートを編集する手順について説明します。

前提条件

以下の項目について確認します。

l ［アラート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のトピッ

クを参照してください：［アラート］ビュー.

l ［アラートの作成 /変更］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細

は、次のトピックを参照してください： ［アラートの作成 /変更］ビュー.

手順

アラートを編集するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［アラート］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

3. ［アラート］パネルでアラートを選択し、 をクリックします。

［アラートの作成 /変更］タブが表示されます。
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4. ［ルール］フィールドで、ルールツリーを参照し、別のルールを選択します。

［ルール］フィールドにルール名が表示されます。

5. ( オプション) ［データ ソース］ドロップダウンリストからデータ ソースを選択します。

注：データ ソースが表示されない場合は、そのデータ ソースに対する読み取り権限が

あることを確認します。これはNWDBおよびWarehouseデータ ソースの場合に該当しま

す。詳細については、「ホストおよびサービスの構成ガイド」のデータ ソースの権限の構

成に関するトピックを参照してください。

6. ( オプション) ［説明］フィールドでアラートの説明を変更します。

7. 適切な［通知］タブ( ［レコード］、［SMTP］、［SNMP］、［Syslog］) を変更します。

8. ［保存］をクリックします。

アラートが正常に編集されたことを示す確認メッセージが表示されます。

アラートの有効化

このトピックでは、アラートをアクティブ化する手順について説明します。アラートをアクティブ化す

ると、1分ごとにアラートが実行され、アラートの条件に適合した場合は出力アクションが送信さ

れます。

前提条件

以下の項目について確認します。

l ［アラート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のトピッ

クを参照してください：［アラート］ビュー.
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l ［アラートの作成 /変更］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細

は、次のトピックを参照してください：［テンプレートの作成 /変更］ダイアログ.

手順

アラートを有効にするには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［アラート］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

3. ［アラート］パネルで、［有効］列に と表示されているアラートを選択します。

4. をクリックします。

アラートの状態の変更が成功したことが確認メッセージに示されます。

アラートのエクスポート

このトピックでは、アラートを外部ファイルにエクスポートする手順について説明します。外部ファ

イルは後で他のSecurity Analyticsにインポートできます。

前提条件

［アラート］ビューのコンポーネントについて理解していることを確認してください。詳細は、次のト

ピックを参照してください： ［アラート］ビュー.

手順

アラートを外部ファイルにエクスポートするには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［アラート］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

3. ［アラート］パネルでアラートを選択します。

4. ＞［エクスポート］をクリックします。

エクスポートされたバイナリファイルがローカルドライブに保存されます。

アラートのインポート

このトピックでは、他のSecurity Analyticsインスタンスから［アラート］パネルにアラートをインポート

する手順について説明します。他のSecurity Analyticsインスタンスからインポートするアラート

は、有効なバイナリファイルである必要があります。
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インポート実行時にバイナリファイルを選択し、インポート先に同じ名前を持つアラートが存在

する場合にバイナリファイルに含まれるアラートで上書きするかどうかを指定します。

l 上書きを選択した場合は、重複するすべてのルール、リスト、アラートがバイナリファイルの

内容で上書きされます。

l 上書きを選択しない場合は、重複するルール、リスト、アラートがインポート先に存在する

と、インポートは成功しますが、アラートの重複に関するメッセージは表示されません。

前提条件

以下の項目について確認します。

l 他のSecurity Analyticsインスタンスからアラートをエクスポート済みである必要があります。

l ［アラート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のトピッ

クを参照してください： ［アラート］ビュー.

l ［アラートのインポート］ダイアログのコンポーネントについて理解している必要があります。詳

細は、次のトピックを参照してください：［アラートのインポート］ダイアログ.

手順

他のSecurity Analyticsインスタンスから［アラート］パネルにアラートをインポートするには、次のス

テップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［アラート］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

3. アラート ツールバーで、 ＞［インポート］をクリックします。

［アラートのインポート］ダイアログボックスが表示されます。

4. ［参照］をクリックし、バイナリファイルを選択します。

ファイルシステムが表示されます。

5. バイナリファイルを選択し、［開く］をクリックします。

［チャートのインポート］リストにファイルが追加されます。

6. ( オプション) バイナリファイル内に既存のアラートと同一名のアラートがあった場合、インポー

ト時にそれを上書きするには、［アラート］チェックボックスをオンにします。［上書き］オプション

を選択しないと、同一のアラートがバイナリファイルで検出された場合に、バイナリファイル

はインポートされますが、エラーメッセージは表示されません。

7. ［インポート］をクリックして、バイナリファイルをインポートします。
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アラート リストの更新

このトピックでは、アラート リストを更新する手順について説明します。

前提条件

［アラート］ビューのコンポーネントについて理解していることを確認してください。詳細は、次のト

ピックを参照してください：［アラート］ビュー.

手順

アラート リストを更新するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［アラート］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

3. アラート ツールバーで をクリックし、アラート リストを更新します。

［アラート］パネル全体が更新されます。

アラート テンプレートの定義

このトピックは、アラート テンプレートを構成するためのタスクの一覧を示しています。Security
Analyticsでは、アラート テンプレートの定義、削除、編集、インポート、エクスポートを行うことが

できます。それぞれの手順については、個々のトピックで説明しています。

トピックス

l テンプレートの追加

l テンプレートの削除

l テンプレートの編集

l すべてのテンプレートの表示

テンプレートの追加

このトピックでは、テンプレートを追加する手順について説明します。

前提条件

以下の項目について確認します。

l ［アラート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のトピッ

クを参照してください：［アラート］ビュー.
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l ［テンプレート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のト

ピックを参照してください：テンプレート ツールバー.

手順

テンプレートを追加するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［アラート］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

3. をクリックします。

［テンプレート ビュー］タブが表示されます。

4. ［テンプレート］ツールバーで をクリックします。

［テンプレートの作成 /変更］ダイアログボックスが表示されます。

5. テンプレートの名前を入力します。
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6. アラート メッセージを入力します。

7. ［作成］をクリックします。

テンプレートが正常に作成されたことを示す確認メッセージが表示されます。

テンプレートの削除

このトピックでは、テンプレートを削除する手順について説明します。

前提条件

以下の項目について確認します。

l ［アラート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のトピッ

クを参照してください：［アラート］ビュー.

l ［テンプレート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のト

ピックを参照してください： テンプレート ツールバー.

手順

テンプレートを削除するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［アラート］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

3. をクリックします。

［テンプレート］ビューのタブが表示されます。

4. ［テンプレート］パネルでテンプレートを選択し、 をクリックします。

確認ダイアログが表示されます。

5. ［はい］をクリックすると、テンプレートが削除されます。

テンプレートが正常に削除されたことを示す確認メッセージが表示されます。

テンプレートの編集

このトピックでは、テンプレートを編集する手順について説明します。
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前提条件

以下の項目について確認します。

l ［アラート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のトピッ

クを参照してください：［アラート］ビュー.

l ［テンプレート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のト

ピックを参照してください：テンプレート ツールバー.

l ［テンプレートの作成 /変更］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳

細は、次のトピックを参照してください：［テンプレートの作成 /変更］ダイアログ.

手順

テンプレートを編集するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［アラート］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

3. をクリックします。

［テンプレート］ビューのタブが表示されます。

4. ［テンプレート］パネルでテンプレートを選択し、 をクリックします。

［テンプレートの作成 /変更］ダイアログボックスが表示されます。

5. テンプレート名とアラート メッセージを変更します。

6. ［保存］をクリックします。

テンプレートが正常に編集されたことを示す確認メッセージが表示されます。

すべてのテンプレートの表示

このトピックでは、すべてのテンプレート メッセージを表示する手順について説明します。

前提条件

以下の項目について確認します。
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l ［アラート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のトピッ

クを参照してください：［アラート］ビュー.

l ［テンプレート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のト

ピックを参照してください：テンプレート ツールバー.

手順

すべてのテンプレート メッセージを表示するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［アラート］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

3. アラート ツールバーで［テンプレート］をクリックします。

［テンプレート］ビューのタブにテンプレートのリストが表示されます。

アラートのアクセスの管理

このトピックでは、アラートを管理するためにユーザーロールに応じてユーザーに与えられる、アク

セス権限の概要を示します。Reportsモジュールでは、アラート レベルでアクセス制御を行いま

す。Reportsモジュールでタスクを実行できるのは、適切な権限を持っているユーザーだけです。

アクセス制御は、［Administration］＞［セキュリティ］＞［ロール］タブから管理者が管理します。

注：Reporting Engineのアラートの権限には、ESA( イベント ストリーム分析) と区別するために

先頭に「RE」というプレフィックスが付いています。

管理者が特定のタスクを実行するユーザーやユーザーロールを作成する場合、そのタスクを実

行するための権限だけでなく、関連するモジュールやページなどに対する権限も付与する必要

があります。

アラートへのアクセス権限は特定のユーザーロールに関連付けることができます。これにより、

ユーザーがSecurity Analyticsにログインすると、そのユーザーのロールがアクセス権限を持つア

ラートのみを表示できます。［読み取り/書き込み］アクセス権限のあるユーザーロールに属する

ユーザーはアラートを定義できます。また、［読み取り専用］アクセスのユーザーのみがアラートに

アクセスするようにアクセスを制限できます。

Security Analyticsでは、ユーザーロールに、次のアクセス権限をアラート レベルで設定できま

す。

l 読み取り/書き込み

l 読み取り専用

l アクセス不可
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アラートのアクセス制御

アラートの権限を変更する場合は、アラートを選択し、［アラートの権限］パネルでアラートのアク

セス権限を設定する必要があります。

アラートの権限を適用する前、すべてのユーザーロールにはデフォルトで［アクセス不可］権限が

設定され、チェックボックスはオフになっています( 図を参照) 。

特定のユーザーロールのアクセス権限を変更するには、図に示すようにアラート レベルでアクセ

ス権限を設定する必要があります。たとえば、Administratorsが特定のアラートにアクセスでき

るよう、［アラートの権限］パネルで「読み取り/書き込み」権限を設定します。

また、チェックボックスを選択し、アラート内のルールに読み取り専用権限を適用できます。
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2つのシナリオについて簡単に説明します。

l シナリオ1：ユーザーロールに基づいてアラート /ルールに権限を適用。

l シナリオ2：アラートのルールに読み取り専用の権限を適用。

ロール

(Analysts)

ユーザーロールに基づいてアラート

/ルールに権限を適用

アラート内のルールに権限(読

み取り専用)を適用

ア

ラー

ト

読み取り/書き

込み

読み取り/書き込み 読み取り/書き込み

ルー

ル

読み取り 読み取り 読み取り

アラートに、Analystロールを割り当て、アラートに対する権限を［読み取り/書き込み］に設定し

ます。

シナリオ1では、ユーザーロールに基づいて各レベルに権限を設定します。シナリオ2では、読み

取りの権限がルールに対して設定されます。ただし、ルールに対する権限がアラートに対する

権限よりも上位レベルであってはなりません。
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注：ルールに対する権限がアラートに対する権限よりも上位レベルである場合、この権限は

適用されません。たとえば、アラートに対する権限を［アクセス不可］に設定した場合、［読み

取り専用権限をアラートのルールに適用します］オプションをオンにしても、読み取り専用の権

限はルールに対して設定されません。

複数のアラートが選択された場合のアラートのアクセス制御

複数のアラートの権限を変更する場合は、複数のアラートを選択し、［アラートの権限］パネル

でそれらのアクセス権限を設定する必要があります。選択したアクセス権限は、選択したすべ

てのアラートに適用されます。

特定ユーザーでのログインおよびアクセス権の詳細表示

アラートに対する「読み取り専用」アクセス権限があるユーザーとしてSecurity Analyticsユーザー

インタフェースにログインすると、すべてのアラートに記号

( ) が表示され、この記号をクリックすると「読み取り専用」とポップアップが表示されます。

アラートに対する「読み取り/書き込み」アクセス権限がないユーザーとしてSecurity Analytics
ユーザーインターフェイスにログインすると、［アラート］パネルには各アラートが記号( ) ととも
に、グレー表示されます。

次の図は、最低限の「読み取り/書き込み」アクセス権限でログインしたときのアラート リスト パ

ネルを示しています。

Reportsモジュールのアラートの操作 284



レポート ガイド

注：( スーパーユーザー以外の) ユーザーがアラートを作成する場合、スーパーユーザーはその

アラートにアクセスできません。

次の表に、［アラートの権限］パネルの各列のリストを示します。

列 説明

ロール Security AnalyticsのUIにログインしたユーザーのロール。

読み取

り/書き

込み

ユーザーは、［アラート］ページでアラートのアクセス、表示、編集、インポート、エク

スポート、削除を行うことができます。アラートに対する権限も変更できます。

読み取

り専用

ユーザーは、［アラート］ページでアラートのアクセスと表示のみを行うことができま

す。

アクセス

不可

ユーザーは、この権限が設定されているアラートにアクセスすることもアラートを表

示することもできません。

読み

取り専

用権限

をアラー

トのルー

ルに適

用します

このチェックボックスをオンにすると、アラート内のルールに権限が自動的に適用さ

れます。

トピックス

l アラートのアクセス制御の設定
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アラートのアクセス制御の設定

このトピックでは、アラートのアクセス制御を設定する手順について説明します。

前提条件

以下の項目について確認します。

l ［アラート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のトピッ

クを参照してください：［アラート］ビュー.

l ユーザーに付与されるアクセス権限はユーザーロールによって決定されます。詳細は、次の

トピックを参照してください： アラートのアクセスの管理 .

l アラートのアクセス権限を設定するためには、「読み取り/書き込み」アクセス権限が付与され

ている必要があります。

手順

アラートのアクセス権限を設定するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［アラート］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

3. ［アラート］パネルでアラートを選択します。

4. ＞［権限］をクリックします。

［アラートの権限］ダイアログボックスが表示されます。
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5. ユーザーロールに付与する権限をボタンで選択します。

6. ( オプション) 依存するルールへの読み取りアクセス権限を自動的に付与する場合は、チェッ

クボックスを選択します。

注：このチェックボックスを選択すると、アクセス権限のない依存するすべてのルールへの読み

取りアクセス権限が付与されます。

6. ［保存］をクリックします。

選択したアラートの権限が正常に設定されたことを示す確認メッセージが表示されます。

アラートを生成するためのSecurity Analyticsの構成

このトピックでは、アラートを生成するためのSecurity Analyticsの構成手順について説明しま

す。

手順

アラートを生成するようにSecurity Analyticsを構成するには、次の手順を実行します。
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1. Reporting EngineにNWDBデータ ソースを構成します。

2. アラートを作成します。

a. アラートを追加または変更します：［アラートの作成 /変更］ビュー.

b. ( オプション) アラート メッセージ テンプレートを設定します： テンプレート ツールバー.

3. アラートのスケジュールを設定します：アラート スケジュールの表示 .
［アラート スケジュール］でアラートを有効にすると、Security Analyticsによってアラートが1分
ごと( デフォルト ) に実行されます。

4. 発行されたアラートを表示します：アラート リストの表示 .

トピックス

l スケジュール設定されたアラートの無効化

l アラート リストの表示

l アラート スケジュールの表示

スケジュール設定されたアラートの無効化

このトピックでは、スケジュール設定されたアラートを無効にして削除する手順について説明し

ます。

前提条件

以下の項目について確認します。

l ［アラート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のトピッ

クを参照してください：［アラート］ビュー.

l ［アラート スケジュール］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細

は、次のトピックを参照してください：［アラート スケジュール］ビューの表示 .

手順

スケジュール設定されたアラートを無効にするには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［アラート］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

3. をクリックします。

［アラート スケジュール］ビューのタブが表示されます。
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4. ［アラート スケジュール］パネルで、無効にするスケジュール設定されたアラートを選択しま

す。

5. をクリックします。

アラートのステータスが正常に変更されたことを示す確認メッセージが表示され、［アラート］

パネルでアラートが利用可能になります。

アラート リストの表示

このトピックでは、アラートを表示する手順について説明します。選択した日付とアラートの最

大数に基づいてアラートを表示できます。

前提条件

以下の項目について確認します。

l ［アラート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のトピッ

クを参照してください：［アラート］ビュー.

l ［アラート ビュー］パネルのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次

のトピックを参照してください： ［アラート ビュー］パネル.

手順

アラートを表示するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［アラート］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

3. ［アラート］パネルのツールバーで、［アラートの表示］をクリックします。

［表示］タブに［アラート ビュー］パネルが表示されます。
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4. ドロップダウンリストで、アラートを表示する時間範囲を選択します。

5. ［アラート件数］の値を入力します。

選択したフィルタ値に基づいてアラート リストが表示されます。

アラート スケジュールの表示

このトピックでは、スケジュール設定されたアラートを表示する手順について説明します。アラー

トの状態を確認するには、アラート スケジュールを表示する必要があります。

前提条件

以下の項目について確認します。

l ［アラート］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のトピッ

クを参照してください： ［アラート］ビュー.

l ［アラート スケジュール］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細

は、次のトピックを参照してください： ［アラート スケジュール］ビューの表示 .

手順

スケジュール設定されたアラートを表示するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［アラート］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

3. アラート ツールバーで、［スケジュールの表示］をクリックします。

［アラート スケジュール］タブに、スケジュール設定されたアラートのリストが表示されます。
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アラートの調査

このトピックでは、アラートを調査する手順について説明します。トリガーされたアラートは詳細を

調査することができます。特定のアラートについての詳細は、Investigationモジュールに表示され

ます。

前提条件

［アラート ビュー］パネルのコンポーネントについて理解しておく必要があります。詳細は、次のト

ピックを参照してください： ［アラート ビュー］パネル.

手順

手順

アラートを調査するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［アラート］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

3. ［アラート ］パネルのツールバーで、［アラートの表示］をクリックします。

［表示］タブに［アラート ビュー］パネルが表示されます。

4. 次のいずれかを実行します。

o 調査したいアラートの ボタンをクリックします。

Investigationモジュールが開き、指定したアラートに該当する最初のセッションの詳細が

表示されます。
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o 調査したいアラートのアラート名をクリックします。

Investigationモジュールが開き、アラートが記録された時間帯における、そのアラートに一

致するセッションがすべて表示されます。

Reporting EngineでのTCP/TLSを使用したSyslogアラート メッセージの

送信

このトピックでは、アラートがトリガーされたときに、TLS( Transport Layer Security) を使用して

TCP経由でSyslogメッセージを送信できるようにするためのReporting Engineの構成手順につい

て説明します。

前提条件

使用環境にTCP/TLSをサポートしているSyslogサーバが設置され、構成されていることを確認

してください。たとえば、WinSyslogなどがこれに該当します。

手順

Reporting EngineからTCP/TLS経由でSyslogアラートが送信されるよう構成するには、次の手順

を実行します。

1. 必要な証明書を入手します。

2. ( オプション) 証明書の形式をPEMからJKSに変換します。

3. Reporting EngineサーバおよびSyslogサーバ用に生成されたキーのペアをコピーします。

4. Security Analyticsでアラート メッセージの配信を構成

タスク1：必要な証明書を入手

次の手順を実行して、Reporting EngineからTCP/TLS経由でSyslogメッセージを送信するため

に必要な証明書を作成します。

1. CA( 認証機関) の証明書を作成します。詳細については、

http://www.rsyslog.com/doc/tls_cert_ca.htmlを参照してください。

注：使用環境にすでにCAが構成されている場合は、このステップを省略できます。

2. Reporting Engineサーバ用のキーペア( 公開鍵と秘密鍵) を作成します。詳細については、

http://www.rsyslog.com/doc/tls_cert_machine.htmlを参照してください。

3. Syslogサーバ用のキーペアを生成します。詳細については、

http://www.rsyslog.com/doc/tls_cert_machine.htmlを参照してください。

Reportsモジュールのアラートの操作 292

http://www.rsyslog.com/doc/tls_cert_ca.html.htm
http://www.rsyslog.com/doc/tls_cert_machine.html.htm


レポート ガイド

注：同一のCAによって作成されたキーと証明書を使用してSyslogサーバのセキュリティがすで

に構成されている場合は、このステップを省略できます。

タスク2：(オプション)証明書の形式をPEMからJKSに変換

証明書をPEM( Privacy Enhanced Mail) 形式で作成した場合は、これをJKS( Java KeyStore)
形式に変換する必要があります。Reporting Engineがインストールされているマシンで、次の手

順を実行します。

PEM形式の証明書をJKS形式に変換するには、次の手順を実行します。

1. 既存のPEM形式の証明書をPKCSファイルに変換します。コマンド コンソールで、次のコマ

ンドを実行します。

openssl pkcs12 -export -in <certificate.pem> -inkey <private_

key.pem> -out <sample>.p12 -name re

-CAfile ca.pem -caname root

各項目の説明は、次のとおりです。

l certificate.pem：PEM形式の証明書。

l private_key.pem：PEM形式の秘密鍵。

l sample：変換時に作成されるPKCS12ファイル。

l ca.pem：CA証明書。

2. 既存のPKCS12ファイルをJKS形式の証明書に変換して、キーストアを作成します。コマンド

コンソールで、次のコマンドを実行します。

keytool -importkeystore -destkeystore<re-keystore.jks> -srckeystore

<sample>.p12 -srcstoretype PKCS12 -alias re

各項目の意味は以下のとおりです。

l re-keystore.jks：JKS形式の証明書。

l sample：変換時に作成されるPKCS12ファイル。

l ca.pem：CA証明書。

3. CA証明書( ca.pem) をトラストストアに追加します。コマンド コンソールで、次のコマンドを実

行します。

keytool -importcert -alias myca -file <ca.pem> -keystore <re-

truststore.jks>

各項目の意味は以下のとおりです。

l ca.pem：CA証明書。

l re-truststore.jks：JKS形式のCA証明書。
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注：変換時にキーストアおよびトラスト ストアに指定するパスワードをメモしておいてください。

これらのパスワードは、Security AnalyticsでSECURE_TCPを有効にするときに指定する必要

があります。

タスク3：生成したキーペアをコピー

キーペア( キーストアとトラストストア) を、作成した場所からReporting Engineサーバの

/home/rsasoc/rsa/soc>/reporting-engine/keystores/に手動でコピーします。

タスク4：Security Analyticsでアラート メッセージの配信を構成

アラートがトリガーされたときに、Reporting EngineがTLS( Transport Layer Security) を使用して

TCP経由でSyslogメッセージを送信するように構成します。Reporting Engineの［サービス］の［構

成］ビューにアクセスし、［出力アクション］タブで［SECURE_TCP］を有効にします。詳細につい

ては、「ホストおよびサービスの構成ガイド」で「Reporting Engineの［出力アクション］」トピックを

参照してください。
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Reportsモジュールのリストの使用

リスト 機能は、レポートで使用できるリストの定義および表示に使用されます。

トピック：

l リストの概要

l リスト グループおよびリストの定義

l リストまたはリスト グループのアクセス管理

リストの概要

このトピックでは、リストの概要について説明します。リストは、コンマで区切られた値の集合を

参照する変数です。 リストは、ルールに挿入したりルールアクションの引数として使用したりで

きます。リストは他の値のプレースホルダーとして機能でき、必要に応じて入力したり、更新し

たりできます。

注：UI( ユーザーインタフェース) に表示される日付または時刻は、ユーザーが選択したタイム

ゾーンプロファイルによって異なります。

リストは空にできません。また、重複する値を指定したり、値を空白にすることはできません。た

とえば、リストの値が1つであっても、空白であってはなりません。

注：Then句にlookup_and_addが含まれるルールを持つレポートを定義して、レポートをリストに

出力する場合、リストには結果は表示されません。

たとえば、Select句にip.src、Then句にlookup_and_add ('ip.dst','ip.src', 10)が含まれるルール

を作成する場合、レポートには結果が表示されますが、リストを出力先にした場合はリストは

空になります。

リスト グループおよびリストの定義

このトピックでは、リスト グループおよびリストを構成するためのタスクの一覧を示します。Security
Analyticsでリスト グループやリストの定義、削除、編集、インポート、エクスポートを行うことがで

きます。それぞれの手順については、個々のトピックで説明しています。

トピックス

l リストの追加

l リスト グループの追加

l リストの削除

l リスト グループの削除
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l リストの複製

l リストの編集

l リストのエクスポート

l リスト グループのエクスポート

l リストおよびリスト グループのインポート

リストの追加

このトピックでは、リストを作成する手順について説明します。リストは、グループ内またはルート

フォルダ内に追加できます。

前提条件

以下の項目について確認します。

l ［リスト］ビューのコンポーネントを理解している必要があります。詳細は、次のトピックを参照

してください：［リスト］ビュー.

l ［リストのビルド］ビューのコンポーネントを理解している必要があります。詳細は、次のトピック

を参照してください：［リストのビルド］ビュー.

手順

リストを作成するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［リスト］をクリックします。

［リスト］ビューが表示されます。

3. ［リスト］のツールバーで をクリックします。

［リストのビルド］ビューのタブが表示されます。
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4. ［名前］フィールドに、リストの一意の名前を入力します。

5. ［説明］フィールドに、リストの説明を入力します。

6. ［リスト値］フィールドで、次のいずれかを実行します。

l ［値の挿入］をクリックして、コンマ区切り値を入力します。ファイルまたは定義済みの他

のリストから値のリストを貼り付けることもできます。

l ［値］列に、値を入力します。

7. 実行時に値に引用符を直接挿入する場合は、［すべての値に対して引用符を挿入しま

す］オプションを選択します。

8. ［保存］をクリックします。

リスト グループの追加

このトピックでは、リスト グループとリスト サブグループを追加する手順について説明します。
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前提条件

［リスト］ビューのコンポーネントを理解している必要があります。詳細は、次のトピックを参照し

てください： ［リスト］ビュー.

手順

リスト グループおよびリスト サブグループを追加するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［リスト］をクリックします。

［リスト］ビューが表示されます。

3. 次のいずれかの操作を実行します。

l リスト グループを作成するには、次の手順を実行します。

1. ［リスト］の［グループ］パネルで、 をクリックします。

次の図は、［リスト］の［グループ］パネルに追加された新しいリスト グループを示してい

ます。

Reportsモジュールのリストの使用 298



レポート ガイド

2. リスト グループの名前を入力し、Enterキーを押します。

l リスト サブグループを追加するには、次の手順を実行します。

1. ［リスト］の［グループ］パネルで、サブグループの追加先リスト グループを選択し

ます。

2. をクリックします。

リスト グループに新しいリスト サブグループが追加されます。

3. リスト サブグループの名前を入力し、Enterキーを押します。

リストの削除

このトピックでは、1つまたは複数のリストを削除する手順について説明します。

前提条件

［リスト］ビューのコンポーネントを理解している必要があります。詳細は、次のトピックを参照し

てください： ［リスト］ビュー.

手順

リストを削除するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［リスト］をクリックします。

［リスト］ビューが表示されます。
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3. ［リスト］パネルで、次のいずれかを実行します。

l 削除する1つまたは複数のリストを選択し、［リスト］のツールバーで をクリックします。

l > ［削除］をクリックします。

選択したリストの削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

注：リストを削除する前に、そのリストがどのルールにも関連づけられていないこと

を確認します。

4. ［はい］をクリックすると、リストが削除されます。

リストが正常に削除されたことを示す確認メッセージが表示され、選択したリストが［リスト］

ビューのパネルから削除されます。

リスト グループの削除

このトピックでは、リスト グループを削除する手順について説明します。

前提条件

［リスト］ビューのコンポーネントを理解している必要があります。詳細は、次のトピックを参照し

てください： ［リスト］ビュー.

手順

リスト グループを削除するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［リスト］をクリックします。

［リスト］ビューが表示されます。

3. ［グループ］パネルでグループを選択し、 をクリックします。

選択したグループの削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

注意：グループを削除すると、そのグループに含まれるすべてのサブグループとリストが削除

されます。

4. ［はい］をクリックすると、選択したグループが削除されます。

グループが正常に削除されたことを示す確認メッセージが表示され、選択したグループが［リ

スト］の［グループ］パネルから削除されます。
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注：ルールまたはアラートで参照されているリストが含まれているリスト グループを削除しようと

すると、リストがルールで参照されていることを示す警告メッセージが表示されます。

リストの複製

このトピックでは、リストを複製する手順について説明します。

前提条件

［リスト］ビューのコンポーネントを理解している必要があります。詳細は、次のトピックを参照し

てください：［リスト］ビュー.

手順

リストを複製するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［リスト］をクリックします。

［リスト］ビューが表示されます。

3. ［リスト］パネルで、複製するリストを選択します。

注：複製できるリストは、一度に1つです。

4. ［リスト］のツールバーで をクリックします。

リストの編集

このトピックでは、リストを編集する手順について説明します。
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前提条件

以下の項目について確認します。

l ［リスト］ビューのコンポーネントを理解している必要があります。詳細は、次のトピックを参照

してください： ［リスト］ビュー.

l ［リストのビルド］ビューのコンポーネントを理解している必要があります。詳細は、次のトピック

を参照してください： ［リストのビルド］ビュー.

手順

リストを編集するには、次のステップを実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［リスト］をクリックします。

［リスト］ビューが表示されます。

3. ［リスト］パネルで、編集するリストを選択します。

4. 次のいずれかの操作を実行します。

l ［リスト］のツールバーで をクリックします。

l ［リスト］パネルで、 ＞［編集］をクリックします。

［リストのビルド］ビューのタブが表示されます。
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注：一度に編集できるリストは1つだけです。

5. 必要なフィールドに変更を加え、リストに新しい値を追加します。

6. ［保存］をクリックします。

リストが正常に保存されたことを示す確認メッセージが表示されます。

リストのエクスポート

このトピックでは、［リスト］ビューのパネルからリストをエクスポートする手順について説明します。

前提条件

［リスト］ビューのコンポーネントを理解している必要があります。詳細は、次のトピックを参照し

てください： ［リスト］ビュー.

手順

リストをエクスポートするには、次の手順を実行します。
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1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［リスト］をクリックします。

［リスト］ビューが表示されます。

3. ［リスト］パネルで、次のいずれかを実行します。

l リストを選択し、［リスト］ツールバーで ＞［エクスポート］をクリックします。

l ＞［エクスポート］をクリックします。

ファイルを保存するためのダイアログが表示されるます。

注：一度にエクスポートできるリストは1つだけです。

リスト グループのエクスポート

このトピックでは、リスト グループをエクスポートする手順について説明します。選択したリスト グ

ループをファイルとして外部にエクスポートし、後でSecurity Analyticsにインポートできます。［リス

ト］パネルで何も選択しない場合、リスト ツリー全体がエクスポートされます。エクスポートを行う

と、バイナリ形式の単一のエクスポート ファイルが生成されます。

前提条件

［リスト］ビューのコンポーネントを理解している必要があります。詳細は、次のトピックを参照し

てください： ［リスト］ビュー.

手順

リスト グループ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、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［リスト］をクリックします。

［リスト］ビューが表示されます。

3. ［グループ］パネルで、エクスポートするリストが含まれるリスト グループを選択します。

4. ＞［エクスポート］をクリックします。

エクスポートされたファイルがローカルドライブに保存されます。
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リストおよびリスト グループのインポート

このトピックでは、リストとリスト グループをインポートする手順について説明します。Security
Analyticsインスタンスのリストおよびリスト グループを、［グループ］パネルのリスト ツリーにインポー

トできます。リストは、Security Analyticsインスタンスからエクスポートされた有効なバイナリファイ

ルからインポートすることができます。

前提条件

以下の項目について確認します。

l Security Analyticsインスタンスからリストまたはリスト グループをエクスポート済みである必要が

あります。

l ［リスト］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のトピック

を参照してください： ［リスト］ビュー.

手順

リストまたはリスト グループをインポートするには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［リスト］をクリックします。

［リスト］ビューが表示されます。

3. 次のいずれかの操作を実行します。

l ［グループ］パネルのツールバーで、 ＞［インポート］をクリックします。

l ［リスト］パネルのツールバーで、 ＞［インポート］をクリックします。

［リストのインポート］ダイアログボックスが表示されます。

4. ［参照］をクリックして、リストが格納されているファイルを参照して選択します。

5. ［インポート］をクリックします。

注：上書きオプションを選択しない場合は、インポート中に重複するリストが存在すると、リス

トはインポートされますが、リストの重複に関するメッセージは表示されません。
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リストまたはリスト グループのアクセス管理

このトピックでは、ユーザーロールに応じて付与されるリストまたはリスト グループを管理するため

のアクセス権限について説明します。Reportsモジュールでは、リストおよびリスト グループレベル

でアクセス制御を行います。Reportsモジュールでタスクを実行できるのは、適切な権限を持って

いるユーザーだけです。アクセス制御は［Administration］＞［セキュリティ］＞［ロール］タブから

管理者が管理します。

管理者が特定のタスクを実行するユーザーやユーザーロールを作成する場合、そのタスクを実

行するための権限だけでなく、関連するモジュールやページなどに対する権限も付与する必要

があります。

リストおよびリスト グループへのアクセス権限は特定のユーザーロールに関連付けることができま

す。これにより、ユーザーがSecurity Analyticsにログインすると、そのユーザーのロールがアクセス

権限を持つリストのみを表示できます。リストに対するフルアクセス権を持つのは、［読み取り/書
き込み］アクセス権限を持つユーザーロールに属しているユーザーです。また、［読み取り専用］

アクセスのユーザーのみがリストにアクセスするようにアクセスを制限できます。

注：グループ内のリストを表示するには、そのグループに対する「読み取り専用」権限が必要

です。

Security Analyticsでは、ユーザーロールに、次のアクセス権限をリスト レベルで設定できます。

l 読み取り/書き込み

l 読み取り専用

l アクセス不可

たとえば、Analysts ロールがリスト グループ内のすべてのリストにアクセスできるようにするには、リ

スト グループレベルで「読み取り/書き込み」権限を設定できます。また、Operator ロールが特

定のリスト グループ内のリストにアクセスできないようにするには、リスト グループレベルで「アクセ

ス不可」権限を設定できます。

権限はリスト グループに対してのみ設定され、リスト グループ内のリストやサブグループには設定

されません。

リスト グループのアクセス制御

リスト グループの権限を変更する場合は、リスト グループを選択してから、［リストの権限］パネ

ルを使用してアクセス権限の設定を行う必要があります。

リスト グループの権限を適用する前、すべてのユーザーロールにはデフォルトで「アクセス不可」

権限が設定され、チェックボックスはオフになっています( 図を参照) 。
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特定のユーザーロールのアクセス権限を変更するには、リスト グループレベルで権限を設定す

る必要があります( 図を参照) 。Administratorsがリスト グループ内のすべてのリストにアクセス

できるようにするには、「読み取り/書き込み」権限を［リストの権限］パネルで設定します。

また、グループ内のサブグループやリストに権限を適用する場合は、チェックボックスをオンにしま

す( 図を参照) 。

2つのシナリオについて簡単に説明します。
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l シナリオ1：ユーザーロールに基づいてリスト グループ/サブグループに権限を適用。

l シナリオ2：グループ内のサブグループとリストに権限を適用。

ロール

(Analysts)

ユーザーロールに基づいてリスト グループ

/サブグループに権限を適用

グループ内のサブグループと

リストに権限を適用

グループ 読み取り/書き込み 読み取り/書き込み

サブグループ 読み取り 読み取り/書き込み：継承

リスト 読み取り 読み取り/書き込み：継承

設定したアクセス権限は、グループのサブグループと子オブジェクトに適用することができます。

リスト グループにAnalystsロールを割り当て、［読み取り/書き込み］権限が設定されています。

シナリオ1では、ユーザーロールに応じて各レベルに権限を設定します。シナリオ2では、リスト グ

ループレベルの権限がグループ内のサブグループとリストによって継承されます。

リストのアクセス制御

リストの権限を変更する場合は、リストを選択してから、［リストの権限］パネルを使用してアク

セス権限の設定を行う必要があります。

リストの権限を適用する前、すべてのユーザーロールにはデフォルトで「アクセス不可」権限が

設定され、チェックボックスはオフになっています( 図を参照) 。
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特定のユーザーロールのアクセス権限を変更するには、リスト レベルで権限を設定する必要が

あります( 図を参照) 。Administratorsが特定のリストにアクセスできるようにするには、「読み取

り/書き込み」権限を［リストの権限］パネルで設定します。

複数のリストが選択されている場合のリストのアクセス制御

複数のリストの権限を変更する場合は、一度に複数のリストを選択して、［リストの権限］パネ

ルでアクセス権限を設定できます。選択したアクセス権限は、選択したすべてのリストに適用さ

れます。

注：ロール名の横に「*」が表示される場合、そのユーザーロールで別の権限が有効であるこ

とを示しています。変更が必要な場合は、ユーザーロールを選択してアクセス権限を変更し

ます。
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注：( ADMIN以外の) ユーザーがリストを作成した場合、ADMINはそのリストにアクセスでき

ません。

機能説明

次の表に、［リストの権限］パネルの各列を示します。

列 説明

ロール Security Analyticsのユーザーインタフェースにログインしたユーザーのロール。

読み取り

/書き込

み

ユーザーは、［リスト］ビューでリストのアクセス、表示、編集、削除、インポート、エ

クスポートを行うことができます。リストに対する権限も変更できます。

読み取り

専用

ユーザーは、［リスト］ビューでリストのアクセスと表示のみを行うことができます。

アクセス

不可

ユーザーは、この権限が設定されたリストのアクセスまたは表示を行うことはできま

せん。

トピックス
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l リストのアクセス制御の設定

l リスト グループのアクセス制御の設定

リストのアクセス制御の設定

このトピックでは、リストの権限を設定する手順について説明します。リストの権限はリスト パネ

ルから設定できます。Security Analyticsでは、ユーザーロールに、次のアクセス権限をリスト レ

ベルで設定できます。

l 読み取り/書き込み：リストを表示または編集します。

l 読み取り専用：リストを表示します。

l アクセス不可：リストの表示または編集はできません。

前提条件

以下の項目について確認します。

l ［リスト］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のトピック

を参照してください： ［リスト］ビュー.

l リストのアクセス権限を設定するためには、「読み取り/書き込み」アクセス権限が付与されて

いる必要があります。

手順

リストのアクセス制御を設定するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［リスト］をクリックします。

［リスト］ビューが表示されます。

3. ［リスト］パネルでリストを選択します。

4. リストのツールバーで、 ＞［権限］をクリックします。

［リストの権限］ダイアログが表示されます。
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5. 各ユーザーロールの適切なアクセス権限を選択し、［保存］をクリックします。

選択したリストの権限が正常に設定されたことを示す確認メッセージが表示されます。

リスト グループのアクセス制御の設定

このトピックでは、リスト グループの権限を設定する手順について説明します。リスト グループの

権限は［リスト］の［グループ］パネルから設定できます。Security Analyticsでは、ユーザーロール

に、次のアクセス権限をリスト グループレベルで設定できます。

l 読み取り/書き込み：リスト グループを表示または編集します。

l 読み取り専用：リスト グループを表示します。

l アクセス不可：リスト グループの表示または編集はできません。

前提条件

以下の項目について確認します。

l ［リスト］ビューのコンポーネントについて理解している必要があります。詳細は、次のトピック

を参照してください： ［リスト］ビュー.

l リスト グループのアクセス権限を設定するためには、「読み取り/書き込み」アクセス権限が付

与されている必要があります。

手順

リスト グループのアクセス制御を設定するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［リスト］をクリックします。
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［リスト］ビューが表示されます。

3. ［グループ］パネルで、リスト グループを選択します。

4. ＞［権限］をクリックします。

［リストの権限］ダイアログが表示されます。

5. ( オプション) 選択した権限を、このグループのサブグループとリストに適用する場合は、チェッ

クボックスを選択します。

6. ［保存］をクリックします。

選択したリスト グループの権限が正常に設定されたことを示す確認メッセージが表示されま

す。
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Reportsモジュールの参考資料

このトピックでは、Security AnalyticsのReportsユーザーインタフェースの特徴や機能について説

明します。参考情報は、ユーザーインタフェース内の場所によって次のようにグループ化されま

す。アラート、チャート、リスト、レポート、ルール。

トピック

l アラートに関する参考情報

l ［アラートの権限］ダイアログ

l ［アラート］ビュー

l ［アラートの作成 /変更］ビュー

l ［アラートのインポート］ダイアログ

l テンプレートに関する参考情報

l ［テンプレートの作成 /変更］ダイアログ

l テンプレート ツールバー

l ［アラート ビュー］パネル

l ［アラート スケジュール］ビューの表示

l チャートに関する参考情報

l ［チャートのビルド］ビュー

l ［チャートの権限］ダイアログ

l ［チャート］ビュー

l ［チャートのインポート］ダイアログ

l ［チャートのテスト］ビュー

l ［チャートの表示］パネル

l リストに関する参考情報

l ［リストのビルド］ビュー

l ［リストの権限］ダイアログ

l ［リスト］ビュー

l レポートに関する参考情報
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l ［レポートのビルド］ビュー

l ［レポートのインポート］ダイアログ

l ［レポートの権限］ダイアログ

l ［レポート］ビュー

l スケジュールに関する参考情報

l 機能

l 機能

l 機能

l 機能

l 機能

l ［ロゴの選択］ダイアログ

l ［レポートをすべて表示］パネル

l ［レポートの表示］パネル

l ルールに関する参考情報

l ［ルールのビルド］ビュー

l 集計クエリー

l ［ルールの権限］ダイアログ

l ［ルール］ビュー

l IPDBイベント ソースの指定

l Warehouseデータベースのルール定義モード

l 詳細なルールの一般的な構文

l All Event Categoriesレポート

アラートに関する参考情報

Reportsモジュールのユーザーインターフェイスでは、Security Analytics Alertsにアクセスできま

す。このトピックでは、ユーザーインタフェースに関する説明のほか、アラートの管理に役立つ参

考情報も示しています。

トピック
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l ［アラートの権限］ダイアログ

l ［アラート］ビュー

l ［アラートの作成 /変更］ビュー

l ［アラートのインポート］ダイアログ

l テンプレートに関する参考情報

l ［テンプレートの作成 /変更］ダイアログ

l テンプレート ツールバー

l ［アラート ビュー］パネル

l ［アラート スケジュール］ビューの表示

［テンプレートの作成 /変更］ダイアログ

このトピックでは、［テンプレートの作成 /変更］ダイアログの機能について説明します。［テンプ

レートの作成 /変更］ダイアログで、アラートの作成時に使用するアラートのテンプレートをカスタ

マイズできます。このダイアログに関連づけられている手順については、次を参照してください。

アラート テンプレートの定義 .

次の図に、［テンプレートの作成 /変更］ダイアログの例を示します。

次の表に、［テンプレートの作成 /変更］ダイアログのフィールドを示します。
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機

能
説明

名

前

アラートのレポートのテンプレート名を示します。たとえば、ソースIPです。

メッ

セー

ジ

アラートがトリガーされたときに送信されるメッセージを指定します。

作

成

確認メッセージのあるテンプレートを作成し、レポートですぐに使用できるようにします。

保

存

編集した詳細と共にテンプレートを保存するか、または新しいテンプレートを作成した

ときにテンプレートを保存します。このボタンは、編集モードの場合にのみ表示されま

す。

キャ

ンセ

ル

［キャンセル］をクリックすると、テンプレートやテンプレートに対して行った変更を保存せ

ずにダイアログを閉じます。

［テンプレート］ビュー

このトピックでは、［テンプレート］ビューの機能について説明します。［テンプレート］ビューでは、

アラート テンプレートの追加、表示、削除ができます。関連づけられている手順については、次

を参照してください。アラート テンプレートの定義 .

［テンプレート］ビュー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］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［Alerts］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

3. をクリックします。

次の図に、［テンプレート］ビューの例を示します。
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［テンプレート］ビューは次のパネルで構成されます。

l テンプレート ツールバー

l テンプレート リスト パネル

次の図は、［アラート テンプレート］ビューの各種パネルを示しています。

テンプレート ツールバー

テンプレート ツールバーでは、アラート テンプレートを追加、変更、削除できます。テンプレート

を定義すると、アラートの出力アクションからテンプレートを選択でき、アラートの定義や変更作

業を簡素化できます。

次の表に、［テンプレート］ビューの各アクションとその説明を示します。

アクション 説明

新しいアラート テンプレートを作成できます。

選択した通知テンプレートを削除します。

既存のアラート テンプレートを編集できます。

テンプレート リスト

［テンプレート リスト］には、すべてのテンプレートが表形式で表示されます。

次の表は、［テンプレート リスト］パネルの列を説明したものです。

列 説明

名前 テンプレートの名前です。
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列 説明

メッセージ テンプレートのアラート メッセージを定義します。

［アラートの権限］ダイアログ

このトピックでは、アラートを管理するためにユーザーロールに応じてユーザーに与えられる、［ア

ラートの権限］ダイアログとアクセス権限の概要を示します。アラートにアクセス権限を設定する

ための「読み取り/書き込み」アクセス権限を持つユーザーは、［アラートの権限］ダイアログで権

限を構成できます。

このダイアログに関連した手順については、次のトピックを参照してください：アラートのアクセスの

管理 .

このダイアログ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、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［Alerts］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

3. ［アラート］パネルで、レポートを選択します。

4. ＞［権限］をクリックします。

［アラートの権限］ダイアログが表示されます。

次の図に、［アラートの権限］ダイアログの例を示します。
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次の表で、［アラートの権限］ダイアログ内の機能を説明します。

機能 説明

ロール Security AnalyticsのUIにログインしたユーザーのロール。

読み取り/書き込み ユーザーは、［アラート］ページでアラートのアクセス、表示、編集、イ

ンポート、エクスポート、削除を行うことができます。アラートに対する

権限も変更できます。

読み取り専用 ユーザーは、［アラート］ページでアラートのアクセスと表示のみを行うこ

とができます。

アクセス不可 ユーザーは、この権限が設定されているアラートにアクセスすることも

アラートを表示することもできません。

読み取り専用権限を

アラートのルールに適

用します

このチェックボックスをオンにすると、アラート内のルールに権限が自動

的に適用されます。

キャンセル このオプションで、権限に加えられたすべての変更がキャンセルされま

す。

保存 このオプションで、選択内容が保存され、選択に基づいてロールにア

クセスが提供されます。

［アラート］ビュー

［アラート］ビューでは、アラートをインポート、エクスポート、管理、追加することができます。この

ビューに関連する手順については、次を参照してください。Reportsモジュールのアラートの操作

このツールバーでは次のアクションを実行できます。

l アラートの追加。

l アラートの編集。

l アラートの削除。

l アラートの有効化。

l アラートの無効化。

l アラート リストの更新。
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l アラートのインポート。

l アラートのエクスポート。

l アラートのアクセス権限の設定。

l すべてのテンプレートの表示。

l アラート スケジュールの表示。

l アラート リストの表示。

アラート ビューにアクセスする手順：

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［アラート］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

次の図は、［アラート］ビューの各種パネルを示しています。

［アラート］ビューには次の機能があります。

l アラート ツールバー

l ［アラート］パネル

アラート ツールバー

アラート ツールバーでは、アラートを追加、変更、削除、有効化、無効化、更新、インポート、

エクスポートできます。このツールバーを使用して、選択したアラートのアクセス権限を設定する

こともできます。
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次の表は、アラート ツールバーの機能について説明しています。

機能 説明

Reportsモジュールに、新しいアラートを追加することができます。

選択した1つ以上のアラートを削除することができます。

アラートを編集することができます。

有効化 選択したアラートを有効にします。

無効化 選択したアラートを無効にします。

ビューを更新します。

［アクション］メニューには、次のオプションがあります。インポート、エクスポート、権

限。

［アラート］パネル

［アラート］パネルには、すべてのアラートのリストが表形式で表示されます。次の表に、［アラー

ト］パネルの各列とその説明のリストを示します。

これは［アラート］パネルの例です。

次の表は、［アラート リスト］パネルの機能について説明しています。

機能 説明

有効 アラートの状態を表示します。

l ［有効］：アラートはアクティブです。関連づけられているルールに合致するイベント

が発生した場合には定義に従ってアラートが発行されます。

l ［無効］：アラートはアクティブではありません。
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機能 説明

プッ

シュ済

み

アラートがDecoderまたはLog Decoderに送信されるかどうかを示します。

l ［はい］：アラートはDecoderまたはLog Decoderにプッシュされます。

l ［いいえ］：アラートはDecoderまたはLog Decoderにプッシュされません。

名前 アラートの名前を示します。アラートの名前をクリックすると、アラートに関連づけられ

ているルールが、［ルールの定義］パネルに表示されます。

説明 アラートの説明を表示します。

アク

ション

アラートが発行されたときにシステムで実行されるアクションを示します。

次のアクションタイプを利用できます。

l レコード

l SMTP

l SNMP

l Syslog

［アラートの作成 /変更］ビュー

［アラートの作成 /変更］ビューを使うと、アラートの追加、管理、編集を行うことができます。関

連する手順については、「Reportsモジュールのアラートの操作」を参照してください。

［アラートの作成 /変更］ビューにアクセスする手順：

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［アラート］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。
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3. ［アラート］ツールバーで をクリックします。

次の図に、［アラートの作成 /変更］ビューの例を示します。

［アラートの作成 /変更］ビューは次のセクションで構成されます。

l ［アラートの定義］セクション

l ［アラートの説明］セクション

l ［アラートの通知］セクション

［アラートの定義］セクション

［アラートの定義］セクションでは、アラート ルールとデータ ソースを選択したり、イベントを

DecoderまたはLog Decoderにプッシュしたり、アラートを有効または無効にしたりできます。

次の表で、［アラートの定義］セクションのフィールドについて説明します。

Reportsモジュールの参考資料 324



レポート ガイド

フィール

ド
説明

有効化 l ［有効化］：アラートをアクティブ化します。アラートは1分単位でチェックされ( デ
フォルト ) 、条件に適合すれば、出力アクションを実行します。

l ［無効化］：アラートを非アクティブ化します。アラートは実行されず、出力アク

ションは実行されません。

ルール ［参照］をクリックすると、［ルールライブラリ］パネルが表示されます。ここで、このア

ラートのベースとなるルールを選択できます。

アラートに対して一意のWHERE句があるルールを選択する必要があります。

データ

ソース

アラートのデータ ソースを指定します。

Decoder

へのプッ

シュ

このオプションをオンにすると、アラート ルールの「WHERE」句を、選択したNWDB
データ ソースに接続されているDecoderにプッシュします。このオプションでは、アラー

ト条件がDecoderでチェックされることになり、アラートのクエリーがNWDBの場合に

比べて高速に実行されるため、REアラートを作成する際の推奨されるオプションで

す。

このオプションをオフにすると、選択したNWDBデータ ソースに対して、アラート ルー

ルのWHERE句のクエリーが実行されます。ルールのWHERE句の複雑さやメタの

構成によっては、アラートのクエリーをNWDBで処理すると、より多くの時間がかか

る場合があります。

注：Security Analyticsが自動的にデータをDecoderに送信することはありません。

［アラートの通知］セクション

［アラートの通知］セクションでは、アラートの発行時にSecurity Analyticsが実行する出力アク

ションを定義し、定義したいずれかの出力アクションを使用してアラートを記録したり送信したり

できます。出力アクションは、SMTP( Simple Mail Transfer Protocol) 、SNMP( Simple Network
Management Protocol) 、Syslogメッセージです。

アラートを作成するときには、［通知］セクションにデフォルトの［レコード］タブが表示されます。

［レコード］タブの横のアイコンを使用すると、このアラートに対して指定する出力の通知タイプを

ドロップダウンリスト ( SMTP、SNMP、Syslog) から選択できます。

選択した通知タイプに応じ、アラートに対して適切なメタを付け加える特定の変数を含む事

前定義済みのテキストが、［通知］セクションに表示されます。Reporting Engineでは、これらの

変数は実際の値に置き換えられます。次の表に、変数とその説明のリストを示します。

325 Reportsモジュールの参考資料



レポート ガイド

変数 説明

${meta.<metake-

y>}

メタ キー値。

注：<metakey>によって値がフェッチされなかった場合、空の文字列

( "") が出力されます。

${meta.time} /

${meta.time:<tim-

e_format>}

${meta.time}：セッション時間が、「yyyy-MMM-dd HH:mm:ss」の形

式で出力されます。${meta.time:<time_format>}- セッション時

間が、ユーザーによって指定されたカスタム時間形式で出力されま

す。例： ${meta.time:dd-MM-yyyy HH:mm:ss}

サポートされている時間形式の詳細については、

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/text/SimpleDateFor-

mat.htmlを参照してください。

注：ユーザーが指定した時間形式が無効な場合、デフォルトの時

間形式が使用されます。デフォルトの時間形式は「yyyy-MMM-dd
HH:mm:ss」です。

${name} Reporting Engineで定義されているアラートの名前。

${count} 特定のタイムフレームでアラートが検出される回数。( デフォルトは1

分間です)

${sa.host} Reporting Engineで構成されているSecurity Analyticsホスト名。

${device.id} データ ソースのSecurity AnalyticsデバイスID。

［アラートの通知］セクションには4つのタブがあります。

l レコード

l SMTP

l SNMP

l Syslog
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［レコード］タブ

［レコード］タブでは、アラートを通知する頻度と、アラートが発行されたときに生成するメッセー

ジを定義できます。

次の表に、［レコード］タブの各フィールドとその説明のリストを示します。

フィー

ルド
説明

実行 アラートを記録する頻度を示します。

l ［1回］：アラートの発行回数に関係なく、アラートの間隔に基づいて1回のみアラー

トを通知します。Security Analyticsでは時間内に実際にアラートが発行された回

数をログファイルに記録するため、アナリストは特定のアラートが実際に発行され

た回数を知ることができます。

l ［イベントごと］：アラートが発行されるたびに通知します。アラートが1日に何度も

発行された場合は、それらのアラートはノイズとして扱われることが多く、ネットワー

ク構成の変更やDDOS攻撃など、継続的な監視が必要なアラートを除いて無視

できます。

注：SNMPおよびSyslog出力アクションに対しては、［実行］ドロップダウンリストから

［イベントごと］を選択します。

本文 メッセージの本文を示します。

本文

テンプ

レート

( オプション) テンプレートが定義されている場合は、アラート メッセージのテンプレート

を選択できます。
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［SMTP］タブ

［SMTP］タブでは、このアラートのSMTP( メール) 通知を定義できます。

次の表に、［SMTP］タブの各フィールドとその説明のリストを示します。

フィール

ド
説明

実行 アラートに対してメールメッセージを送信する頻度を指定します。

l ［1回］：一定時間内に発行されたアラートは、発行回数に関係なく、その時間

内につき1回のみメールを送信します。

l ［イベントごと］：ルール条件を満たすイベントが発生するたびにアラートを通知す

るメールを送信します。

To このアラートの送信先となるメールアドレス指定します。複数のアドレスを指定す

る場合には、コンマで区切って入力します。

件名 メールメッセージの件名を示します。

本文 メッセージの本文を示します。

本文テ

ンプレー

ト

( オプション) テンプレートが定義されている場合は、SMTPメッセージのテンプレート

を選択し、そのまま使用することも、変更して使用することもできます。

［SNMP］タブ

［SNMP］タブでは、アラートのSNMP通知を定義できます。

次の表に、［SNMP］タブの各フィールドとその説明のリストを示します。
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フィール

ド
説明

実行 アラートに対してSNMPメッセージを送信する回数を示します。

l ［1回］：一定時間内に発行されたアラートは、発行回数に関係なく、その時間

内につき1回のみ、SNMPメッセージを送信します。

l ［イベントごと］：ルール条件を満たすイベントが発生するたびにアラートを通知す

るSNMPメッセージを送信します。

本文 メッセージの本文を示します。

本文テ

ンプレー

ト

( オプション) テンプレートが定義されている場合は、SNMPメッセージのテンプレート

を選択し、そのまま使用することも、変更して使用することもできます。

［Syslog］タブ

［Syslog］タブでは、このアラートのSyslogメッセージ通知を定義できます。

をクリックすると、Syslog構成をアラートにすることができます。［新しいSyslog構成］ダイアログ

ボックスが表示されます。

次の表で、［新しいSyslog構成］ダイアログについて説明します。
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フィール

ド
説明

Syslog

構成

［デバイス］の［構成］ビューの［Syslog構成］パネルで定義したSyslog構成を示しま

す。

実行 アラートに対してSyslog通知を送信する回数を示します。

l ［1回］：一定時間内に発行されたアラートは、発行回数に関係なく、その時間

内につき1回のみ、Syslog通知を送信します。

l ［イベントごと］：ルール条件を満たすイベントが発生するたびにアラートを通知す

るSyslog通知を送信します。

ファシリ

ティ

メッセージのロギングを行っているプログラムのタイプを示します。プログラムタイプの

例として、syslog、daemon、mail、 kernelがあります。

重大度 発行されたアラートの重大度のレベルを示します。

l 緊急

l アラート

l 重大

l エラー

l 警告

l 通知

l 情報

l デバッグ

本文 メッセージの本文を示します。

本文テ

ンプレー

ト

( オプション) テンプレートが定義されている場合は、Syslogメッセージのテンプレート

を選択し、そのまま使用することも、変更して使用することもできます。

［アラートの説明］セクション

［アラートの説明］セクションでは、アラートの説明を指定できます。
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次の表で、［アラートの説明］セクションのフィールドについて説明します。

フィール

ド
説明

説明 アラートの説明を示します。

作成 アラートを作成します。( このオプションは、アラートを作成するときに表示されま

す) 。

保存 アラートに加えた変更を保存します。( このオプションは、アラートを変更するときに

表示されます) 。

［アラートのインポート］ダイアログ

［アラートのインポート］ダイアログで、アラート アーカイブをインポートし、既存のルール、リスト、

アラートを上書きするかどうかを指定することができます。関連づけられている手順については、

次を参照してください。アラートの定義

このダイアログ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、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［アラート］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

3. ［アラート］パネルで、ファイルのインポート先のフォルダーを選択します。

4. アラート ツールバーで ＞［インポート］をクリックして、アラートをインポートします。

次の図に、［レポートのインポート］ダイアログの例を示します。

次の表に、［アラートのインポート］ダイアログの各アクションとその説明を示します。
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アク

ショ

ン

説明

ローカルzipファイルシステムのビューが表示され、インポートするアラートを選

択できます。

［アラートのインポート］ダイアログから、選択したアラートを削除します。

ファ

イル

名

インポートするバイナリファイルの名前を示します。

上

書

き

インポートしているアラートの既存のバージョンを上書きするオプションを選択

できます。［上書き］オプションを選択しない場合、重複ファイルがインポートさ

れて、エラーメッセージは表示されません。

閉

じる

［アラートのインポート］ダイアログを閉じます。

イン

ポー

ト

アラートをインポートします。確認メッセージが表示されます。

テンプレートに関する参考情報

Reportsモジュールのユーザーインターフェイスでは、Security Analyticsのアラート テンプレートに

アクセスできます。このトピックでは、ユーザーインタフェースに関する説明のほか、アラート テン

プレートの管理に役立つ参考情報も示しています。

トピック

l ［テンプレートの作成 /変更］ダイアログ

l テンプレート ツールバー
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［アラート ビュー］パネル

このトピックでは、［アラート ビュー］パネルの機能について説明します。［アラート ビュー］パネル

では、Reportモジュールによってトリガーされたアラートを表示し、Investigationモジュールでアラー

トを調査することができます。自分のアラート ( 表示する権限のあるアラート ) のみが表に一覧さ

れます。特定期間のアラートを表示するビューをカスタマイズし、1ページに表示するアラートの

最大数を設定できます。このパネル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：アラート リストの表示

このダイアログ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、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［アラート］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

3. をクリックします。

次の図は、［アラート ビュー］パネルを構成する各種パネルを示しています。
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機能

［アラート ビュー］パネルには以下の機能があります。

l ［アラート ビュー］ツールバー

l ［アラート ビュー］リスト

［アラート ビュー］ツールバー

［アラート ビュー］ツールバーでは、アラートの数または開始日と終了日に基づいてアラートをフィ

ルタすることができます。

次の表に、［アラート ビュー］ツールバーで実行する操作を示します。

オプション 説明

時間範囲 アラートを表示する対象の時間範囲。

アラート件数 1ページに表示するアラートの最大数。

［アラート ビュー］リスト

［アラート ビュー］リストには、フィルタされたすべてのアラートが表形式で表示されます。次の表

に、［アラート ビュー］リストパネルの列を示します。

列 説明

アラートを調査します。このボタンをクリックするとInvestigationモジュールが開き、指定し

たアラートに該当する最初のセッションの詳細が表示されます。

注：次の場合は、Investigatorモジュールにリダイレクトされません。

-既存のアラートのデータ ソースを再構成し、新しいデータ ソースに対してアラートを

実行している場合。

-データ ソースフィールドにIPアドレスの代わりにホスト名を設定している場合。

名

前

一致するアラートの名前を表示します。各アラートの名前部分にもInvestigationモ

ジュールへのハイパーリンクが設定されています。このハイパーリンクをクリックすると

Investigationモジュールが開き、アラートが記録された時間帯に、そのアラートと一致す

るセッションをすべて表示できます。
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列 説明

ヒッ

ト

数

アラートが発行された回数を表示します。

検

出

アラートが発行された日付と時刻を表示します。

メッ

セー

ジ

アラート メッセージを表示します。

［アラート スケジュール］ビューの表示

［アラート スケジュール］ビューで、スケジュール設定されたアラートのそれぞれについて、次の情

報を表示することができます。

l 完了ステータス、名前、最終実行時間、前回のセッション ID、トリガーされたアラートの合

計。

l スケジュール設定されたアラートの実行に要する時間に関する統計：時間、平均所要時

間、最長時間。

スケジュール設定されたアラート無効化することもできます。

関連する手順については、次を参照してください。アラートの有効化

このダイアログ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、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［アラート］をクリックします。

［アラート］ビューが表示されます。

3. をクリックします。
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次の図は、［アラート スケジュール］ビューを示しています。

機能

［アラート スケジュール］ビューは次のパネルで構成されます。

1. アラート スケジュールツールバー

2. アラート スケジュールリスト

アラート スケジュールツールバーパネル

［アラート スケジュールツールバー］パネルでは、スケジュール設定されたアラートの状態を変更

できます。

［無効］をクリックすると、選択したアラートが無効になります。スケジュール設定されたアラートが

不要になった場合、または効果的でなくなったと判断した場合は、アラートを無効化して実行

されないようにすることができます。アラートの中から無効化するものを選択することができます。

アラートを無効化にすると、そのアラートがスケジュール設定されたアラートのリストから削除さ

れ、表示されなくなります。手動でアラートを実行するか、そのアラートのスケジュールを新たに

設定しない限り、再度実行されることはありません。

アラート スケジュールリスト パネル

［アラート スケジュールリスト］パネルには、有効なアラートのみが表形式で表示されます。次の

表に、［アラート スケジュールリスト］パネルの各列とその説明のリストを示します。
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列 説明

ステータス スケジュール設定されたアラートの状態。

l 完了

l 失敗

名前 スケジュール設定されたアラートの名前。

前回の実行

日時

スケジュール設定されたアラートが最後に作動した時刻。

最終セッション

ID

スケジュール設定された最後のアラートのセッションID。

アラート合計 イベントの合計発生回数。

所要時間 スケジュール設定されたアラートを実行するためにかかった時

間。

平均所要時

間

スケジュール設定されたアラートを実行するためにかかった平均

所要時間。

最大所要時

間

スケジュール設定されたアラートを実行するためにかかった最大

時間。

チャートに関する参考情報

Reportsモジュールのユーザーインターフェイスでは、Security Analyticsのチャート機能にアクセス

できます。このトピックでは、ユーザーインタフェースに関する説明のほか、チャートの管理に役

立つ参考情報も示しています。

トピック

l ［チャートのビルド］ビュー

l ［チャートの権限］ダイアログ

l ［チャート］ビュー

l ［チャートのインポート］ダイアログ
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l ［チャートのテスト］ビュー

l ［チャートの表示］パネル

［チャートのビルド］ビュー

［チャートのビルド］ビューでは、チャートを定義して、テストできます。チャートを作成するには、

名前を割り当てて、［ルールの追加］ダイアログでルールを選択します。チャートに使用できるの

は、NetwitnessDBルールのみです。このビューの関連する処理手順については、次を参照し

てください。 チャート グループおよびチャートの定義 、チャートのテスト

次の図は、［チャートのビルド］ビューを示しています。

機能

次の表に、［チャートのビルド］ビューのフィールドを示します。

フィー

ルド
説明

有効

化

Reporting Engineでデータを収集し、チャートの結果を生成する場合に

オンにします。［有効化］チェックボックスをオンにしないと、結果はレンダ

リングされません。

チャー

トの名

前

チャートの名前が表示されます。

ルール ［参照］をクリックすると、［ルールの追加］ダイアログボックスが表示され

ます。ここからこのチャートを生成するためのルールを選択します。

集計オプションが有効なルールを選択してください。

データ

ソース

ドロップダウンリストからデータ ソースを選択できます。Reportsモジュー

ルは次のデータ ソースと連携します。
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フィー

ルド
説明

l Broker

l Concentrator

l Decoder

l Log Decoder

l Log Collector

間隔

( 分)

チャート データの更新間隔( 分) 。

件数 チャートを生成するレコードの数。

保存 チャートをデータベースに保存します。

チャー

トのテ

スト

チャート定義に基づいてテスト チャートをプロットします。

［チャートの権限］ダイアログ

このトピックでは、［チャートの権限］ダイアログの機能と、ユーザーのロールに応じてチャートおよ

びチャート グループを管理するためにユーザーに与えられるアクセス権限について説明します。

チャートのアクセス権限を設定するための「読み取り/書き込み」アクセス権限が付与されている

ユーザーは、［チャートの権限］ダイアログで権限を構成できます。

このダイアログに関連した手順については、次のトピックを参照してください：チャートまたはチャー

ト グループのアクセスの管理 .

このダイアログ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］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。

3. ［チャート］パネルで、レポートを選択します。

4. ＞［権限］をクリックします。

［チャートの権限］ダイアログが表示されます。
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次の図に、［チャートの権限］ダイアログの例を示します。

次の表に、［チャートの権限］ダイアログの機能とその説明を示します。

機能 説明

ロール Security AnalyticsのUIにログインしたユーザーのロール。

読み取り/

書き込み

ユーザーは、［チャート］ビューでチャートのアクセス、表示、編集、インポート、エク

スポート、削除を行うことができます。チャートに対する権限も変更できます。

読み取り

専用

ユーザーは、［チャート］ビューでチャートのアクセスと表示のみを行うことができま

す。

アクセス

不可

ユーザーは、この権限が設定されたチャートのアクセスまたは表示を行うことはで

きません。
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機能 説明

これら

の権限

を、このグ

ループの

サブグ

ループと

チャートに

適用しま

す

チャート グループとそのサブグループおよびチャートに対し、選択した権限を適用

する場合は、このチェックボックスをオンにします。

注：このチェックボックスは、チャート グループに対するアクセス権限を設定する

ときにのみ表示されます。

読み

取り専用

権限を

チャートの

ルールに

適用しま

す

チャート内のルールに対して自動的に権限を適用する場合、このチェックボックス

をオンにします。

キャンセ

ル

このオプションで、権限に加えられたすべての変更がキャンセルされます。

保存 このオプションで、選択内容が保存され、選択に基づいてロールにアクセスが提

供されます。

［チャート］ビュー

［チャート］ビューを使用すると、チャートとチャート グループを整理、表示、管理できます。この

ビューに関連する手順については、次を参照してください。チャート グループおよびチャートの定義 ,
チャートまたはチャート グループのアクセスの管理、チャートのテスト .

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。
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2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。

［チャート］ビューにアクセスするには、次の手順を実行します。

次の図は、［チャート］ビューを示しています。

機能

［チャート］ビューは次のパネルで構成されます。

l チャート グループ

l チャート ツールバー

l チャート リスト

チャートの［ グループ］パネル

［チャート グループ］パネルでは、チャートをグループに編成できます。グループの作成、グループ

へのチャートの追加、グループ間でのチャートの移動を行うことができます。次の図は、［チャート

グループ］パネルを示しています。
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［チャート グループ］パネルには、次のオプションがあります。

機能 説明

このオプションで、Reportsモジュールに新しいチャートを追加できます。

このオプションで、選択した1つ以上のチャートを削除できます。

このオプションで、チャートを編集できます。

ビューを更新します。

［アクション］メニューには、次のオプションがあります。インポート、エクスポート、権限。

チャート ツールバー

チャート ツールバーでは、チャートを追加、変更、削除、複製、アクティブ化、非アクティブ化、

インポート、エクスポートできます。グループ内のチャートにアクセス権限を設定することもできま

す。

［チャート］ツールバーには、次のオプションがあります。

機能 説明

このオプションで、Reportsモジュールに新しいチャートを追加できます。

このオプションで、選択した1つ以上のチャートを削除できます。
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機能 説明

このオプションで、チャートを編集できます。

有効化 選択したチャートを有効にします。

無効化 選択したチャートを無効にします。

選択したチャートの複製コピーを作成します。

［アクション］メニューには、次のオプションがあります。インポート、エクスポート、権

限。

チャート リスト

［チャート リスト］には、すべてのチャートが表形式またはグリッド形式で表示されます。

次の表に、［チャート リスト］パネルの列とその説明を示します。

機能 説明

名前 チャートの名前。

グループ チャートが所属するチャート グループ。

有効 はい - チャートは有効化されています。

いいえ - チャートは無効化されています。
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機能 説明

ステータス チャートのステータス：

l キュー

l 完了

l 失敗

所要時間 最新のチャートの実行にかかった時間。

平均所要時

間( 秒)

チャートの平均実行時間。

最大所要時

間( 秒)

チャートの最大実行時間。

チャートの表

示

これは［チャートの表示］パネルにリダイレクトするハイパーリンクです。

アクション ［アクション］メニューには、次のオプションがあります。有効化、無効化、

表示、削除、編集、エクスポート。

［チャートのインポート］ダイアログ

このトピックでは、チャートの［ グループ］パネルについて説明します。このダイアログでは、他の

Security Analyticsインスタンスからチャートの［ グループ］パネルに、サブグループやチャートを含

むチャートをインポートできます。チャートは、別のSecurity Analyticsインスタンスからエクスポート

された有効なバイナリファイルでなければなりません。

このダイアログに関連した手順については、次のトピックを参照してください： チャートおよびチャー

ト グループのインポート

このダイアログの外観は異なり、他のSecurity Analyticsインスタンスからチャートの［ グループ］パ

ネルに、サブグループやチャートを含むグループをインポートできます。このダイアログにアクセスす

るには、次の手順を実行します。

他のSecurity Analyticsインスタンスからチャートをインポートするには、次のステップを実行しま

す。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。
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2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。

3. ［グループ］パネルで、ファイルのインポート先のフォルダを選択します。

4. 次のいずれかを実行します。

1. チャートの［グループ］パネルで、 ＞［インポート］をクリックします。

2. チャート ツールバーで ＞［インポート］をクリックします。

次の図に、このダイアログの例を示します。

次の表に、［チャートのインポート］ダイアログの機能とその説明を示します。

機

能
説明

参

照

ローカルファイルシステムのビューが表示され、インポートするグラフを選択できます。

削

除

インポートされたチャートのリストからインポートされたレポートが削除されます。

ファ

イル

名

インポートをクリックするとチャート モジュールにインポートされるチャート ファイルのリスト

が表示されます。

上

書き

インポートしているチャートの既存のバージョンを上書きするオプションを選択できます。

［上書き］オプションを選択しない場合、重複ファイルがインポートされて、エラーメッ

セージは表示されません。

閉じ

る

このオプションによって、ダイアログが閉じられます。インポート対象としてチャートを選

択しても、［インポート］をクリックしていない場合、チャートはインポートされず、このダイ

アログでは保存されません。
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機

能
説明

イン

ポー

ト

選択したチャートがチャート モジュールにインポートされます。

［チャートの表示］パネル

［チャートの表示］パネルでは、チャートを表示および管理できます。チャート内の情報のフィルタ

リングや並べ替えを行うオプション、チャートのタイプ、図表化するアイテム数、チャート値または

合計に関するオプションがあります。チャートを表示している場合、チャートに表示されている

セッションをInvestigationモジュールで開いたり、チャートをPDFで保存したりすることができます。

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：Reportsモジュールのチャートの操作

このビュー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、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。

3. ＞［表示］をクリックします。

次の図に例を示します。
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［チャートの表示］パネルは次のパネルで構成されます。

l チャート ツールバー

l チャート出力

l チャート カレンダー

l チャート オプション

l 実行済みチャート リスト

チャート ツールバー

チャート ツールバーのオプションを使用すると、別の画面でチャートを調査および表示できます。

次の表に、チャート ツールバーのオプションを示します。

操作 説明

Investigate

チャートの詳細を調査します。

フルス

クリーン

チャートを全画面表示します。
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チャート出力パネル

チャート出力パネルには、Y軸に集計値、X軸に時間を示し、凡例を含むチャートが表示され

ます。

注： アイコンを使用してPDFとしてチャートを保存できます。

チャート カレンダーパネル

次の図に示すように、［チャート カレンダー］パネルでは、カレンダーで選択した日付に基づいて

チャートのリストがフィルタされます。

［チャート オプション］パネル

［チャート オプション］パネルには、チャート表示を構成するための時間範囲、系列、チャート タ

イプの各フィールドが表示されます。
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次の表に、［チャート オプション］パネルのフィールドを示します。

フィー

ルド
説明

時間

範囲

デフォルトの時間範囲は［直近3時間］です。ただし、ドロップダウンリストから別の値

を選択することもできます( たとえば、事前設定値である［直近1時間］または［直近

6時間］など) 。あるいは、［直近N日］または［カスタム］オプションを選択してカスタマ

イズすることもできます。

注：チャート用に選択した時間範囲が保存されます。次回同じチャートを開くとき

に、保存された時間範囲が表示されます。この動作はカスタムオプションには該

当しません。

From 開始日と時刻( カスタムオプションの場合のみ) 。

To 終了日と時刻( カスタムオプションの場合のみ) 。

系列 系列フィールドには2つのオプションがあります。

l 時系列チャート：選択した時間範囲全体のチャートを表示します。

l 合計チャート：選択した日付範囲のデータのサマリーがレンダリングされます。

プロッ

トする

アイテ

ム

ユーザーがチャートに表示するイベントの最大数。

チャー

ト タ

イプ

表示するチャートのタイプ( 面、棒、列、折れ線、ステップ折れ線、ステップ面、スプラ

イン面、スプライン) 。
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実行済みチャート リスト パネル

実行済みチャート リスト パネルには、選択した日付における特定のチャートのすべての実行項

目が表示されます。いずれかのチャート生成項目をダブルクリックすると、チャート出力パネルに

チャートがロードされます。デフォルトでは、最後に実行されたチャートがチャート出力パネルに

表示されます。

［チャートのテスト］ビュー

［チャートのテスト］ビューでは、ユーザーがチャートを表示してテストすることができます。関連づ

けられている手順については、次を参照してください。 ［チャートの表示］パネル.

［チャートのテスト］ビュー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、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［チャート］をクリックします。

［チャート］ビューが表示されます。

3. ［チャート］パネルで、レポートを選択します。

4. Viewをクリックします。

次の図は、［チャートのテスト］ビューを示しています。
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機能

［チャートのテスト］ビューは、次のパネルで構成されています。

l チャート ツールバー

l チャート出力

l チャート オプション

チャート ツールバー

チャート ツールバーでは特定のチャートを調査したり、画面を全画面表示に変更したりできま

す。

機能 説明

Investigate 選択したチャートをさらに調査できます。

フルスクリーン チャートを全画面表示することができます。

チャート出力

［チャート出力］では、選択したタイムチャート オプションの情報をチャート形式で表示します。

次の表に、［チャートのテスト］ビューの機能とその説明を示します。

機

能

説明

表

示

表示する必要のある値を選択できます。オプションには、［X軸］、［Y軸］、［凡例］が

あります。
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機

能

説明

X軸 このフィールドには、セッション数が表示されます。

Y軸 このフィールドには、実際の出力が表示されます。

凡

例

このフィールドには、チャートに表示される変数のリストが表示されます。

チャート オプション

次の図の［チャート オプション］パネルには、チャート表示を構成するための時間範囲、系列、

チャート タイプの各フィールドが表示されます。

次の表に、［チャート オプション］パネルのフィールドと説明を示します。

機能 説明

時間

範囲 デフォルトの時間範囲は［直近3時間］です。ただし、ドロップダウンリストから別の値

を選択することもできます( たとえば、事前設定値である［直近1時間］または［直近6

時間］など) 。あるいは、［直近N日］または［カスタム］オプションを選択してカスタマイ

ズすることもできます。

From 開始日と時刻( カスタムオプションの場合のみ) 。

To 終了日と時刻( カスタムオプションの場合のみ) 。

353 Reportsモジュールの参考資料



レポート ガイド

機能 説明

系列

系列フィールドには2つのオプションがあります。

• 時系列チャート：選択した時間範囲全体のチャートを表示します。

• 合計チャート：選択した日付範囲のデータのサマリーがレンダリングされます。

プロッ

トする

アイテ

ム

ユーザーがチャートに表示するイベントの最大数。

チャー

ト タ

イプ

表示するチャートのタイプ( 面、棒、列、折れ線、ステップ折れ線、ステップ面、スプラ

イン面、スプライン) 。

リストに関する参考情報

次に、参考情報のトピックを示します。

l ［リストのビルド］ビュー

l ［リストの権限］ダイアログ

l ［リスト］ビュー

［リストのビルド］ビュー

［リストのビルド］ビューでは、リストに値を入力したり、保存したり、また値をリセットしたりすること

ができます。レポート作成ルールを記述する際にリストを使用し、ルールの値を指定するプロセ

スをシンプル化することができます。関連する手順については、「Reportsモジュールのリストの使

用」を参照してください。

このビュー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、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。
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2. ［リスト］をクリックします。

［リスト］ビューが表示されます。

3. ［リスト］のツールバーで をクリックします。

［リストのビルド］ビューのタブが表示されます。

次の図は、［リストのビルド］ビューを示しています。

次の表は、［リストのビルド］ビューの機能について説明しています。

機能 説明

名前 リストを識別し、ラベルを付けます。

説明 リストに関する簡単な説明です。
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機能 説明

リスト値 ［リスト ライブラリ］パネルで選択したリストに関連する値のグリッドです。

すべての

値に対し

て引用

符を挿入

します

実行時に値に引用符を自動的に含める場合は、このチェックボックスを選択しま

す。チェックボックスをオフにしている場合、リストの値にコンマが含まれているとき

は、その値を一重引用符で囲む必要があります。IPDBルールの各リスト値は一

重引用符で囲む必要があります。このリストはNWDBルールのリストとしては利

用できません。

保存 このオプションで、レポート、チャート、リストの作成に使用できるルールが保存さ

れます。

リセット このオプションで、フィールドのすべての情報が削除されます。

［リストの権限］ダイアログ

［リストの権限］ダイアログでは、リストまたはリスト グループに関連するアクセス権限を管理でき

ます。リストのアクセス権限を設定するための「読み取り/書き込み」権限を持っているユーザー

は、ここで権限を設定できます。関連づけられている手順については、次を参照してください。

リストまたはリスト グループのアクセス管理 .

［レポートの権限］ダイアログを表示するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［リスト］をクリックします。

［リスト］ビューが表示されます。

3. ［リスト］パネルで、レポートを選択します。

4. ＞［権限］をクリックします。

［リストの権限］ダイアログが表示されます。

次の図に、［リストの権限］ダイアログの例を示します。
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次の表に、［リストの権限］ダイアログの機能とその説明を示します。

機能 説明

ロール Security Analyticsのユーザーインタフェースにログインしたユー

ザーのロール。

読み取り/書き込み ユーザーは、［リスト］ビューでリストのアクセス、表示、編集、削

除、インポート、エクスポートを行うことができます。ルールに対

する権限も変更できます。

読み取り専用 ユーザーは、［リスト］ビューでリストのアクセスと表示のみを行うこ

とができます。

アクセス不可 ユーザーは、この権限が設定されたリストのアクセスまたは表示

を行うことはできません。

これらの権限を、このグルー

プのサブグループとリストに

適用します。

グループのサブグループとリストに自動的に権限を適用するに

は、このチェックボックスを選択します。
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機能 説明

キャンセル このオプションで、権限に加えられたすべての変更がキャンセル

されます。

保存 このオプションで、選択内容が保存され、選択に基づいてロー

ルにアクセスが提供されます。

［リスト］ビュー

［リスト］ビューでは、利用可能なリストがグリッドに示されます。このビューの関連する処理手順

については、「 リスト グループおよびリストの定義。次のアクションを実行できます。

l リストおよびリスト グループを定義する。

l リストおよびリスト グループを削除する。

l リストおよびリスト グループのアクセス権限を設定する。

l リストおよびリスト グループをインポートする。

l リストおよびリスト グループをエクスポートする。

l リストを編集する。

l リストを複製する。

このビュー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、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［リスト］をクリックします。

［リスト］ビューが表示されます。

次の図は、［リスト］ビューを示しています。
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機能

［リスト］ビューは次のパネルで構成されます。

l ［リスト］の［グループ］パネル

l ［リスト］のツールバー

l ［リスト］ビューのパネル

［リスト］の［グループ］パネル

［グループ］パネルには、リストの編成に使用されるグループのリストが表示されます。このパネル

のツールバーでは、グループに対する操作を実行できます。次の表は、［グループ］パネルの機

能を説明しています。

機能 説明

このオプションで、Reportsモジュールに新しいチャートを追加できます。

このオプションで、選択した1つ以上のチャートを削除できます。
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機能 説明

このオプションで、チャートを編集できます。

ビューを更新します。

［アクション］メニューには、次のオプションがあります。インポート、エクスポート、権限。

［リスト］の［グループ］パネルでは次のアクションを実行できます。

l グループ内のリストを更新する。

l グループ間でリストを移動する。あるグループから別のグループにリストを移動するには、目的

のグループにあるリストをドラッグアンド ドロップします。

l リスト グループを追加する。

l リスト グループを削除する。

l リストおよびリスト グループをインポートする。

l リスト グループをエクスポートする。

l リスト グループのアクセス制御を設定する。

［リスト］のツールバー

機能 説明

このオプションで、Reportsモジュールに新しいリストを追加できます。

このオプションで、選択した1つ以上のリストを削除できます。

このオプションで、リストを編集できます。

このオプションで、選択したリストの複製コピーが作成されます。

［アクション］メニューには、次のオプションがあります。インポート、エクスポート、権限。
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［リスト］ビューのパネル

［リスト］ビューのパネルには、定義されているすべてのリストが表形式で表示されます。次の表

に、列とその説明のリストを示します。

列 説明

名

前

リストの名前。

注：［名前］フィールドでは、列のサイズを拡大するカーソルアイコンがフィールドの端

に表示されない場合があります。列を拡大するアイコンを表示するには、マウスを少

し左に置く必要があります。

グ

ルー

プ

リストが所属するリスト グループ。

更

新

日

時

リストが更新された日時。

レポートに関する参考情報

Reportsモジュールのユーザーインターフェイスを使用すると、Security Analyticsのレポートにアク

セスできます。このトピックでは、ユーザーインタフェースに関する説明のほか、レポートの管理に

役立つ参考情報も示しています。

トピック

l ［レポートのビルド］ビュー

l ［レポートのインポート］ダイアログ

l ［レポートの権限］ダイアログ

l ［レポート］ビュー

l スケジュールに関する参考情報

l 機能

l 機能

l 機能
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l 機能

l 機能

l ［ロゴの選択］ダイアログ

l ［レポートをすべて表示］パネル

l ［レポートの表示］パネル

［実行履歴］パネル

［実行履歴］パネルでは、履歴の詳細をフェッチして表示できます。

このビューにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. ［レポート リスト］パネルで、次のいずれかを実行します。

l マウスをレポートに合わせて、 ＞［レポート スケジュールの表示］をクリックします。

l ［スケジュール数］列をクリックします。

l ［レポート リスト］パネルで、次のいずれかを実行します。

l マウスをレポートに合わせて、 ＞［レポート スケジュールの表示］をクリックします。

l ［スケジュール数］列をクリックします。

［レポート スケジュール］タブが開き、各スケジュールのステータスが表示されます。

l レポート スケジュールを選択して、次のいずれかを実行します。

l ＞［実行履歴］をクリックします。
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l レポート スケジュールのツールバーパネルで をクリックします。

次の図は、［実行履歴］ビューの例です。

機能

［実行履歴］ビューには以下のパネルがあります。

l ［実行履歴オプション］パネル

l ［実行履歴出力］パネル

［オプション］パネル

［実行履歴オプション］パネルでは、過去n個のレポート スケジュールまたは特定の日付範囲に

基づいて、履歴の詳細をフェッチできます。

次の表に、［実行履歴オプション］パネルでの操作を示します。
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操作 説明

履歴の取得： 実行履歴の表示基準を指定します。

l 過去の実行回数：過去n回のレポート スケジュール。

l 範囲(特定) ：日付範囲の開始日と終了日。

注：［From］フィールドと［To］フィールドは、［履歴の取得］リストで「範囲

( 特定) 」を選択した場合にのみ、Security Analytics UIに表示されま

す。

From 日付範囲の開始日。

To 日付範囲の終了日。

回数 表示するレポート スケジュールの実行履歴の数。

選択された条件に基づいて履歴の詳細を表示します。

［出力］パネル

［実行履歴出力］パネルには、実行日、実行時間( 秒) 、スケジュールされたレポートのステー

タス、レポート表示リンクなどの履歴の詳細が表示されます。

次の表に、［実行履歴出力］パネルの各列を示します。

列 説明

実行

日

レポート スケジュールが実行された日付。デフォルトで、実行日は降順で表示されま

す。

実行

時間

( 秒)

レポート スケジュールの実行にかかった時間。
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列 説明

ス

テー

タス

レポート スケジュールのステータス。

l スケジュール：レポートが毎時、日次、週次、月次、指定日時のいずれかにスケ

ジュール設定されている場合、初回の実行まではレポートの状態が「スケジュール」

と表示されます。

l キュー：レポートが実行待ちの場合、レポートのステータスは「キュー」と表示されま

す。

l 実行中：レポート スケジュールが実行中の場合、レポートの状態は「実行中」と表

示されます。

l 一部完了：複数のルールが設定されているレポートでいずれかのルールの実行が

失敗した場合や、出力アクションが失敗した場合、PDF/CSVの作成が失敗した

場合などは、レポートのステータスには「一部完了」と表示されます。たとえば、5個
のルールが設定されているレポートがあり、

4個のルールは正常に実行されたものの、1個が失敗した場合、その状態は「一

部完了」と表示されます。

l 失敗：複数のルールが設定されているレポートで、ルールのスケジュール実行がす

べて失敗した場合、レポートの状態は「失敗」と表示されます。

l 完了：レポートのスケジュールが正常に実行された場合、レポートの状態は「完

了」と表示されます。

l Canceled：キャンセルリクエストが完了すると、レポートのステータスは「キャンセル済

み」と表示されます。

l 無効：レポートのスケジュールが無効化された場合、レポートの状態は「無効」と表

示されます。

l 使用不可：レポート スケジュールの実行情報を使用できない場合、レポートのス

テータスは「使用不可」と表示されます。

レ

ポー

トの

表示

ハイパーリンクレポートの表示 ( 全画面) 。
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列 説明

閉じ

る

実行履歴ビューを閉じます。

［リストの生成］ダイアログ

［リストの生成］ダイアログでは、リストを生成およびカスタマイズできます。

次の図に、［リストの生成］ダイアログの例を示します。

機能

フィールド 説明

リスト名 ［リストの選択］パネルから選択したリストの名前。

参照 このボタンをクリックして、［リストの選択ウィンドウ］ダイアログからリストを

選択します。

ルール リストの作成に使用するルールを選択します。

列 列の値を選択します。

既存のリストを上

書き

既存のリストを上書きします。

保存 ［レポートのスケジュール設定］ビューの［リストの生成］パネルにリストを

追加します。

次の表に、［リストの生成］ダイアログの機能を示します。

［リストの選択ウィンドウ］ダイアログは、［リスト］パネルで定義されているリストで構成されます。

ここで、リストを選択してレポートと関連づけることができます。次の図にダイアログを示します。
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［レポートのスケジュール設定］パネル

［レポートのスケジュール設定］パネルでは、カスタマイズしたレポートのスケジュールを設定する

ことができます。レポートをスケジュール設定する前に、サービスを追加したダイナミックリスト ( 上
書きオプションを選択) を作成する必要があります。詳細は、次のトピックを参照してください：

前提条件。このリストを使用して、サービスやホスト名などの詳細が記載されたレポートを生成

します。

このビュー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、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート］パネルで、 ＞［レポートのスケジュール設定］をクリックします。
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次の図は、［レポートのスケジュール設定］ビューのパネルを示しています。

機能

［レポートのスケジュール設定］ビューは、次のパネルで構成されています。

l レポートのスケジュール設定

l 出力アクション

l ダイナミックリスト

l ロゴ

［レポートのスケジュール設定］パネル

［レポートのスケジュール設定］パネルでは、レポートをスケジュール設定できます。
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次の表に、［レポートのスケジュール設定］パネルのフィールドのリストを示します。

フィールド 説明

有効化 レポートのスケジュールを有効にし、レポートを実行します。

レポート名 レポートの名前。

スケジュー

ル名

レポート スケジュール構成の名前。

Netwitness

DB

データベースは、ルール定義で選択したデータベースのタイプに応じて、

NWDB、IPDB、Warehouse DBを選択できます。レポートにNWDB、IPDB、

Warehouse DBタイプのルールがある場合は、すべてのデータベースタイプまたは

ルールタイプが表示されます。
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フィールド 説明

Warehouse

リソース

プール

レポートにWarehouse DBのルールがある場合は、クラスタで使用できるプールま

たはキューを選択する［Warehouseリソースプール］ドロップダウンが表示されま

す。Reporting Engine用にプールまたはキューが入力されていない場合、この

フィールドは無効です。詳細については、次のトピックを参照してください：ステッ

プ5：詳細については、「ホストおよびサービスの構成ガイド」の「ステップ

5：Reporting Engineのタスクスケジューラの構成」トピックを参照してください。

実行 スケジュールのタイプを指定します。

l 即時

l 毎時

l 毎日

l 毎週

l 毎月

オン クエリーが実行されるデータ範囲。

相対時間

計算の使

用

相対時間を使用して、レポートのスケジュールを設定します。

反復レポー

ト

選択したリスト値のレポートのスケジュールを設定する場合は、このチェックボッ

クスを選択します。
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フィールド 説明

リストで反

復

このボタンをクリックして［リストの選択］パネルを表示し、リストを選択します。次

の図に、このパネルを示します。

［リストの選択］パネルは一連のリストを集めたものです。Reporting Engineは、

接続先のデータ ソースと定期的に同期して、使用可能なリスト名のリストを保

持しています。

適用先 選択した変数にリスト値を適用します。

変数 ルール変数が、レポート内の関連づけられている値および反復プロパティと一緒

に表示されます。

注：レポートの作成時に選択したルールに応じて、そのルールに対して定義

された動的変数を、［レポートのスケジュール設定］パネルの［変数］フィール

ドに表示できます。たとえば、Test-Countryは、動的変数varを持つルールで

す。

スケジュー

ル

レポートをスケジュール設定します。

リセット レポート スケジュールをリセットします。

371 Reportsモジュールの参考資料



レポート ガイド

フィールド 説明

構成 Reporting Engineの詳細な構成の変更については、「ホストおよびサービスの構

成ガイド」の「Reporting Engineの［全般］タブ」トピックを参照してください。

注：このボタンが［レポートのスケジュール設定］パネルに表示されるのは、

Reportsモジュールに対する「デバイスの管理」アクセス権限がある場合のみで

す。

［出力アクション］パネル

［出力アクション］パネルでは、レポートの実行が完了したことをメールの受信者に通知し、レ

ポートを設定に従って、PDF形式およびCSV形式でメールの添付ファイルとして送信するための

出力アクションを指定します。

次の表に、［出力アクション］パネルのフィールドのリストを示します。

フィー

ルド
説明

To 通知を受け取るメールアドレス。複数のアドレスを指定するにはカンマ区切りでアド

レスを入力します。
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フィー

ルド
説明

件名 メールに入力される件名。

本文 メールのコンテンツ。デフォルトでは、［本文］フィールドには事前に定義されたテキス

トが入力され、生成されるレポートに関するメタを表示する変数が含まれます。

Reporting Engineでは、これらの変数は実際の値に置き換えられます。

l ${RanAtStartTime}：レポートの開始時刻。

l ${DataRangeStartTime}：データ範囲の開始時刻。

l ${DataRangeEndTime}：データ範囲の終了時刻。

l ${LinkToSA}：メールに記載するSecurity Analyticsホストに対するリンクURL。
受信者はメール内のリンクからSecurity Analyticsインターフェイスにアクセスしてレ

ポートを開くことができます。

l ${ReportName}：レポートの名前。

l ${DataSource}：データ ソースの名前を入力します。

添付： PDFまたはCSVなど、［レポートのスケジュール設定］ダイアログで構成された、メール

に添付するレポートの出力形式。
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フィー

ルド
説明

CSV

区切

り文

字

デフォルトのCSV区切り文字はコンマ( ,) です。CSVコンテンツにコンマが含まれてい

る場合、コンテンツが元の形で格納されるように一意のセパレーターを指定する必

要があります。たとえば、レポート内の列msgがCSVで保存される設定になっており、

msgのコンテンツが次のようになっているとします：ASA-SSM-CSC-20 Module in

slot 1," application reloading ""CSC SSM"""," version

""6.2.1599.0"" CSC SSM scan services are reloading because of a

pattern file or configuration update

この内容は、コンマ( ,) があるために3列に含まれます。これを避けるには、別の区切

り文字( パイプライン文字「|」など) を指定する必要があります。

注：CSVファイルをMicrosoft Excelにインポートするには、Excelの［データ］＞［テキ

スト ファイル］オプションを使用します。CSVファイルをインポートする場合、インポー

トするファイルのタイプとして［カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごと

に区切られたデータ］を指定し、さらにCSVファイルの生成時に指定した区切り文

字と同じものを使用する必要があります。

複数

値の

区切

り文

字

複数値フィールド内のデータは、複数値の区切り文字によって区切られます。デフォ

ルトの複数値の区切り文字は、2本のパイプライン文字( ||) です。

その他

のオプ

ション

{{RE}}で構成されているSFTP、URL、ネットワーク共有場所を選択し、要件に応

じてレポートをPDFまたはCSV形式で送信できます。

このオプションを選択して、Reporting Engineの［サービス］の［構成］ビューで構成され

ているSFTP、URL、ネットワーク共有場所にレポートを送信します。

タイプ 選択した出力アクションのタイプ。SFTP、URL、ネットワーク共有などです。
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フィー

ルド
説明

出力

アク

ション

Reporting Engineサービスの［構成］ビューで構成されているSFTP、URL、ネットワーク

共有名を選択します。

PDFを

送信

/CSV

を送

信

これらのオプションを選択して、構成されている通知サーバ( SFTP、URL、ネットワー

ク共有) に、レポートをPDF形式またはCSV形式、あるいはその両方で送信します。

［ダイナミックリスト］パネル

［ダイナミックリスト］パネルには、作成したリストが表示されます。ここでは、リストを追加、編

集、削除できます。リストは、レポート スケジュールに基づいて生成され、リスト ビューで表示で

きます。

次の表に、［リストの生成］パネルの操作のリストを示します。

操

作
説明

レポートに新しいリストを追加します。

レポートに追加されているすべてのリストを削除します。

［リストの生成］ダイアログを表示します。

リス

ト名

［リストの選択］パネルから選択したリストの名前。［リストの選択］パネルの詳細につい

ては、次のトピックを参照してください：機能 .
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［ロゴ］パネル

［ロゴ］パネルには、［ロゴの選択］パネルのデフォルトのロゴが表示されます。このパネルでのロゴ

の選択の詳細については、レポート ロゴの選択と管理 .

Reporting Engineのデフォルトのロゴを設定できます。これは、生成されたレポートで使用される

ロゴです。ロゴの選択に関する詳細については、次のトピックを参照してください：［ロゴの選択］

ダイアログ.

注：ロゴを選択しなかった場合、レポートではデフォルトのRSAロゴが使用されます。以前に

［PDF形式で保存］オプションを使用して実行したレポートには、新しいロゴは適用されませ

ん。デフォルトのRSAロゴが表示されます。

［レポート スケジュール］ビュー

［レポート スケジュール］ビューでは、レポート スケジュールの作成、表示、管理を行うことができ

ます。関連する手順については、「レポートのスケジュール」および次を参照してください。レポー

トのアクセス制御の設定次の操作を実行できます。

l レポート スケジュールを有効化または無効化する。

l レポート スケジュールを開始または停止する。

l レポート スケジュールを編集する。

l レポート スケジュールを削除する。

l レポートのアクセス権限を設定する。

l レポート スケジュールの実行履歴を表示する。

このビュー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、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート］パネルで、次のいずれかを実行します。

l ＞［レポート スケジュールの表示］をクリックします。

l ［スケジュール数］列をクリックします。
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次の図は、このビューの各パネルを示しています。

機能

［レポート スケジュールの表示］には次の機能があります。

l ［レポート スケジュール］ツールバー

l ［レポート スケジュール］リスト パネル

［レポート スケジュール］ツールバー

［レポート スケジュール］には、レポート スケジュールを追加、変更、削除できるオプションや、選

択した実行設定を有効化または無効化できるオプションがあります。

次の表に、［レポート スケジュール］ツールバーの操作のリストを示します。

操作 説明

新しいレポート スケジュールを作成します。

選択したレポート スケジュールを削除します。

選択したレポート スケジュールを編集します。

注：レポート スケジュールをダブルクリックして編集します。

選択したレポート スケジュールを有効化します。

選択したレポート スケジュールを無効化します。

レポート スケジュールの履歴を表示します。

スケジュールのタイプに基づいてスケジュールをフィルタします ( た

とえば、アドホックなど) 。
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操作 説明

選択したレポート スケジュールの権限を設定できます。

レポート スケジュールのリストを自動的に更新します。

スケジュール名に基づいてスケジュールを検索します。

［レポート スケジュール］リスト パネル

［レポート スケジュール］リスト パネルには、レポート スケジュールのリストが表形式で表示されま

す。このパネルを使用して次のアクションを実行できます。

次の表に、［レポート スケジュール］リスト パネルの列のリストを示します。

列 説明

名前 レポート スケジュールの名前。

スケジュール スケジュールのタイプ。

l 即時

l 毎時

l 毎日

l 毎週

l 毎月

前回の実行日時 レポートが最後に実行された時間を表示します。

所要時間 レポートの実行にかかった所要時間を表示します。

平均所要時間 レポートの実行にかかった平均所要時間を表示しま

す。
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列 説明

ステータス レポート スケジュールの状態を表示します。

l スケジュール：レポートが毎時、日次、週次、月次、

指定日時のいずれかにスケジュール設定されている

場合、初回の実行まではレポートの状態が「スケ

ジュール」と表示されます。

l キュー：レポートが実行待ちの場合、レポートのス

テータスは「キュー」と表示されます。

l 実行中：レポート スケジュールが実行中の場合、レ

ポートの状態は「実行中」と表示されます。

l 一部完了：複数のルールが設定されているレポート

でいずれかのルールの実行が失敗した場合や、出

力アクションが失敗した場合、PDF/CSVの作成が

失敗した場合などは、レポートのステータスには「一

部完了」と表示されます。たとえば、5個のルールが

設定されているレポートがあり、

l 4個のルールは正常に実行されたものの、1個が失

敗した場合、その状態は「一部完了」と表示されま

す。

l 失敗：複数のルールが設定されているレポートで、

ルールのスケジュール実行がすべて失敗した場合、

レポートの状態は「失敗」と表示されます。

l 完了：レポートのスケジュールが正常に実行された

場合、レポートの状態は「完了」と表示されます。

l Canceled：キャンセルリクエストが完了すると、レポー

トのステータスは「キャンセル済み」と表示されます。

注：キャンセルオプションはWarehouse Analyticsジョ

ブでは機能しない場合があります。デーモンを手動

でkillしてください。ジョブをkillするための手順は次の

とおりです。

MapRの場合：

1. ジョブログからJobidを取得します。

2. jobtracker UI にログインして、［Running Jobs］で
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列 説明

killするJobidを探します。

URLの例：http://<job-tracker-
host>:50030/jobtracker.jsp
3. Jobidをkillします。

• ［Running Jobs］でJobidを選択して、［Kill Selected
Jobs］をクリックします。

( または)
• Jobidリンクをクリックし、下方向にスクロールして

［Kill this job］リンクをクリックします。

Pivotalの場合：

1. ジョブログからJobidを取得します。

2. Jobidをkillします。

例：

mapred job -list
mapred job -kill job_1406294496331_0385
( または)
yarn application -list
yarn application -kill application_1406294496331_

0385

l 無効：レポートのスケジュールが無効化された場

合、レポートの状態は「無効」と表示されます。

l 使用不可：レポート スケジュールの実行情報を使

用できない場合、レポートの状態は「使用不可」と

表示されます。
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列 説明

クリックすると、ルール実行情報および出力アクション情

報が表示されます。

このポップアップでは、レポートの複数のルールのステー

タスとその実行にかかった時間が通知されます。

注：ステータスが「完了」、「実行中」、「一部完

了」、「失敗」のレポート スケジュールについて、ルー

ル実行および出力アクション情報を確認できます。

Reporting Engineサービスの［構成］ページの［完了し

たレポートに対する出力アクションの有効化］設定

は、デフォルトで有効化されており、レポート ステータ

スが「完了」になるとメールを受信するように設定され

ています。「失敗」または「一部完了」レポートについ

てメールを受信するには、このオプションを無効化す

る必要があります。

レポートの表示 クリックすると、次にルールの実行情報が表示されま

す。［レポートの表示］パネル。状態が「実行中」のレポー

ト スケジュールについて、ルールの実行情報を確認す

ることもできます。

Warehouseレポートのタスクスケジューラ

Hadoopクラスタのタスクスケジューラは、タスクで構成されるジョブのスケジュールを設定し、クラ

スタで実行されている各ジョブにリソースを割り当てます。デフォルトでは、タスクスケジューラは

すべてのジョブに同じ数のリソースを割り当てます。たとえば、10個のジョブがクラスタで実行され

ている場合、どのジョブもクラスタのリソースを等しく共有します。ただし、タスクスケジューラを構

成することでジョブの実行を制御できます。たとえば、より多くのリソース( プールまたはキュー) を
特定のジョブに割り当てて、あるジョブが他のジョブよりも速く実行されるようにすることができま

す。これにより、一部のレポートを他のレポートよりも優先して実行できます。

機能

Security Analyticsでは、2つのタスクスケジューラがサポートされます：

l Fair Scheduler( org.apache.hadoop.mapred.FairScheduler)

l Capacity Scheduler( org.apache.hadoop.mapred.CapacityTaskScheduler)
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Fair Scheduler

このスケジューラは、クラスターの合計容量を論理プール間で分割します。各ジョブはいずれか1
つのプールに送信できます。あるプールに送信されたすべてのジョブは、そのプールのみに割り当

てられているリソースを共有します。プールに空きリソースができると、解放されたリソースは、ジョ

ブが実行されている他のプールに割り当てられます。たとえば、Fair Schedulerで、100%のリソー

スが2個のプールPool AとPool Bでそれぞれ40%と60%に分割されているとします。Pool Aで4個の

ジョブが実行されているときは、各ジョブに10%のリソースが割り当てられます。4個のジョブが完

了すると、解放されたリソースはPool Bに割り当てられます。

注：複数のジョブが並列して実行されるようにプールを構成できます。

Capacity Scheduler

このスケジューラは、クラスターの合計容量をキューの間で分割します。各キューには、合計容

量のうち事前構成された割合が割り当てられます。各ジョブはいずれか任意のキューに送信で

きます。同じキューに複数のジョブが送信された場合、ジョブはシーケンシャルに実行されます。

たとえば、Capacity Schedulerで、100%のリソースが3個のキューDefault、Low、Highでそれぞれ

20%、30%、50%に分割されているとします。Defaultに2個のジョブD1とD2、Lowに3個のジョブ

L1、L2、L3、Highに4個のジョブH1、H2、H3、H4がある場合、ジョブはそれぞれのキューでシー

ケンシャルに実行されます。いずれかのキューでジョブが完了しても、解放されたリソースは他の

キューには割り当てられません。

［レポートのビルド］ビュー

［レポートのビルド］ビューでは、レポートの作成、テキストやルールの追加、レポートのスケジュー

ル設定を行うことができます。関連づけられている手順については、次を参照してください。レ

ポートの追加 、前提条件

このビュー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］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート］ツールバーで をクリックします。

［レポートのビルド］タブが表示されます。

次の図は、［レポートのビルド］ビューの例です。
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［レポートのビルド］ビューは、次のパネルで構成されています。

l レポート

l テキスト

l ルール

［レポート］パネル

［レポート］パネルでは、レポートに名前を割り当てることでレポートを作成できます。レポートの

内容は［テキスト］パネルと［ルール］パネルで選択したアイテムによって異なります。

レポートにルールを追加する場合、 ボタンをクリックして、ルールの出力形式を表、面、折れ

線、円に変更できます。

次の表は、［レポート］パネルの機能とその説明を示しています。
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機能 説明

名前 このフィールドでは、レポートの名前を入力できます。

オプ

ション

このフィールドでは、表、面、棒、バブル、コラム、折れ線、円、ステップ折れ線、ス

テップ面、スプライン面、スプラインなど、レポートの出力形式を選択できます。

スケ

ジュー

ル

このオプションをクリックすると、レポートが生成されます。

保存 このオプションをクリックすると、レポートが保存されます。

［テキスト］パネル

［テキスト］パネルはレポートのルック&フィールを形作るテキスト要素のリストで構成されます。こ

れらのテキスト要素を使用してレポートをフォーマットできます。

l レポートに構造を追加するために、［テキスト］パネルに定義されているこれらのヘッダを使用

して、4レベルまでインデントを追加できます。これにより、レポート内の各セクションを区別で

き、これらを目次に含めればレポート結果の各セクションを簡単に移動できます。

l ［レポート］パネルにヘッダを追加するには、目的のインデント レベルに応じてH1、H2、H3、
H4を［レポート］パネルにドラッグアンド ドロップします。

次の表に、レポートのフォーマットに使われるテキスト要素のリストを示します。
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テキスト エレメン

ト
説明

ヘッダー1 ヘッダ1エレメントは、レポート定義に第1レベルの見出しを追加します。

ヘッダ2 ヘッダ2エレメントは、レポート定義に第2レベルの見出しを追加します。

ヘッダ3 ヘッダ3エレメントは、レポート定義に第3レベルの見出しを追加します。

ヘッダ4 ヘッダ4エレメントは、レポート定義に第4レベルの見出しを追加します。

目次 目次はレポート定義に目次を追加します。

本文テキスト 本文テキスト エレメントはレポート定義に本文を追加します。

コメント コメントは、レポート定義にコメントを追加します。

注：すべてのレポートで、レポートを表示するときにはコメントは表示さ

れません。

［ルール］パネル

［ルール］パネルは［ルール］パネルに定義されているルールのリストで構成されます。ルールリスト

から［レポート］パネルにルールをドラッグアンド ドロップして、これらのルールをレポートに関連づ

けることができます。

［ルール］パネルの検索テキスト ボックスを使用して、特定のルールを検索できます。
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次の表に、［ルール］パネルの機能とその説明を示します。

機能 説明

テキス

ト

このオプションでは、レポートのフォーマットに使用できるテキスト要素を選択できま

す。

ルール このオプションでは、レポートの作成に使用するルールを選択できます。

［レポートのインポート］ダイアログ

このトピックでは、［レポートのビルド］ビューの機能について説明します。このダイアログでは、サ

ブグループを含むグループやレポートをSecurity Analyticsの他のインスタンスから［レポート グ

ループ］パネルにインポートできます。レポートは、Security Analyticsインスタンスからエクスポート

された有効なバイナリファイルからインポートすることができます。

このダイアログに関連した手順については、次のトピックを参照してください： レポートとレポート グ

ループのインポート .

このダイアログ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、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。
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2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート グループ］パネルで、ファイルのインポート先のフォルダを選択します。

4. 次のいずれかを実行します。

l ［レポート グループ］パネルで、 ＞［インポート］をクリックして、グループをインポートし

ます。

l レポート ツールバーで、 ＞［インポート］をクリックして、レポートをインポートします。

次の図に、［レポートのインポート］ダイアログの例を示します。

機

能
説明

参

照

このオプションによってローカルファイルシステムのビューが表示されるため、インポートさ

れるレポートを選択できます。

削

除

このオプションでは、インポートされたレポートのリストから、インポートされたレポートが

削除されます。

ファ

イル

名

［インポート］をクリックしたときにReportsモジュールにインポートされるレポート ファイルの

リストを表示します。

上

書き

インポートしているレポートの既存のバージョンを上書きするオプションを選択できま

す。上書きオプションを選択しない場合、重複ファイルがインポートされ、エラーメッ

セージは表示されません。

閉じ

る

このオプションによって、ダイアログが閉じられます。レポートをインポート用に選択して

いるが、［インポート］をクリックしていない場合。レポートはインポートされません。また、

このダイアログには保存されません。
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機

能
説明

イン

ポー

ト

このオプションでは、選択したレポートがReportsモジュールにインポートされます。

［レポートの権限］ダイアログ

このトピックでは、［レポートの権限］ダイアログの機能について説明します。レポートのアクセス

権限を設定するための「読み取り/書き込み」アクセス権限をもっているユーザーは、［レポートの

権限］ダイアログで権限を設定できます。関連づけられている手順については、次を参照してく

ださい。レポートまたはレポート グループのアクセス管理

［レポートの権限］ダイアログを表示するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート］パネルで、レポートを選択します。

4. ＞［権限］をクリックします。

［レポートの権限］ダイアログが表示されます。
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次の図は、［レポートの権限］ダイアログの例です。

注：チェックボックスをオンにすると、依存関係にあるすべてのルールに読み取りアクセス権限

が与えられます。ただし、レポートの権限がルールの権限よりも高いことが条件となります。

次の表で、［レポートの権限］ダイアログの機能について説明します。

機能 説明

ロール 権限にアクセスできるすべてのロールを表示します。

読み取り/書き込み レポートのルールに対する読み取り/書き込みアクセス権限を

取得できます。

読み取り専用 レポートのルールに対する読み取り専用権限を取得できま

す。

アクセス不可 このオプションを選択した場合、レポートのルールに対する権

限を取得できません。

読み取り専用権限をレポート

のルールに適用

すべてのロールに関して、読み取り専用権限をレポートの

ルールに設定できます。

キャンセル このオプションで、権限に加えられたすべての変更がキャンセ

ルされます。
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機能 説明

保存 このオプションで、選択内容が保存され、選択に基づいて

ロールにアクセスが提供されます。

［レポート］ビュー

［レポート］ビューでは、レポート グループの作成と整理を行うことができます。このビューの関連

する処理手順については、次を参照してください。 レポート グループおよびレポートの定義 .

このパネルでは次のアクションを実行できます。

l グループまたはレポート リストを更新する。

l レポート グループを追加する。

l レポート グループを削除する。

l レポートとレポート グループのインポート

l レポート グループをエクスポートする。

l レポート グループのアクセス権限を設定する。

ツールバーには次のオプションがあります。

l レポートの追加

l レポートの編集

l レポートの削除

l レポートの複製

l レポートとレポート グループのインポート

l レポートのエクスポート

l レポートのアクセス制御の設定

l 前提条件

l 前提条件

このビュー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］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。
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2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

次の図は、［レポート］ビューの各種パネルを示しています。

機能

［レポート］ビューは次のセクションで構成されます。

l レポート グループパネル

l レポート ツールバー

l レポート リスト パネル

レポート グループパネル

レポート グループパネルでは、レポートをグループに編成できます。レポート グループの作成、グ

ループへのレポートの追加、グループ間でのレポートの移動を行うことができます。［グループ］列

の［すべて］オプションを選択すると、すべてのレポートを表示できます。

機能 説明

このオプションでは、Reporting モジュールに、新しいレポートを追加することができま

す。

このオプションでは、1 つまたは複数の選択したレポートを削除することができます。
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ビューを更新します。

［アクション］メニューには、次のオプションがあります。インポート、エクスポート、権限。

レポート ツールバー

レポート ツールバーでは、レポートを追加、変更、削除、複製、インポート、エクスポートできま

す。グループ内のレポートにアクセス権限を設定することもできます。

機能 説明

このオプションでは、Reporting モジュールに、新しいレポートを追加することができま

す。

このオプションでは、1つまたは複数の選択したレポートを削除することができます。

このオプションで、チャートを編集できます。

このオプションは、選択したレポートの複製コピーを作成します。

［アクション］メニューには、次のオプションがあります。インポート、エクスポート、権限。

レポート リスト パネル

レポート リスト パネルには、すべてのレポートのリストが表形式で表示されます。

次の表は、［レポート リスト］パネルの列を説明したものです。
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列 説明

名前 レポートの名前。

グルー

プ

レポートが所属するレポート グループ。

更新

日時

レポートが更新された日時。

スケ

ジュー

ル数

この数は、レポートに対して作成されているスケジュールの数を示します。

アクショ

ン

［アクション］メニューには、次のオプションがあります。レポートをスケジュール設定、

スケジュール設定されたレポートの表示、削除、編集、エクスポート。

スケジュールに関する参考情報

Reportsモジュールのユーザーインターフェイスでは、Security Analyticsのレポート スケジュールに

アクセスできます。このトピックでは、ユーザーインタフェースに関する説明のほか、レポートのス

ケジュール設定に役立つ参考情報も示しています。

トピック

l 機能

l 機能

l 機能

l 機能

l 機能

［ロゴの選択］ダイアログ

［ロゴの選択］ダイアログでは、Reporting Engineサービスの［構成］ビューに格納していない新し

いロゴをアップロードしたり、Reporting Engineサービスの［構成］ビューに格納済みの既存のロゴ

を選択することができます。このビューに関連する手順については、「ロゴの選択」を参照してく

ださい。

このダイアログにアクセスするには、次の手順を実行します。
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1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート］パネルで、レポートを選択します。

4. ＞［レポート スケジュールの表示］をクリックします。

［レポート スケジュール］ビューのタブが表示されます。

5. スケジュール設定されたレポートを選択し、 ＞［スケジュールの編集］をクリックします。

［レポートのスケジュール設定］ビューのタブが表示されます。

6. ［ロゴ］パネルをクリックします。

［ロゴの変更］ダイアログボックスが表示されます。

次の図に、［ロゴの変更］ダイアログの例を示します。

次の表に、［ロゴの選択］ダイアログのフィールドを示します。
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フィールド 説明

新しいロゴのアップ

ロード

ローカルディレクトリから新しいロゴをアップロードするには、このアイコン

をクリックします。

選択 レポート スケジュールで使用するロゴを既存のリストから選択します。

キャンセル ロゴの選択を取り消して、［レポートのスケジュール設定］パネルに戻り

ます。

デフォルトの設定 デフォルトのロゴとして設定するロゴを選択します。

［レポートをすべて表示］パネル

［レポートをすべて表示］ビューでは、レポートの表示、印刷、保存、メール送信を行うことがで

きます。このビューに関連する手順については、次を参照してください。すべてのレポートのリストの

表示 .

このビュー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、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート］パネルで、［レポートをすべて表示］をクリックします。

395 Reportsモジュールの参考資料



レポート ガイド

次の図に、このパネルの例を示します。

機能

［レポートをすべて表示］パネルには以下の機能があります。

l ［レポート］ツールバー

l レポート出力

l レポート カレンダー

l レポート時刻

次の表に、［レポートをすべて表示］ツールバーのオプションを示します。

操作 説明

選択された日付のレポート名またはスケジュール名に基づい

て、スケジュールを検索します。

表示されているいずれかのレポートをクリックすると、そのレポートを表示できます。

［レポート］ツールバー

レポート ツールバーでは、レポートを印刷、保存、メール送信、フルスクリーン表示できます。

Reportsモジュールの参考資料 396



レポート ガイド

注：Reporting Engineはレポート定義に基づいてPDFおよびCSVに結果を出力できます。レ

ポートのPDFファイルのサイズは50,000セルを超えることはできません。

次の表に、［レポート］ツールバーのオプションを示します。

操

作
説明

生成したレポートを印刷します。

レポートをPDFおよびCSVファイルで保存します。

注：サイズの大きいレポートでは［PDF形式で保存］オプションは使用できません。PDF
レポートの生成では、その処理に予想よりも長い時間がかかる場合は、「PDFを生成

中です。後で試してください」という警告メッセージが表示されることがあります。

［CSVファイルとしてダウンロード］をクリックすると、［ダウンロードするルールを選択］ダイ

アログが表示されます。CSVファイルで結果をダウンロードするには、このダイアログで

ルールを選択する必要があります。

ファイルの生成に時間がかかる場合は、［通知を受け取る］オプションをクリックすること

で、PDFまたはCSVが生成された際に通知を受け取ることができます。PDFまたはCSV

が生成されたら、［通知］を参照してステータスを確認できます。

PDFまたはCSVファイルを添付してメールでレポートを送信します。

生成したレポートを新しいウィンドウで開きます。

レポート出力パネル

レポート出力パネルには、レポートが、レポートのスケジュール名、レポートの生成時刻、選択し

たルール変数が含まれる実際のレポートとともに表示されます。

397 Reportsモジュールの参考資料



レポート ガイド

機能 説明

名前 レポート スケジュールの名前が表示されます。

時間

レポートが生成される時刻が表示されます。

レポート 選択したルール変数を含む詳細なレポートが表示されます。

レポート カレンダーパネル

レポート カレンダーパネルは、カレンダーから日付を選択するために使用されます。選択した日

付に正常に実行されたレポートのリストが表示されます。

レポート時刻パネル

レポート時刻パネルには、レポートが実際に実行された時刻が表示されます。
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［レポートの表示］パネル

［レポートの表示］パネルは、レポートのレビューに使用します。これに関連する手順について

は、次を参照してください。レポートの表示 .

このビュー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、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［レポート］をクリックします。

［レポート］ビューが表示されます。

3. ［レポート］パネルで、次のいずれかを実行します。

l ＞［レポート スケジュールの表示］をクリックします。

l ［スケジュール数］列をクリックします。

次の図は、［レポート スケジュールの表示］を示しています。

機能

［レポートの表示］パネルは、次のセクションで構成されます。

l ［レポート］ツールバー

l ［レポート出力］パネル

l ［レポート カレンダー］パネル
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l ［レポート時刻］パネル

［反復］が選択されているレポート スケジュールの［表示］をクリックすると、［サブレポート］パネ

ルが表示されます。構成されたリストのそれぞれの値に対して、レポートが生成されます。

次の表に、［サブレポート］パネルに表示される列を示します。

列 説明

値 ［リストの選択］パネルの動的変数に対して選択されているリスト値。
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列 説明

ス

テー

タス

それぞれのリスト値に対してスケジュール設定されているレポートの状態を示します。

l 一部完了：複数のルールが設定されているレポートでいずれかのルールの実行が失

敗した場合や、出力アクションが失敗した場合、PDF/CSVの作成が失敗した場合

などは、レポートのステータスが「一部完了」と表示されます。たとえば、5個のルール

が設定されているレポートがあり、4個のルールは正常に実行されたものの、1個が失

敗した場合、そのステータスは「一部完了」と表示されます。

l 失敗：複数のルールが設定されているレポートで、ルールの実行がすべて失敗した

場合、レポートの状態は「失敗」と表示されます。

l 完了：レポートが正常に実行された場合、レポートの状態は「完了」と表示されま

す。

表

示

表示されているいずれかのレポート スケジュールまたはサブレポートをクリックし、［表

示］をクリックすると、そのレポートが表示されます。

注：レポートが実行中であっても、完了したルールが［レポートの表示］ページに表示

されます。

各パネルの詳細については、次のトピックを参照してください：［レポートをすべて表示］パネル.

ルールに関する参考情報

Security Analyticsのルールには、Reportsモジュールのユーザーインターフェイスからアクセスでき

ます。このトピックでは、レポートとアラートに対して定義されたルールに関するユーザーインタ

フェースの説明のほか、ルールの管理に役立つ参考情報も示しています。

トピック

l ［ルールのビルド］ビュー

l 集計クエリー

l ［ルールの権限］ダイアログ

l ［ルール］ビュー

l IPDBイベント ソースの指定
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l Warehouseデータベースのルール定義モード

l 詳細なルールの一般的な構文

l All Event Categoriesレポート

Warehouse DBの詳細ルール

このトピックでは、Warehouseデータ ソースのルールの例を示します。Warehouse DBルールの定

義には、HIVEクエリーを使用します。次のモードを使用して、Warehouseデータ ソースのルール

をシンプルなものから高度なものまで定義できます。

l デフォルト モード

l エキスパート モード

詳細なルールは、DROP、CREATEなどの句を使って作成された複雑なHIVEクエリーを使用

して定義できます。シンプルなルールの場合とは異なり、常に結果がテーブルに挿入されます。

高度なHIVEクエリー言語の詳細については、「HIVE言語マニュアル」を参照してください。

以下の例では、エキスパート モードでの詳細なルールについて説明します。

l 毎時、日次、週次、月次のレポート

l ロケーション(データ配置)に基づくテーブルパーティション構成のレポート

l unique_idに基づくログとセッションの結合のレポート

l リスト レポート

l レポートのパラメータ機能

l 複数のロケーションを持つパーティションベースのテーブル

l カスタム関数を使用したパーティションの自動化( 10.5.1 以降)

詳細なルールの一般的な構文

次の図は、詳細なクエリーを定義する方法を示しています。
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次の構文は、詳細なクエリーの例です。

DROP Table IF EXISTS sessions21022014;

CREATE External TABLE sessions21022014

ROW FORMAT SERDE ‘org.apache.hadoop.hive.serde2.avro.AvroSerDe’

STORED AS INPUTFORMAT

'org.apache.hadoop.hive.ql.io.avro.AvroContainerInputFormat'
OUTPUTFORMAT

'org.apache.hadoop.hive.ql.io.avro.AvroContainerOutputFormat'

LOCATION '/RSA/rsasoc/v1/sessions/data/2013/12/2’

TBLPROPERTIES('avro.schema.literal'='
{

"type":"record";

"name":"nextgen"; 

"fields": 
[
{"name":"time", "type":["long", "null"], "default":"null"},

{"name":"threat_category", "type":["string", "null"],
"default":"null"},

{"name":"ip_src", "type":["string", "null"], "default":"null"},

{"name":"device_class", "type":["string", "null"], "default":"null"}
]
'};
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set mapred.input.dir.recursive=true;
set hive.mapred.supports.subdirectories=true;

select  from_unixtime(time), threat_category, ip.src from time_variable
where threat_category is not NULL and time >= ${report_starttime}
and time <= ${report_endtime};

注：エキスパート モードのWarehouseルールでは、Reporting Engineは<hyphen> <hyphen>で始

まる行をコメントとして扱います。

例：

set mapred.input.dir.recursive=true;
-- This is an Expert comment
set hive.mapred.supports.subdirectories=true;

詳細なクエリーの一般的な構文について次に説明します。

1. 外部テーブルをドロップおよび作成し、行をフォーマットする：

まず、テーブルがすでに存在する場合は、そのテーブルをドロップし、外部テーブル

sessions21022014を作成します。

DROP TABLE IF EXISTS sessions21022014

CREATE EXTERNAL TABLE sessions21022014

注： 外部テーブルを作成する必要があるのは、別のテーブルを使用している場合だけで

す。たとえば、sessions21022014とは別のテーブルを使用している場合は、そのテーブルを

ドロップして外部テーブルを作成する必要があります。

次に、行形式をAvro.SerDeインタフェースとして指定し、レコードの処理方法について

HIVEに指示します。Avro.SerDeを使用すると、Avroデータの読み取りまたは書き込みを

HIVEテーブルとして実行し、入力形式および出力形式として格納することができます。

ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.serde2.avro.Avro.SerDe' 
STORED AS INPUTFORMAT

'org.apache.hadoop.hive.ql.io.avro.AvroContainerInputFormat'
OUTPUTFORMAT

'org.apache.hadoop.hive.ql.io.avro.AvroContainerOutputFormat'

2. HDFSのロケーションを指定する：

次に、HDFSのロケーション「/RSA/rsasoc/v1/sessions/data/2013/12/2」を指定する必要があ

ります。HIVEステートメントの実行前に、このロケーションからデータのクエリーが実行されま

す。ロケーションのパラメーターは、指定された日付入力に応じてフェッチされるデータを指

定します。これは変数パラメータであるため、入力された日付に応じて値をフェッチできま

す。
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3. テーブルスキーマを定義する：

次に、特定のデータ タイプを使用し、デフォルト値を「null」として列を定義することにより、

テーブルスキーマを定義します。

TBLPROPERTIES('avro.schema.literal'='

{"type":"record";

"name":"nextgen"; 

"fields": 

[

{"name":"ip_src", "type":["string", "null"], "default":"null"}

]

'};

4. サブディレクトリを含むディレクトリからデータをインポートする：

次に、HIVEですべてのサブディレクトリを繰り返しスキャンして、すべてのサブディレクトリから

すべてのデータをフェッチできるようにする必要があります。

set mapred.input.dir.recursive=true;

set hive.mapred.supports.subdirectories=true;

5. HIVEテーブルからデータをフェッチする：

前述のすべてのステートメントを実行したら、HIVEクエリーのselect句を使用してデータベー

スのクエリーを実行し、HIVEテーブルからデータをフェッチすることができます。

毎時、日次、週次、月次のレポート

これらのルールの例では、2013年12月2日のさまざまなレポートを作成できます( 後続の図を参

照) 。LOCATIONステートメントの日付変数は、作成可能な毎時、日次、週次、月次の各レ

ポートに応じて変更することができます。

毎時レポート

このルールの例では、2013年12月2日の毎時レポートを作成できます。LOCATIONステートメン

トを変更することで毎時レポートを作成できます。

LOCATION '/RSA/rsasoc/v1/sessions/data/2013/12/2' -日付入力( 2013/12/2) は年 /月 /日を

示しています。このLOCATIONステートメントを使用して、2013年12月2日のデータ全体が取

得されます。
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このクエリーの結果セットは、毎時レポートになります。

日次レポート

このルールの例では、2013年12月の日次レポートを作成できます。LOCATIONステートメントを

変更することで日次レポートを作成できます。

LOCATION '/RSA/rsasoc/v1/sessions/data/2013/12' -日付入力( 2013/12) は年 /月を示してい

ます。このLOCATIONステートメントを使用して、2013年12月のデータ全体が取得されます。

このクエリーの結果セットは、日次レポートになります。

週次レポート

このルールの例では、2013年12月の週次レポートを作成できます。LOCATIONステートメントを

変更することで週次レポートを作成できます。

LOCATION '/RSA/rsasoc/v1/sessions/data/2013/12' -日付入力( 2013/12) は年 /月を示してい

ます。このLOCATIONステートメントを使用して、2013年12月のデータ全体が取得されます。
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このクエリーの結果セットは、週次レポートになります。

月次レポート

このルールの例では、2013年の月次レポートを作成できます。LOCATIONステートメントを変

更することで月次レポートを作成できます。

LOCATION '/RSA/rsasoc/v1/sessions/data/2013' -日付入力( 2013) は年を示しています。こ

のLOCATIONステートメントを使用して、2013年のデータ全体が取得されます。

このクエリーの結果セットは、月次レポートになります。

LOCATION定義の詳細については、「詳細なルールの一般的な構文」セクションの「HDFSの
ロケーションを指定する」を参照してください。

詳細なルールの結果セットを表示するには、次のステップを順番に実行する必要があります。
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1. 詳細なルールの定義

2. 詳細なルールのレポートへの追加

3. レポートのスケジュール設定

4. レポート スケジュールの表示

次の図は、詳細なルールを定義する方法を示しています。

次の図は、詳細なルールをレポートに追加する方法を示しています( たとえば、

AllEventCategories) 。

次の図は、日次レポートをスケジュール設定する方法を示しています。
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特定の時間範囲についてのレポートを生成する場合は、次の2つの変数を使用して、クエリー

で時間範囲を定義する必要があります。

${report_starttime} - The starting time of the range in seconds.
${report_endtime} - The ending time of the range in seconds.

例：SELECT from_unixtime(time), threat_category, ip.src FROM time_
variable WHERE threat_category is not NULL AND time >= ${report_
starttime} AND time <= ${report_endtime};

次の図は、日次レポートをスケジュール設定した結果セットを示しています。

ロケーションに基づくテーブルパーティションのレポート

このルールの例では、ロケーションに基づくテーブルパーティションを作成できます。各テーブルに

は、データの格納方法を指定する1つ以上のパーティションキーを構成できます。たとえば、

STRINGのcountry_dstやtype STRINGのip_srcなどです。パーティションキーのそれぞれの一意

の値は、テーブルのパーティションを定義します。
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ここで取り上げた例では、HIVEクエリーを実行し、sessions05032014テーブルから宛先の国とIP
アドレスをフェッチして、結果セットをこれらのフィールド別にグループ化します。

このルールでは、Warehouse内でavroデータ ファイルに対して作成されたテーブル、フォーマットさ

れた行、ロケーション( ディレクトリパス) に関する情報を提供し、HIVEクエリーに従った結果セッ

トを返してクエリーから結果セットが返されたことを示します。これらのステートメントの詳細につ

いては、「詳細なルールの一般的な構文」セクションを参照してください。

次の図は、ロケーションに基づくテーブルパーティションのレポートを作成した結果セットを示して

います。
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unique_idに基づくログとセッションの結合のレポート

このルールの例では、ログおよびセッションテーブルを結合してunique_id、ソースと宛先のIPアド

レス、unique_idに基づくパケット IDをフェッチするルールを作成できます。

ここで取り上げた例では、HIVEクエリーを実行し、「unique_id」フィールドに基づいて結合を実

行することによってsessions_tableとlogs_tableの両方から特定のフィールドをフェッチします。

このルールでは、Warehouse内でavroデータ ファイルに対して作成されたテーブル、フォーマットさ

れた行、ロケーション( ディレクトリパス) に関する情報を提供し、HIVEクエリーに従った結果セッ

トを返してクエリーから結果セットが返されたことを示します。これらのステートメントの詳細につ

いては、「詳細なルールの一般的な構文」セクションを参照してください。

次の図は、unique_idに基づいてログおよびセッションテーブルを結合した結果セットを示してい

ます。
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リスト レポート

このルールの例では、 lists_testテーブルからソースと宛先のIPアドレスおよびデバイスタイプを

フェッチするリスト レポートを作成できます。デバイスタイプはnullではなく、ソースのIPアドレスは

適切なイベント リストからフェッチされます。

このルールでは、Warehouse内でavroデータ ファイルに対して作成されたテーブル、フォーマットさ

れた行、ロケーション( ディレクトリパス) に関する情報を提供し、HIVEクエリーに従った結果セッ

トを返してクエリーから結果セットが返されたことを示します。これらのステートメントの詳細につ

いては、「詳細なルールの一般的な構文」セクションを参照してください。

次の図は、リスト レポートを実行した結果セットを示しています。
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レポートのパラメータ機能

このルールの例では、指定された実行時変数${EnterIPDestination}に基づいてruntime_
variableテーブルからソースと宛先のIPアドレスおよびデバイスタイプをフェッチするルールを作成

できます。実行時に、宛先 ip_dstのIPアドレスの値を入力するよう求められます。入力された値

に基づいて、結果セットが表示されます。

このルールでは、Warehouse内でavroデータ ファイルに対して作成されたテーブル、フォーマットさ

れた行、ロケーション( ディレクトリパス) に関する情報を提供し、HIVEクエリーに従った結果セッ

トを返してクエリーから結果セットが返されたことを示します。これらのステートメントの詳細につ

いては、「詳細なルールの一般的な構文」セクションを参照してください。

次の図は、レポートのパラメータ機能を実行した結果セットを示しています。
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複数のロケーションを持つパーティション ベースのテーブル

以下に、複数のロケーションを持つパーティションベースのテーブルの例を示します。

set mapred.input.dir.recursive=true;
set hive.mapred.supports.subdirectories=true;
DROP TABLE IF EXISTS AVRO_COUNT;
CREATE EXTERNAL TABLE AVRO_COUNT
PARTITIONED BY (partition_id int)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.serde2.avro.AvroSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES (
'avro.schema.literal'='{
"name": "my_record", "type": "record",
"fields": [
{"name":"sessionid", "type":["null", "long"], "default" :

null},
{"name":"time", "type":["null", "long"], "default" : null}
]}'
)
STORED AS
INPUTFORMAT
'org.apache.hadoop.hive.ql.io.avro.AvroContainerInputFormat'
OUTPUTFORMAT
'org.apache.hadoop.hive.ql.io.avro.AvroContainerOutputFormat';
ALTER TABLE AVRO_COUNT ADD PARTITION(partition_id=0) LOCATION

'/rsasoc/v1/sessions/data/2015/07/22/8';
ALTER TABLE AVRO_COUNT ADD PARTITION(partition_id=1) LOCATION

'/rsasoc/v1/sessions/data/2015/07/22/9';
ALTER TABLE AVRO_COUNT ADD PARTITION(partition_id=2) LOCATION

'/rsasoc/v1/sessions/data/2015/07/22/10/';
ALTER TABLE AVRO_COUNT ADD PARTITION(partition_id=3) LOCATION

'/rsasoc/v1/sessions/data/2015/07/22/11/';
ALTER TABLE AVRO_COUNT ADD PARTITION(partition_id=4) LOCATION

'/rsasoc/v1/sessions/data/2015/07/22/12/';
SELECT COUNT(*) as TOTAL FROM AVRO_COUNT WHERE time >=

${report_starttime} AND time
<= ${report_endtime};
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複数のロケーションを持つパーティションベースのテーブルについて次に説明します。

1.
HIVEですべてのサブディレクトリを繰り返しスキャンして、サブディレクトリからすべてのデータ

を読み取ることができるようにします。

set mapred.input.dir.recursive=true;
set hive.mapred.supports.subdirectories=true;

2. 外部テーブルをドロップおよび作成し、行をフォーマットする：

DROP TABLE IF EXISTS AVRO_COUNT;

CREATE EXTERNAL TABLE AVRO_COUNT

PARTITIONED BY (partition_id int)

ROW FORMAT SERDE

'org.apache.hadoop.hive.serde2.avro.AvroSerDe'

WITH SERDEPROPERTIES (

'avro.schema.literal'='{

"name": "my_record", "type": "record",

"fields": [

{"name":"sessionid", "type":["null", "long"], "default" :

null},

{"name":"time", "type":["null", "long"], "default" : null}

]}'

)

STORED AS

INPUTFORMAT

'org.apache.hadoop.hive.ql.io.avro.AvroContainerInputFormat'

OUTPUTFORMAT

'org.apache.hadoop.hive.ql.io.avro.AvroContainerOutputForma

t';

注： 外部テーブルを作成する必要があるのは、別のテーブルを使用している場合だけ

です。たとえば、AVRO_COUNTとは別のテーブルを使用している場合、そのテーブル

をドロップして外部テーブルを作成する必要があります。
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注：テーブルを作成するときに留意すべきポイント：

- 「非外部」テーブルをドロップすることでデータが削除される。

- テーブルはpartition_idと呼ばれる単一の列にパーティション化され、Reporting Engine
の標準列となる。

- AVROファイルに指定された列が含まれていない場合があるため、列のデフォルト値

はNullである。

- HIVEは大文字と小文字を区別しないが、AVROが大文字と小文字を区別する

ため、列名は小文字にする必要がある。

- SERDEPROPERTIESにavro.schema.literalを指定する必要がある。

ルール構文の詳細については、「Apache HIVE」を参照してください。

3. パーティションを追加する：

テーブルを定義したら、HIVEステートメントを実行する前にデータをクエリーする必要がある

HDFSのロケーションを指定する必要があります。ロケーションパラメーターには、指定された

日付に応じて、フェッチされるデータを指定します。データはHDFSの複数のロケーションまた

はディレクトリに分散されます。各ロケーションに対して、パーティション列に一意の値を割り

当てたパーティションを追加する必要があります。場所は、HDFS内の任意のディレクトリに

することができます。

ALTER TABLE AVRO_COUNT ADD PARTITION(partition_id=0) LOCATION

'/rsasoc/v1/sessions/data/2015/07/22/8';

ALTER TABLE AVRO_COUNT ADD PARTITION(partition_id=1)

LOCATION '/rsasoc/v1/sessions/data/2015/07/22/9';

ALTER TABLE AVRO_COUNT ADD PARTITION(partition_id=2)

LOCATION '/rsasoc/v1/sessions/data/2015/07/22/10/';

ALTER TABLE AVRO_COUNT ADD PARTITION(partition_id=3)

LOCATION '/rsasoc/v1/sessions/data/2015/07/22/11/';

ALTER TABLE AVRO_COUNT ADD PARTITION(partition_id=4)

LOCATION '/rsasoc/v1/sessions/data/2015/07/22/12/';

注：HIVEは、これらのロケーションにある各ファイルをAVROとして読み取ります。これら

のロケーションのいずれかで使用可能な非AVROファイルが存在する場合、クエリーは

失敗する可能性があります。

4. クエリーを実行する

SELECT COUNT(*) as TOTAL FROM AVRO_COUNT WHERE time >=

${report_starttime} AND time

<= ${report_endtime};

テーブルが作成されると、特定のクエリーを実行してデータをフィルタリングできます。たとえ
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ば、テーブルの作成後、次の例で示すようにデータをフィルタリングできます。

特定のソースIPアドレスを持つセッション：

SELECT * FROM AVRO_COUNT WHERE time >= ${report_starttime}

AND time <= ${report_endtime} AND ip_src = '127.0.0.1';
ユーザーの宛先に基づいてグループ化します。

SELECT * FROM AVRO_COUNT WHERE time >= ${report_starttime}

AND time <= ${report_endtime} GROUP BY usr_dst;

カスタム関数を使用したパーティションの自動化

10.5.1では、カスタム関数を使用して、エキスパート モードでのユーザー定義テーブルへのパー

ティションの追加を自動化できます。

一般的な構文

RE WH CUSTOM ADDPARTITIONS(table, namespace, rollup, [starttime,
endtime])

次の表では、カスタム関数の構文について説明します。

# 名前 説明

1 表 パーティションを追加する必要があるテーブルの名前。

2 namespace セッションまたはログを指定できます。

3 rollup

この値によって、パーティションに含まれるディレクトリパスのレベルが決まり

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

値には時間、日、分を指定できます。Warehouse Connectorが「日」ロー

ルアップとして構成されている場合、この値を「時間」と設定すると、生成さ

れる結果は「ゼロ」になります。各パーティションの数とロケーションは、ルー

ルの実行に使用される時間範囲とロールアップ値に基づいて決まります。

4 ( オプション)

starttime、

endtime
ルールに記載されている時間範囲以外の特定の時間範囲用のパーティ

ションを生成するには、［エポック秒数］に開始時刻と終了時刻を指定す

る必要があります。

注：開始時刻および終了時刻に関しては、式はサポートされていませ

ん。
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カスタム関数は、テスト ルールまたはスケジュール設定されたレポートいずれかの実行中に、

Reporting Engineによってルールが実行されるときに呼び出されます。エキスパート ルールの実行

時にReporting Engineは、関数宣言を識別するたびに、必要な

引数を抽出し、n個のADD PARTITION HiveQLステートメントを挿入して、それらをHive
Server上で実行します。

ロケーションとディレクトリ構造は、ルールで渡された引数と、Reporting EngineのHiveデータソー

ス構成によって

決定されます。パーティションの数は、指定されたロールアップと、ルールの実行中に使用される

時間範囲によって決まります。たとえば、ロールアップが「時間」で、時間範囲が「過去2日間」

の場合、48時間のために48個のパーティションが作成されます。

ロールアップが「日」と指定されている場合は、Reporting Engineが2個のパーティションを作成し

ます( 1日に1個) 。

パーティションのクエリーは、Reporting EngineのHive構成属性「AlterTableTemplate」で設定さ

れている構文テンプレートによって生成されます。

注：デフォルトでは、この関数によってテーブルへのパーティションの追加が開始されます( パー

ティションidは0からN-1) 。そのため、テーブルをパーティションidという名前の整数1文字の列で

パーティション化する必要があります。

次に、カスタム関数を使用して自動化されたパーティションの例を示します。

set mapred.input.dir.recursive=true;
set hive.mapred.supports.subdirectories=true;
DROP TABLE IF EXISTS AVRO_COUNT;

CREATE EXTERNAL TABLE AVRO_COUNT
PARTITIONED BY (partition_id int)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.serde2.avro.AvroSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES (
'avro.schema.literal'='{ 
"name": "my_record", "type": "record", 
"fields": [ 
{"name":"sessionid", "type":["null", "long"], "default" :

null}
,{"name":"time", "type":[ "null" , "long"], "default" : null}
,{"name":"unique_id", "type":["null", "string"], "default" :

null}
]}'

)
STORED AS 
INPUTFORMAT 
'org.apache.hadoop.hive.ql.io.avro.AvroContainerInputFormat'
OUTPUTFORMAT 
'org.apache.hadoop.hive.ql.io.avro.AvroContainerOutputFormat';
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RE_WH_CUSTOM_ADDPARTITIONS(AVRO_COUNT, 'sessions', 'DAY');
SELECT COUNT(*) as TotalSessions FROM AVRO_COUNT
WHERE time >= ${report_starttime} AND time <= ${report_

endtime};

Warehouse DBのシンプルなルール

このトピックでは、Warehouseデータ ソースのルールの例を示します。Warehouse DBルールの定

義には、HIVEクエリーを使用します。次のモードを使用して、Warehouseデータ ソースのルール

をシンプルなものから高度なものまで定義できます。

l デフォルト モード

l エキスパート モード

デフォルト モードでは、SELECT、WHERE、GROUP BY、HAVINGなどの句を使用してデータ

ソースを検索し、シンプルなルールを定義します。デフォルトでは、セッションやrawログに対して

クエリーを実行するルールを作成できます。

以下の例では、デフォルト モードでのシンプルなルールについて説明します。

l All Event Categoriesレポート

l Attacks Event Categoriesレポート

l ソース: China Event Categoriesレポート

l IP Source and Destination Event Categoriesレポート

l by Time Threat Categoriesレポート

l Array Queryレポート

l Raw Log Queryレポート

All Event Categoriesレポート

このルールは、［sessions］テーブルから取得するフィールドそれぞれにエイリアス名( 一時的な列

名) を定義して、イベント カテゴリー、ソースの国名、宛先の国名を取得するものです。エイリア

ス名はそれぞれ、ソースの国名がcountry_src、宛先の国名がcountry_dstとなっています。
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次の図は、All Event Categoriesルールの結果セットを示しています。
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Attacks Event Categoriesレポート

このルールは、［sessions］テーブルから取得するフィールドそれぞれにエイリアス名( 一時的な列

名) を定義したうえで、カテゴリ名が「Attacks.%」のようになっている列のみを選択してイベント

カテゴリ、ソースの国名、宛先の国名を取得するものです。

次の図は、Attacks Event Categoriesルールの結果セットを示しています。
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ソース：China Event Categoriesレポート

このルールは、［sessions］テーブルから取得するフィールドそれぞれにエイリアス名( 一時的な列

名) を定義したうえで、ソースの国名が「China」の列のみを選択してイベント カテゴリ、ソースの

国名、宛先の国名を取得するものです。
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次の図に、ソースの結果セットを示します。China Event Categoriesルール
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IP Source and Destination Event Categoriesレポート

このルールは、［sessions］テーブルから取得するフィールドそれぞれにエイリアス名( 一時的な列

名) を定義したうえで、宛先の国名がNULLでない列のみを選択し、ソースの国名および宛先

の国名のIPアドレスを取得するものです。
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次の図は、IP Source and Destination Event Categoriesルールの結果セットを示しています。
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by Time Threat Categoriesレポート

このルールは、［sessions］テーブルから取得するフィールドそれぞれにエイリアス名( 一時的な列

名) を定義して、脅威カテゴリに該当するイベント、そのログまたはイベントがLog Decoderまた

はDecoderに取り込まれた時刻、ソースのIPアドレスを取得するものです。
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次の図は、by Time Threat Categoriesルールの結果セットを示しています。［時刻］フィールドに

表示されている時間はUNIX時間です( たとえば、1388743446) 。

注：レポートでUTC時間に変換する場合には、SELECT句で構文を「UNIX時間」にしま

す。たとえば、時刻コンバーターEpochを使用して、UNIX時間( 1388743446) をUTC( 協定世

界時：2014/01/03 3:34:06 PM) に変換できます。
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Array Queryレポート

このルールは、［sessions］テーブルから「www.google.com」という値が含まれるエイリアスホスト

名の配列を取得するものです。
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次の図は、セッションから配列を検索した結果のセットを示しています。
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Raw Log Queryレポート

rawログは、［logs］または［sessions］テーブルのいずれかから検索できます。

このルールでは、 logsからraw_logメタを使用して、packet IDがNULLでないrawログを検索しま

す。
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次の図は、ログからrawログを検索した結果のセットを示しています。
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このルールでは、sessionsから${raw_log}メタを使用して、ソースのIPアドレスがNULLでないraw
ログを検索します。
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次の図は、sessionsからrawログを検索した結果のセットを示しています。
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［ルールのビルド］ビュー

このトピックでは、［ルールのビルド］ビューの機能と、実行できるアクションについて説明します。

関連づけられている手順については、「ルール」を参照してください。

ルールパネルでは次のアクションを実行できます。

l ルールを定義して保存する。

l ルールの値をリセットする。

l ルールの正確さをテストする。

l ルールをレポートに追加する。

l ルールをアラート キューに追加する。

l ルールをチャートに追加する。

［ルールのビルド］ビュー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、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ルールツールバーで、 ＞［NetWitnessDB］をクリックします。

［ルールのビルド］ビューのタブが表示されます。
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次の図に、［ルールのビルド］ビューの例を示します。

機能

［ルールのビルド］ビューは次のパネルで構成されます。

l ルールパネル

l メタ パネル

l リスト パネル

ルールパネル

ルールパネルでは、選択したデータベースタイプのルールを作成できます。
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次の図は、［ルール］パネルを示しています。

次の表で、［ルール］パネルの各機能について説明します。

機能 説明

ルー

ルタイ

プ

ルールを作成する際にサポートされるデータベースタイプのドロップダウンリスト。オプ

ションは次のとおりです。NetWitness DB、IPDB、Warehouse DB。

名前 作成または編集しているルールの名前。

サマラ

イズ

サマライズオプションのドロップダウンリスト。オプションは次のとおりです。なし、イベン

ト数、パケット数、セッション数、カスタム。
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機能 説明

Select 値を集計したいメタ キー。たとえば、 ip.dest。

where ルールの実行をトリガーする条件を定義するWhere句。たとえば、 ip.dest =

127.0.0.1。

Group

By

結果をグループ化する方法。たとえば、 ip.destを指定すると、 ip.destの値がグループ

化されたレポートが生成されます。

Then 出力への追加処理に関するルールアクションを定義するThen句。

Order

By

結果の表示に使用される優先順位づけ方法。たとえば、［Order By］に［Total］列の

値と昇順を指定すると、結果が［Total］列の値に基づいて昇順に格納されたレポー

トが生成されます。

セッ

ション

閾値

セッション閾値を選択するリスト。セッション閾値は、集計関数で処理されるセッション

の最大数を指定します。

件数 取得される結果行の最大数を選択するリスト。

使用 ［使用］をクリックすると、ルールを使用してレポート、チャートのアラートを生成すること

ができます。

保存 ［保存］をクリックすると、編集しているルールが保存されます。［ルールのビルド］パネ

ルは開かれたままです。変更を維持する場合は、ルールをテストする前に保存する

必要があります。

リセッ

ト

［リセット］をクリックすると、フィールドのすべての情報がクリアされます。

ルー

ルの

テスト

［ルールのテスト］をクリックすると、［ルールのテスト］ダイアログが開きます。

［ルールのテスト］ダイアログ

［ルールのテスト］ビューにアクセスするには、次の手順を実行します。
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1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［ルールリスト］パネルで、次のいずれかを実行します。

l ルールを選択し、［ルール］ツールバーの をクリックします。

l ＞［編集］をクリックします。

［ルールのビルド］ビューのタブが表示されます。

3. ［ルールのテスト］をクリックします。

［ルールのテスト］ビューが表示されます。

次の表で、［ルールのテスト］ダイアログの機能を説明します。

機能 説明

データ

ソース

テストしているルールタイプのデータ ソースを選択するドロップダウンリスト。選択可

能なデータ ソースは次のとおりです。Concentrator、Broker、Decoder、Log

Decoder。
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機能 説明

形式 ルールの結果を表示するための形式を選択するドロップダウンリスト。選択可能な

形式は次のとおりです。表、面、横棒、バブル、カラム、折れ線、円、ステップ折れ

線、ステップ面、スプライン面、スプライン。

時間範

囲 時間範囲の指定方法を選択するドロップダウンリスト。

l ［過去］を選択すると、年、月、日、週、時間の数を指定できます。たとえば、

時間、日、週、月、年。

l ［範囲］を選択すると、日付と時刻の範囲を指定できます。たとえば、開始日

から終了日まで。

ユーザーインタフェースに表示される日付または時刻は、ユーザーが選択したタイ

ムゾーンプロファイルによって異なります。

相対時

間計算

の使用

このオプションを選択すると、現在の時刻からの時間範囲が計算されます。

X軸

［X軸］と［Y軸］では、チャートにプロットするメタデータを指定します。

［X軸］ドロップダウンリストには、ルールのGroup by設定のメタ タイプが表示され

ます。ルールのGroup by設定が1つの場合は、複数のメタ タイプを選択できます。

複数のGroup by値が含まれるカスタムルールについては、［X軸］の最初のメタ タ

イプのみを選択できます。

Y軸

［Y軸］ドロップダウンリストには、ルールで使用される集計関数が表示されます。

ルールに使用する集計関数では、Sum、Count、Countdistinct、Averageがサポート

されています。

1つ以上の集計関数を選択できます。
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機能 説明

テストの

実行

［テストの実行］をクリックすると、［ルールビルダー］ダイアログで最後に保存された

ルールのテストが実行されます。テストが完了すると、選択した時間範囲のルール

データが表示されます( 存在する場合) 。

メタ パネル

メタ パネルには、ルールのビルドに使用できるメタ タイプのリストが表示されます。メタ タイプは、

Select、Where、Thenの各句で使用できます。Reporting Engineは、接続先のデータ ソースと定

期的に同期して、使用可能なメタのリストを保持しています。

次の図に、メタ パネルを示します。

次の表で、メタ パネルの各機能について説明します。

操

作
説明

選

択

選択したルールタイプに基づいて、使用できるデータ ソースがメタ パネルのドロップダウ

ンリストに表示されます。必要なデータ ソースを選択します。データ ソースで使用でき

るメタ タイプが表示されます。メタを選択します。

フィ

ル

タ

特定のメタ値でメタをフィルタします。
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リスト パネル

リストは、メタまたは変数で使用できる値のセットのプレースホルダです。たとえば、信頼できるす

べてのイベント ソースIPアドレスを使用してリストを定義できます。リストが定義されると、ルール

でそのリスト名を使用できます。リストを使用するルールを定義したあとは、リスト内の値をメンテ

ナンス(追加、変更、削除)することで、クエリーを変更せずに検索条件の選択肢を柔軟に管

理することができます。

リスト パネルは一連のリストを集めたものです。Reporting Engineは、接続先のデータ ソースと定

期的に同期して、使用可能なリスト名のリストを保持しています。

次の図に、リスト パネルを示します。

次の表で、リスト パネルの各機能について説明します。

操

作
説明

リストをインポートまたはエクスポートする。

［NetWitness DB］ルールタイプを選択した場合、オプションのWhereとThenが表示され

ます。ルールのWhereまたはThen句にリストを挿入します。

［IPDB］ルールタイプを選択した場合、オプションのWhereとイベント ソースが表示されま

す。ルールのWhereまたはイベント ソース句にリストを挿入します。
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操

作
説明

［Warehouse DB］ルールタイプを選択した場合、オプションのWhereが表示されます。

ルールのWhere句にリストを挿入します。

集計クエリー

このトピックでは、NWDB集計クエリーに関するシナリオについて説明します。集計クエリーを使

用するには、NWDBのルール構文について理解している必要があります。詳細は、次のトピッ

クを参照してください：NWDBルールの構文 .

サポートされる集計関数

次の表に、サポートされる集計関数を示します。

集計関数 説明

入力

データ

タイプ

出力

データ

タイプ

count メタ値を返します。その中には、重複値も含まれます。 数値 数値

countdistinct 固有値または一意値の合計数を返します。 数値 数値

distinct すべての一意値を返します。 任意 任意

first 最初に出現するメタ値を返します。 任意 入力と

同じ

last 最後に出現するメタ値を返します。 任意 入力と

同じ

sum グループ内のメタキーの、NULL以外のすべての値の合

計を返します。

数値 数値

avg( 平均) グループ内のメタキーの、NULL以外のすべての値の平

均値を返します。

数値 数値

min( 最小) 各グループ内のメタキーの、すべての値の最小を返しま

す。この値は、［Order By］フィールドに基づきます。

任意 任意
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集計関数 説明

入力

データ

タイプ

出力

データ

タイプ

max( 最大) 各グループ内のメタキーの、すべての値の最大を返しま

す。最大値は、［Order By］フィールドによって返される値

です。

任意 任意

length メタキーの値の長さを返します。これは、SQLの「スカラー

関数」と呼ばれます。

任意 数値

各関数のクエリーと結果の例

Count

この関数は、指定されたメタ キーの値の数を返します。NULL値は含まれませんが、重複値は

含まれます。

例

次の図は、宛先IPおよびそのソースIPに対してcount関数を使用したクエリーの例を示していま

す。
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次の図は、前述のクエリーの結果を示しています。
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この例では、一意のip.src( ソースIP) ごとに、 ip.dst( 宛先IP) 値の合計数またはカウントを返し

ています。その中には、重複値も含まれます。

注：RSA Security Analyticsがバージョン10.5以降の環境で、いずれかのSecurity Analytics
Coreデバイスがバージョン10.3または10.4の場合には、いくつかの集計関数で予期しないエ

ラーが表示される場合があります。ただし、sum()やcount()などの集計関数はバージョン10.4
でサポートされています。

countdistinct

countdistinct関数は、メタキーの一意値または固有値のカウントを返します。言い換えると、

countdistinct関数を使用して、指定されたメタキーの固有値の数を取得できます。

次の図は、IPソース( ip.src) およびデータ サイズ( size) とともにcountdistinct関数を使用するクエ

リーの例を示しています。
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例

次の図は、前述のクエリーの結果を示しています。
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ここで、このページには、それぞれのIPソースからの固有のファイル名の合計数またはカウントとと

もに、データ サイズが表示されています。count関数とは異なり、countdistinctでは、結果から重

複値が除外されます。

distinct

この関数は、メタキーのすべての一意値または固有値を返します。

例

次の図は、さまざまなソースIPと宛先IP( ip.dst) の間で、メールの取得に使用されるdistinct関数

のクエリーの例を示しています。
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次の図は、前述のクエリーの結果を示しています。
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ここで、このページには、それぞれのIPソースと宛先の間で交換された一意のメールのリストが表

示されています。

first

この関数は、指定されたメタキーの順序づけられたシーケンスから最初の値を取得します。

例

次の図は、最初の宛先市町村名を取得するfirst関数のクエリー例を示しています。
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次の図は、前述のクエリーの結果を示しています。
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ここで、このページには、対応するソースIPと宛先IPの最初の宛先市町村名が表示されていま

す。first関数を使用して、検索結果から特定の値を分離できます。

last

この関数は、指定されたメタキーの順序づけられたシーケンスから最後の値を取得します。

例

次の図は、最新のユーザー名を取得するlast関数のクエリー例を示しています。
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次の図は、前述のクエリーの結果を示しています。
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ここで、このページには、ソースIPと宛先IPの間で交換された最新または最後のユーザー名の

氏名のリストが表示されます。

sum

この関数は、グループ内のメタキーのNULL以外の値の合計を返します。

例

次の図は、パケットに対して使用されるsum関数のクエリーを示しています。
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次の図は、前述のクエリーの結果を示しています。
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ここで、このページには、それぞれの宛先の国について、データのサイズとともに、パケットの合計

または総計が表示されます。

avg

平均関数は、グループ内のメタのNULL以外の値の平均を返します。

例

次の図は、ソースIPと宛先IPの間で伝送される平均データ サイズに関するクエリー例を示して

います。
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次の図は、前述のクエリーの結果を示しています。

Reportsモジュールの参考資料 456



レポート ガイド

ここで、このページには、ソースIPと宛先IPの間で交換される平均データ サイズが表示されま

す。

maxとmin

max関数とmin関数は、それぞれ指定されたメタ値の最大と最小を提供します。

次の図は、ソースIPと宛先の国に関して、さまざまなデータ サイズに対するmax関数とmin関数

のクエリー例を示しています。
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例

次の図は、前述のクエリーの結果を示しています。
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ここで、このページには、ソースIPおよび宛先の国とともに、［max(size)］列と［min(size)］列が示

されています。［max(size)］列には、交換された最大データ サイズが示され、［min(size)］列に

は交換された最小データ サイズが示されています。

集計メタ結果をMax_thresholdでフィルタ

閾値ルールアクションを使用して、関数の結果をさらにフィルタできます。

例

［Then］フィールドでmax関数とともに使用されるmax_thresholdのクエリーの例：

max_threshold(5000,max(size))

次の図は、前述のクエリーに対する［ビルド ルール］画面を示しています。
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ここで、max_thresholdは、上限が5000のデータ サイズに適用されています。次の図に結果を示

します。
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ここで、結果のページには、クエリー内の最大閾値である5000より小さいデータ サイズが、それに

対応するIPソースおよびそのディレクトリとともに、［max(size)］列に表示されます。

集計メタ結果をMin_thresholdでフィルター

同様に、min_thresholdを使用して関数の結果をフィルタします。この説明には、max_threshold
と同様のシナリオが考えられます。

例

［Then］フィールドでmax関数とともに使用されるmin_thresholdのクエリーは、

min_threshold(5000,max(size))

次の図は、前述のクエリーに対する［ビルド ルール］画面を示しています。
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ここで、min_thresholdは、下限が5000のデータ サイズに適用されています。次の図に結果を示

します。
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ここで、結果のページには、クエリー内の最小閾値である5000より大きいデータ サイズが、それ

に対応するIPソースおよびそのディレクトリとともに、［max(size)］列に表示されます。

注：Max_thresholdおよびMin_thresholdルールアクションは、すべての関数に対して共通であ

り、［Then］フィールド内で別のクエリーとともに使用して、それぞれの結果を取得することがで

きます。

length

この関数は、メタ値の長さを返します。言い換えれば、 length関数は、実際の値を格納するの

に使用されるバイト数を返します。

たとえば、「Analytics」の値の場合、長さとして9が返されます。同様に、 ip.srcのIPv4の場合、4
( 4バイトを表す) が返されます。

例

次の図は、ユーザー名に対して使用されるlength関数のクエリー例を示しています。

463 Reportsモジュールの参考資料



レポート ガイド

次の図は、前述のクエリーの結果を示しています。
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ここで、このページには、ユーザーアカウントおよびそのソースIPに関連づけられている長さが表

示されています。

追加情報

セッション内で複数の値を持つメタに対して［Group By］で集計( たとえば、sum(size)) のクエ

リーを行う場合、複数の値を持つセッションは、そのメタの値ごとに集計計算の対象となります。

例

Alias.hostに対して［Group By］でcount集計関数のクエリーを行うとき、セッション内で列に複数

の値がある場合には、重複する値を含めて、値ごとにセッションがカウントされます。

以下の表を参照してください。

sessionid alias.host ip.src サイズ

1 host-a、host-b、host-a a 10

2 host-b、host-c、host-a、host-c c 20

3 host-b、host-c、host-d b 30

4 host-c、host-a a 40

この表では、host-aとhost-cのalias.hostが、単一セッションに重複値として示されています。次の

クエリーを考えてみましょう。

Select : alias.host, count(ip.src), sum(size)
Group By : alias.host
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ここで、host-aとhost-cは3つのセッションに存在し、別々の2つのセッションで重複しています。し

かし、出力は次に示すようになります。

alias.host count(Ip.src) sum(size)

host-a 4 80

host-b 3 60

host-c 4 110

host-d 1 30

出力テーブルでは、host-aとhost-cのcountが4と示されています。これは、各alias.host値に対し

て、セッション全体が対象となるためです。同様に、sum(size)を計算するには、alias.host値ごと

に同じセッションが対象となります。

［ルールの権限］ダイアログ

このトピックでは、［ルールの権限］ダイアログの機能について説明します。Reportsモジュールで

は、ルールレベルでアクセス制御を行います。ルールでタスクを実行できるのは、適切な権限を

持っているユーザーに限ります。管理者が特定のタスクを実行するユーザーロールを作成する

場合、そのタスクを実行するための権限だけでなく、関連するモジュールやページなどに対する

権限も付与する必要があります。

このダイアログに関連した手順については、次のトピックを参照してください：ルールまたはルール

グループのアクセスの管理

ルールグループとルールでは、ダイアログの外観が異なります。このダイアログにアクセスするに

は、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. ［ルール］リスト パネルで、1つ以上のルールまたはルールグループを選択します。

3. ツールバーで、 ＞［権限］をクリックします。

［ルールの権限］ダイアログが表示されます。
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この図は、単一ルールの［ルールの権限］ダイアログを示しています。

次の図は、複数のルールが選択されている場合の［ルールの権限］ダイアログを示しています。
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機能 説明

ロール列

Security Analyticsのユーザーロールを示します( 組み込み型とカスタム

両方のロール) 。Security Analyticsにログインしている各ユーザーに、

ユーザーロールが割り当てられています。

複数のルールが選択された場合、ロール名の横にあるアスタリスク( たと

えば、Security*) は、そのユーザーロールで使用可能な権限が他に

も存在することを示しています。その他の権限を変更するには、ユー

ザーロールを選択し、アクセス権限を変更する必要があります。

読み取り/書き込み

列

この列のチェックボックスをオンにすると、対応するユーザーロールは

［ルール］ビューでルールを表示、編集、削除、インポート、エクスポート

する権限を持ちます。ルールに対する権限も変更できます。

読み取り専用列 この列のチェックボックスをオンにすると、対応するユーザーロールは、

ルールグループのルールを表示する権限を持ちます。

アクセス不可列 この列のチェックボックスをオンにすると、対応するユーザーロールは

ルールグループのルールを表示または編集できません。

ルールの権限を割り当てる前は、チェックボックスがオフになっていても、

この「アクセス不可」権限がすべてのユーザーロールのデフォルト権限と

して設定されています。

［これらの権限をこ

のグループのサブグ

ループとルールに適

用します］チェック

ボックス

オンになっている場合、Security Analyticsによってグループ内のサブグ

ループおよびルールに権限が適用されます。

［キャンセル］オプ

ション

［キャンセル］をクリックすると、変更を保存せずに、ダイアログを閉じま

す。
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機能 説明

［保存］オプション ［保存］をクリックすると、ダイアログを閉じ、ユーザーロールに対する

ルールグループ権限を更新します。

指定されている場合、アクセス権限はこのグループのサブグループと子

オブジェクトに適用されます。

複数のルールが選択されている場合、選択されているすべてのルール

にアクセス権限が適用されます。

［ルール］ビュー

［ルール］ビューは、ルールを管理するためのユーザーインタフェースです。関連する手順につい

ては、次を参照してください。 ルールグループおよびルールの定義 , ルールまたはルールグループのア

クセスの管理 , ルールを使用したチャートの作成 , ルールを使用したレポートの作成、ルールを使用した

アラートの作成 .

［ルール］ビューでは次のアクションを実行できます。

l ルールまたはルールグループを追加する。

l ルールおよびルールグループを削除する。

l ルールおよびルールグループのアクセス権限を設定する。

l ルールおよびルールグループをインポートする。

l ルールおよびルールグループをエクスポートする。

l ルールを編集する。

l ルールを複製する。

l アラートの作成：

l チャートを作成する。

l レポートを作成する。

l ルールの依存関係を表示する。

l グループ内のルールを更新する。

l ルールグループパネルの新しいグループにルールをドラッグアンド ドロップして、ルールのグ

ループを変更する。

［ルール］ビューにアクセスするには、次の手順を実行します。

469 Reportsモジュールの参考資料



レポート ガイド

1. Security Analyticsメニューで、［レポート］をクリックします。

［管理］タブが表示されます。

2. Rulesをクリックします。

［ルール］ビューが表示されます。

［ルール］ビューは次のパネルで構成されます。

l ルールグループ

l ルールリスト

l ルールツールバー

ルールグループパネル

ルールグループパネルでは、ツールバーのオプションを使用して、ルールをグループに編成できま

す。グループおよびサブグループを作成し、それらにルールを追加できます。また、ルールをグルー

プに分類したり、グループ間でルールを移動したりできます。

次の図は、ルールグループパネルのグループを示しています。
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次の表は、ルールグループパネルの機能について説明しています。

機能 説明

このオプションで、新しいルールグループをReportsモジュールに追加できます。

このオプションで、1つ以上のルールグループを削除できます。

このオプションで、ルールグループリストが更新されます。

［アクション］メニューには、次のオプションがあります。インポート、エクスポート、権

限。

すべて すべてのルールグループのリストを表示します。

ルールツールバー

ルールツールバーでは、ルールを追加、削除、編集、複製できます。次の図にツールバーを示

します。

次の表は、［ルール］ツールバーの機能について説明しています。
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機

能
説明

このオプションで、新しいルールをReportsモジュールに追加できます。

このオプションで、選択した1つ以上のルールを削除できます。

このオプションで、ルールを編集できます。

このオプションで、ルールを複製できます。

［アクション］メニューには、次のオプションがあります。使用、インポート、エクスポート、

権限。

このオプションで、ルールタイプを選択できます。

ルールリスト パネル

次の図は、ルールリスト パネルのルールのリストを示しています。

次の表は、ルールリスト パネルの機能について説明しています。

Reportsモジュールの参考資料 472



レポート ガイド

機

能
説明

名

前

作成済みまたは編集済みのルールの名前を表示します。

注：［名前］フィールドでは、列のサイズを拡大するカーソルアイコンがフィールドの端

に表示されない場合があります。列を拡大するアイコンを表示するには、マウスを少

し左に置く必要があります。

タイ

プ

作成したルールでサポートされるデータベースのタイプを表示します。

グ

ルー

プ

グループの名前を表示します。

更

新

日

時

ルールが最後に更新された日付を表示します。

アク

ショ

ン

次のオプションを持つアクションメニューが表示されます。アラートの作成、チャートの作

成、レポートの作成、削除、編集、エクスポート、依存。

IPDBイベント ソースの指定

このトピックでは、指定可能なIPDBイベント ソースについて説明します。IPDBイベント ソースを

指定するには、ワイルドカードを使用するか、イベント ソースの完全なアドレスを指定します。

次の表に、サポートされるIPDBイベント ソースのリストを示します。

473 Reportsモジュールの参考資料



レポート ガイド

イベント ソース 説明

*:*:*:*:* すべてのドメイン、サイト、ノード、デバ

イスタイプ( イベント ソースタイプ) 、イ

ベント ソースIPアドレス。Security

Analyticsは、ドメインおよびサイトのシ

ングルサイト ワイルドカードをサポート

しています。

domain:site:*:*:* 指定されたサイトのすべてのノード、デ

バイスタイプ、イベント ソースIPアドレ

ス。

domain:site:node:*:* 指定されたノードのすべてのデバイスタ

イプおよびイベント ソースIPアドレス。

domain:site:node:devicetype:* 指定されたドメイン、サイト、ノード、デ

バイスタイプのすべてのイベント ソース

IPアドレス。

domain:site:node:devicetype:event-source-

address1,domain:site:node:devicetype:event-source-

address2,...domain:site:node:devicetype:event-

source-addressN.

複数のイベント ソースをコンマで区切っ

たリスト。

Warehouseデータベースのルール定義モード

このトピックでは、Warehouseデータベースにおけるルール定義モードについて説明します。

Warehouseデータ ソースのレポートは、データ ソースにクエリーを実行するルールを作成すること

によって生成できます。ルールは次の2つのモードで定義できます。

l デフォルト モード

l エキスパート モード
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デフォルト モード

デフォルト モードでは、Select、Where、Group By、Havingなどの句を含むSQLに似たHIVEクエ
リーで構成されるルールを作成できます。デフォルトでは、セッションやrawログに対してクエリーを

実行するルールを作成できます。シンプルなクエリーの構文の詳細と例については、次のトピッ

クを参照してください：All Event Categoriesレポート .

次の図は、エキスパート モードを選択せず、［ルールタイプ］として［Warehouse DB］を選択し

た場合に表示される［ルールのビルド］ビューの例です。

rawログに対するクエリー

rawログをクエリーする場合、rawログ形式がSelect句またはWhere句で使用されます。

注：クエリーで指定できる時間範囲は1日( 24時間) です。 クエリーで1日より短い時間範囲

を指定した場合でも、結果セットには少なくとも1日分( 24時間分) のデータが含まれます。

次の図は、［ルールタイプ］として［Warehouse DB］を選択し、rawログに対するクエリーのルー

ルを作成した場合に表示される［ルールのビルド］ビューの例です。
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エキスパート モード

次の図は、エキスパート モードを選択して、［ルールタイプ］として［Warehouse DB］を選択した

場合に表示される［ルールのビルド］ビューの例です。
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特定の時間範囲についてのレポートを生成する場合は、次の2つの変数を使用して、クエリー

で時間範囲を定義する必要があります。

l ${report_starttime}：時間範囲の開始時刻( 秒) 。

l ${report_endtime}：時間範囲の終了時刻( 秒) 。

たとえば、SELECT col1, col2 FROM custom_table WHERE timecol >= ${report_
starttime} AND timecol <= ${report_endtime};のようになります。

注：デフォルトでは、Reporting Engineは${keyword}を変数として扱います。HIVE変数を

指定する場合は、変数の完全な構文を記載する必要があります。

例：${hiveconf:hive.exec.scratchdir}。

トピック

l 詳細なルールの一般的な構文

l All Event Categoriesレポート
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