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システム構成の概要

［管理］の［システム］ビューでは、管理者はシステム設定を構成して、NetWitness Suiteのパ

フォーマンスを最適化できます。この図は、指定可能な構成オプションを示しています。

このガイドでは、標準的な手順として、管理者がNetWitness Suiteのシステム設定をカスタマイ

ズする方法について説明します。これらの設定の一部にはデフォルト値が設定されています。

設定をカスタマイズする際には、デフォルト値を一度確認してから実行してください。

追加の手順は、NetWitness Suiteの設定に必須の手順ではありません。たとえば、カスタム コ
ンテキスト  メニューの追加やプロキシの設定など、通常の設定以外のカスタマイズ オプションが

該当します。

さらに、参照トピックとトラブルシューティング トピックでは、ユーザ インタフェースに関する詳細な

情報と、考えられる問題を解決するための推奨事項について説明しています。

以下のセクションで、システム構成の説明を示します。

 l 標準的な手順では、管理者がNetWitness Suiteのシステム設定をカスタマイズする方法につ

いて説明します。

 l 追加の手順では、通常のシステム構成以外のカスタマイズ オプションを設定する手順につい

て説明します。

システム構成の概要 6
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標準的な手順

このセクションのトピックでは、管理者がNetWitness Suiteのシステム設定をカスタマイズする方

法について説明します。これらの設定の一部にはデフォルト値が設定されています。設定をカ

スタマイズする際には、デフォルト値を一度確認してから実行してください。ここに記載された手

順は、任意の順序で実行できます。

「             システム設定へのアクセス         」

「             通知サーバの構成          」

「             通知出力の構成          」

「             通知テンプレートの構成          」

「             通知サーバとしてのメール設定の構成          」

「             メール サーバおよび通知アカウントの構成          」

「             グローバル監査ログの構成          」

「             Investigationの設定の構成          」

「             Liveサービス設定の構成          」

「             ログ ファイル設定の構成          」

7 標準的な手順
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システム設定へのアクセス

このトピックでは、［管理］の［システム］ビューを使用したNetWitness Suiteのシステム構成につい

て紹介します。NetWitness Suiteのシステム構成で、管理者は通知、メール通知、グローバル

監査ログ、ログ設定、Liveサービスへの接続、URL統合を構成できます。

システム設定にアクセスするには、次の手順を実行します。

［管理］＞［システム］に移動します。

［管理］の［システム］ビューが表示されます。

［管理］の［システム］ビューの左側のパネルは、構成可能な項目がカテゴリごとに一覧表示され

るオプション パネルです。項目を選択すると、右側のパネルに関連するインタフェースが表示さ

れます。

標準的な手順 8
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通知サーバの構成

このトピックでは、通知サーバーを構成する方法について説明します。ESAでは、通知サーバ

はESAルールを定義するために必要です。通知サーバは、グローバル監査ログを構成するため

にも必要です。

グローバル通知の構成では、ESM( イベント  ソース管理) 、ヘルスモニタ、グローバル監査ログ、

ESA( Event Stream Analysis) 、対応で使用する通知設定を定義します。ユーザは、通知サー

バとして定義したサーバを経由して、システムが送信する通知を受け取ります。グローバル監

査ログ用には、Syslog通知サーバとしてLog Decoderを定義します。

NetWitness Suiteでは、通知サーバーの定義、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。ESAアラートの構

成の詳細については、「ESAを使用したアラート  ガイド」の「通知方法」を参照してください。通

知出力および通知サーバは、テンプレートと同様の方法で削除、編集、インポート、エクスポー

トできます。グローバル監査ログの構成で使用中の通知サーバを無効化または削除することは

できません。

通知サーバの概要

このトピックでは、通知サーバの概要について説明します。［管理］の［システム］ビュー( ［管
理］＞［システム］＞［グローバル通知］＞［サーバ］タブ) で通知サーバを構成できます。

グローバル通知は、ESA( Event Stream Analysis) 、対応、ヘルスモニター、ESM( イベント  ソー

ス管理) 、グローバル監査ログなどの、NetWitness Suiteのさまざまなコンポーネントで使用され

ます。通知設定を通知サーバーといいます。

Event Stream Analysisは、各種システム イベントに関する通知をメール、SNMP、Syslogを介し

てユーザに送信します。ESAではこれらのアラート通知設定を通知サーバと呼びます。通知

サーバは複数構成し、ESAルールを定義するときに使用することができます。たとえば、複数の

メール サーバや複数のSyslogサーバを構成し、ESAルールの定義中にその設定を選択すること

ができます。

次の通知サーバを構成できます。

 l メール

 l SNMP

 l Syslog 

 l スクリプト

メール通知サーバでは、メール サーバ設定を構成して、アラート通知を送信することができま

す。SNMP通知サーバでは、SNMPトラップ ホスト設定を通知サーバとして構成して、アラート

通知を送信することができます。

9 標準的な手順
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Syslog通知サーバでは、Syslogサーバを通知サーバとして構成し、通知を送信することができま

す。Syslog通知サーバを有効にした場合、RFC 5424 Syslogプロトコルを使用して監査を行うこ

とができます。Syslogは、さまざまなオープン ソースや独自システムからのログを元にレポート作

成や解析を行う場合に、ログを統合するための効果的な形式であることが証明されています。

グローバル監査ログでは、Syslog通知サーバのみを使用できます。

スクリプト通知サーバでは、通知サーバとしてスクリプトを構成できます。

各通知サーバの構成パラメータや説明などの詳細情報は、［通知サーバの定義］ダイアログを参

照してください。

通知サーバとしてのメール設定の構成

アラート通知を送信するために通知サーバとしてメール サーバ設定を構成するには、次の手

順を実行します。

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［グローバル通知］を選択します。

［グローバル通知］パネルが表示され、［出力］タブが開きます。

 3. ［サーバ］タブをクリックします。

標準的な手順 10
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 4. ドロップダウン メニューから［メール］を選択します。

 5. ［メール通知サーバの定義］ダイアログで、必要な情報を入力して［保存］をクリックします。

注：ESM/SMSおよびESAの通知の場合は、［サーバIP］フィールドまたは［ホスト名］フィールド

にホスト名 /FQDNだけを指定する必要があります。

パラメータと説明の詳細については、「［通知サーバの定義］ダイアログ」を参照してください。

通知サーバとしてのスクリプトの構成

ESAでは、アラートに応じてスクリプトを実行できます。ただしスクリプトを実行するためには、

ユーザIDやその他の情報を最初に構成する必要があります。

通知サーバでスクリプトを構成する方法

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［グローバル通知］を選択します。

 3. ［サーバ］タブをクリックします。

11 標準的な手順
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 4. ドロップダウン メニューから、［スクリプト］を選択します。

 5. ［スクリプト通知サーバの定義］ダイアログに必要な情報を入力し、［保存］をクリックしま

す。

パラメータと説明の詳細については、「［通知サーバの定義］ダイアログ」を参照してください。

通知サーバとしてのSNMP設定の構成

アラート通知を送信する通知サーバとしてSNMPトラップ ホストの設定を構成するには、次の

手順を実行します。

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［グローバル通知］を選択します。

 3. ［サーバー］タブをクリックします。

標準的な手順 12
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 4. ドロップダウン メニューから、［SNMP］を選択します。

 5. ［SNMP通知サーバの定義］ダイアログで、必要な情報を指定して［保存］をクリックします。

パラメータと説明の詳細については、「［通知サーバの定義］ダイアログ」を参照してください。

Syslog通知サーバの構成

このトピックでは、Syslog通知サーバを構成する手順について説明します。Syslog通知サーバを

有効にした場合、RFC 5424 Syslogプロトコルを使用して監査を行うことができます。Syslogは、

さまざまなオープン ソースや独自システムからのログを元にレポート作成や解析を行う場合に、

ログを統合するための効果的な形式であることが証明されています。

通知サーバでSyslogを設定する方法

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［グローバル通知］を選択します。

 3. ［サーバ］タブをクリックします。

13 標準的な手順
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 4. ドロップダウン メニューから、［Syslog

］を

選択します。

 5. ［Syslog通知サーバの定義］ダイアログで、必要な情報を入力して［保存］をクリックします。

パラメータと説明の詳細については、「［通知サーバの定義］ダイアログ」を参照してください。

標準的な手順 14
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通知出力の構成

このトピックでは、通知出力を構成する方法について説明します。これらの通知出力は、ESA
ルールを定義するのに必要です。

グローバル通知の構成では、ESM( イベント  ソース管理) 、ヘルスモニタ、グローバル監査ログ、

ESA( Event Stream Analysis) 、対応で使用する通知設定を定義します。  

グローバル監査ログの場合は［出力］タブを構成する必要はありません。  

通知出力の構成は、メール アドレスと件名、SNMPトラップOID設定、Syslog出力設定、スクリ

プト  コードを定義します。

NetWitness Suiteでは、通知出力の定義、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。ESAアラートの構成の

詳細については、「通知方法」を参照してください。通知出力および通知サーバは、テンプレー

トと同様の方法で削除、編集、インポート、エクスポートできます。アラートによって使用されて

いる通知出力を削除しようとすると、その通知を使用しているアラートが正しく機能しなくなると

いう警告と確認のメッセージが表示されます。このメッセージには使用中のアラートの数が表示

されます。

通知出力の概要

このトピックでは、通知出力の概要について説明します。これらの通知出力はESAルールを定

義するときに必要になります。通知出力は、［管理］の［システム］ビュー( ［管理］＞［システ

ム］＞［グローバル通知］＞［出力］タブ) で構成します。

グローバル通知の構成では、ESM( イベント  ソース管理) 、ヘルスモニタ、グローバル監査ログ、

ESA( Event Stream Analysis) 、対応で使用する通知設定を定義します。  

注：グローバル監査ログの場合は通知出力( ［出力］タブ) を構成する必要はありません。  

通知出力は、通知を送信するために使用される宛先です。ESAについては、通知出力によ

り、ESAアラートの受信方法を定義できます。NetWitness Suiteでサポートされている各種通知

の出力を次に示します。

 l メール

 l SNMP

 l Syslog

 l スクリプト

メール通知構成では、アラートの送信先のメール アドレスを定義できます。また、メールの件名

にカスタムの説明を追加したり、複数の送信先メール アドレスを定義したりすることもできま

す。

15 標準的な手順
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SNMP通知構成では、SNMP設定を定義して、アラート通知を送信できます。SNMP通知で

は、アラート通知を送信に使用するSNMP設定を定義できます。スクリプト通知では、アラート

に応じて実行されるスクリプトを定義できます。

通知構成の詳細情報( パラメータや説明など) については、「［通知サーバの定義］ダイアログ」を

参照してください。

メール通知の構成

メール通知を構成する方法

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［グローバル通知］を選択します。

標準的な手順 16
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 3. ［出力］タブで、 ドロップダウン メニューから［メール］を選択します。

 4. ［メール通知の定義］ダイアログで、必要な情報を指定して［保存］をクリックします。

パラメータと説明の詳細については、「［通知サーバの定義］ダイアログ」を参照してください。

スクリプト通知の構成

このトピックでは、スクリプトを定義し、通知出力として構成する手順について説明します。

ESAでは、アラートに応じてスクリプトを実行できます。［管理］＞［システム］＞［通知］＞［出

力］タブを使用して、スクリプトを定義する必要があります。任意のスクリプトをESA通知用に使

用できます。

スクリプトを通知として構成するには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［グローバル通知］を選択します。
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 3. ［出力］タブで、 ドロップダウン メニューから［スクリプト］を選択します。

 4. ［スクリプト通知の定義］ダイアログで、必要な情報を指定して［保存］をクリックします。

パラメータと説明の詳細については、「［通知サーバの定義］ダイアログ」を参照してください。

SNMP通知の構成

SNMPを通知出力として構成し、アラート通知を送信するには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［グローバル通知］を選択します。
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 3. ［出力］タブで、 ドロップダウン メニューから［SNMP］を選択します。

 4. ［SNMP通知の定義］ダイアログで、必要な情報を入力して［保存］をクリックします。

パラメータと説明の詳細については、「［通知サーバの定義］ダイアログ」を参照してください。

Syslog通知の構成

アラート通知を送信するときにSyslogを通知出力として構成するには、次の手順を実行しま

す。

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［グローバル通知］を選択します。
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 3. ［出力］タブで、 ドロップダウン メニューから［Syslog］を選択します。

 4. ［Syslog通知の定義］ダイアログで、必要な情報を指定して［保存］をクリックします。

パラメータと説明の詳細については、「［通知サーバの定義］ダイアログ」を参照してください。
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通知テンプレートの構成

［管理］の［システム］ビュー( ［管理］＞［システム］＞［グローバル通知］＞［テンプレート］タブ) で
通知テンプレートを構成できます。通知テンプレートは、通知の形式とメッセージ フィールドを定

義します。次のようなさまざまなタイプの通知用テンプレートを構成できます。

 l 監査ログ

 l Event Stream Analysis

 l イベント  ソース モニタリング

 l ヘルス アラーム

デフォルトのテンプレートを使用できるほか、テンプレート  タイプに応じて、メール、SNMP、
Syslog、スクリプトのテンプレートを独自に構成することもできます。

グローバル監査ログは、監査ログ テンプレートで指定された形式で監査ログを送信します。デ

フォルトの監査ログ テンプレートを使用するか、または独自の監査ログ テンプレートを定義する

ことができます。監査ログ テンプレートの定義の方法の詳細については、「グローバル監査ログ テ
ンプレートの定義」を参照してください。

ESA( Event Stream Analysis) は、Event Stream Analysisテンプレートで指定された形式で通知

を送信します。メール、SNMP、Syslog、スクリプトのそれぞれの形式に対応したデフォルトの

Event Stream Analysisテンプレートが提供されます。これらのテンプレートのカスタマイズ、および

通知で使用する新しいテンプレートの作成が可能です。ESAテンプレートの定義方法の詳細

については、「ESAアラート通知テンプレートの定義」を参照してください。

ESAアラートの構成の詳細については、「ESAを使用したアラート  ガイド」の「通知方法」を参

照してください。グローバル監査ログの構成で使用中のテンプレートを削除することはできませ

ん。

注：NetWitness Suite 10.4からアップグレードする場合、既存のすべての通知テンプレートは、

Event Stream Analysisテンプレート  タイプに移行されます。

NetWitness Suiteで通知テンプレートの定義、削除、編集、複製、インポート、エクスポートを

行う方法については、次のトピックを参照してください。

グローバル通知テンプレートの構成

ESAアラート通知テンプレートの定義

グローバル通知テンプレートのインポートとエクスポート

グローバル通知テンプレートの構成

このトピックでは、グローバル通知テンプレートの追加、編集、複製、削除の手順について説明

します。
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デフォルトのテンプレートを使用できるほか、テンプレート  タイプに応じて、メール、SNMP、
Syslog、スクリプトのテンプレートを独自に構成することもできます。

グローバル監査ログは、監査ログ テンプレートで指定された形式で監査ログを送信します。デ

フォルトの監査ログ テンプレートを使用するか、または独自の監査ログ テンプレートを定義する

ことができます。監査ログ テンプレートの定義の方法の詳細については、「グローバル監査ログ 
テンプレートの定義」を参照してください。

ESA( Event Stream Analysis) は、Event Stream Analysisテンプレートで指定された形式で通知

を送信します。メール、SNMP、Syslog、スクリプトのそれぞれの形式に対応したデフォルトの

Event Stream Analysisテンプレートが提供されます。これらのテンプレートのカスタマイズ、および

通知で使用する新しいテンプレートの作成が可能です。ESAテンプレートの定義方法の詳細

については、「ESAアラート通知テンプレートの定義」を参照してください。

NetWitness Suite 10.4からアップグレードする場合、既存のすべての通知テンプレートは、Event 
Stream Analysisテンプレート  タイプに移行されます。

テンプレートの追加

用意されているデフォルトのテンプレートを使用することも、独自のテンプレートを構成することも

できます。独自のテンプレートを構成するには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［グローバル通知］を選択します。

 3. ［テンプレート］タブをクリックします。

 4. をクリックして、テンプレートを構成します。

 5. ［テンプレートの定義］ダイアログで、次の情報を指定します。

 a. ［名前］フィールドに、テンプレートの名前を入力します。

 b. ［テンプレート  タイプ］フィールドで、作成するテンプレートのタイプを選択します。たとえ

ば、グローバル監査ログのテンプレートを作成する場合は、監査ログ テンプレート  タイプ

を選択します。

 c. ［説明］フィールドに、テンプレートの簡単な説明を入力します。

 d. ［テンプレート］フィールドで、テンプレートの形式を指定します。
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 e. ［保存］をクリックして、テンプレートを保存します。

テンプレートの複製

既存のデフォルト  テンプレートまたはユーザ定義のテンプレートのコピーを作成できます。テン

プレートを複製するには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［グローバル通知］を選択します。

 3. ［テンプレート］タブをクリックします。

 4. 複製するテンプレートを選択し、 をクリックします。

［アラート  テンプレートの複製］ダイアログが表示されます。

 5. 複製するテンプレートの名前を入力します。

 6. ［OK］をクリックします。
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デフォルト  テンプレートまたはユーザ定義のテンプレートを変更できます。テンプレートを編集

した場合、その変更はアラートがトリガーされたときにのみ反映されます。

テンプレートの編集

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［グローバル通知］を選択します。

 3. ［テンプレート］タブをクリックします。

 4. テンプレートを選択して、 をクリックします。

 5. ［テンプレートの定義］ダイアログで［名前］、［テンプレート  タイプ］、［説明］、［テンプレー

ト］の各フィールドは必須入力です。

 6. ［保存］をクリックして、テンプレートを保存します。

テンプレートの削除

ユーザ定義のテンプレートを削除できます。ESAルール内で使用されているテンプレートを削

除すると、アラートにはEvent Stream Analysisのデフォルトのテンプレートが使用されます。グ

ローバル監査ログの構成で使用されているテンプレートを削除することはできません。

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［グローバル通知］を選択します。

 3. ［テンプレート］タブをクリックします。

 4. 1つ以上のテンプレートを選択し、 をクリックします。

確認のダイアログが表示されます。

 5. ［はい］をクリックします。

選択したテンプレートが削除されます。

ESAアラート通知テンプレートの定義

このトピックでは、アラート通知用テンプレートを定義する方法について説明します。ESA
( Event Stream Analysis) では、アラートに使用可能なテンプレートを定義できます。テンプレー

トを定義するには、FreeMarkerとESAデータ モデルに関する十分な知識が必要です。

FreeMarkerの詳細については、「FreeMarker Template Author's Guide」を参照してください。

ESAデータ モデル

以下に示すESAアラート  ルールについて考えてみます。
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@Name('module_144d43f5_f0b4_4cd0_8c6c_5ce65c37e624_Alert')
@Description('Brute Force Login To Same Destination')
@RSAAlert(oneInSeconds=0, identifiers={"ip_dst"})
SELECT* FROMEvent (ec_activity = 'Logon',ec_theme = 'Authentication',ec
outcome = 'Failure',ip_dst IS   NOT   NULL)
.std:groupwin(ip_dst)
.win:time_length_batch(60 seconds, 2)
GROUPBYip_dst HAVING   COUNT(*) = 2;

上のルールが発行されると、生成されたアラートは、複数のメタ値を持つNextGenセッションに似

た2個のイベントで構成されます。FreeMarkerのテンプレートevaluatorに渡されるアラート  データ 
オブジェクトは次のようになります。   

 

 (root)

   |

   +- id = "4e67012f-9c53-4f0b-ac44-753e2c982b79"                    // Unique identifier for 

each alert

   |

   +- severity = 1                                                    // The severity of the 

alert

   +- time = 2013-12-31T11:02Z                                        // The alert time (needs a 

?datetime for proper rendering)

   |  +- moduleType = "ootb"                                          // The module type

   |

   +- moduleName = "Brute Force Login To Same Destination"            // A description of the 

module

   |

   +- statement = "module_144d43f5_f0b4_4cd0_8c6c_5ce65c37e624_Alert" // The name of the EPL 

statement

   |  +- events                                                       // The constituent events - 

as a sequence of event maps

        |   +- [0]                                                    // offset 0 (i.e. the first 

constituent event)

        |   |       |   |

        |   +- event_cat_name = "User.Activity.Failed Logins"

        |   +- device_class = "Firewall"                              // event meta (accessible 

as ${events[0].device_class}$)

        |   |       |   +- event_source_id = "uttam:50002:1703395"    // Investigation URI to the 

individual session (used by SA)

        |   |

        |   +- ...                                                    // Other meta 

        |   |

        |   +- sessionid = 1703395                                    // NextGen sessionid

        |   |

        |   +- time = 1388487764                                      // event/session time at 

NextGen source (as a long Unix timestamp)

        |   |

        |   +- user_dst = "user5"

        |

        +- [1]                                                        // offset 1 (i.e. the 

second consituent event)

            |

            +- device_class = "Firewall"

            |

            +- event_cat_name = "User.Activity.Failed Logins"

            |
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            +- event_source_id = "uttam:50002:1703405"

            |

            +- ...                                                    

            |

            +- sessionid = 1703405

            |

            +- time = 1388487766

            |

            +- user_dst = "user5"

        

  

データ モデルで利用できるテンプレート変数には次の2つのタイプあります。

 l アラート  メタ データ： これらは、ステートメント名、モジュール名、アラート ID、アラートの時

刻、重大度など、アラート  レベルの詳細を保持します。FreeMarkerの用語では、これらはア

ラート  インスタンス自体に関連づけられたトップ レベルの変数であり、${moduleName}のよ

うにそれらの名前で単純に参照できます。 timeメタは特別です。これはDate 型で、適

切にレンダリングするには、?datetime というサフィックスを追加する必要があります。

 l 要素イベント  メタ データ：これらは、アラートを構成する個々のイベントのセッション メタ フィー

ルドを含みます。アラートは複数のイベントで構成できます。そのため、同一のアラートにマッ

プが複数存在する場合があります。これらは、FreeMarkerのテンプレートevaluatorへのハッ

シュのシーケンスとして表示され、参照できる必要があります。たとえば、アラートが2個のイベ

ント要素で構成されている場合、最初のevent_source_idは ${events[0].event_

source_id} として利用でき、2つ目は${events[1].event_source_id}としてアク

セスできます。また、複数値のメタ フィールドに注意する必要があります。それらのフィールド

はシーケンスとして扱う必要があります。たとえば、${events[0].alias_host}はシー

ケンスであるため、機能しません。

注：指定されたアラートの要素イベントで利用可能なメタデータは、EPL SELECT句によって

決定されます。たとえば、SELECT sessionid, time FROM ...のアラートでは、利

用できるメタ値は2つのみ( sessionid、 time) です。SELECT * FROM Event ...の要素イ

ベントでは、Eventタイプで、null以外の値を持つすべてのメタ フィールドを利用できます。

すべてのアラート出力に存在するとは限らないメタ キーをテンプレートで使用している場合、

FreeMarkerによるデフォルト値のプロビジョニングの利用を検討してください。

たとえば、Id=${id},ec_outcome=${ec_outcome}というテキストが含まれていて、メタ キーec_

outcomeを含まないアラートに対して適用する場合、このテンプレートは適用できません。この

ような場合、不足している値のプレースホルダーとして、${ec_outcome!”default”}を使

用できます。

グローバル通知テンプレートのインポートとエクスポート

このトピックでは、通知テンプレートのインポートとエクスポートの手順について説明します。
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 l デフォルト  テンプレートまたはユーザ定義テンプレートをエクスポートできます。

 l NetWitness Suiteインスタンスからエクスポートされたテンプレートをインポートできます。既存

のテンプレートと同じ名前を持つテンプレートをインポートすると、既存のテンプレートが上書

きされます。

テンプレートのインポート

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［グローバル通知］を選択します。

 3. ［テンプレート］タブをクリックします。

 4. ツールバーで ＞［インポート］を選択します。

［インポート］ダイアログが表示されます。

 5. ［ファイル名の入力］フィールドにファイル名を入力するか、［参照］をクリックしてインポートす

るファイルを選択します。

 6. インポートをクリックします。

テンプレートのエクスポート

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［グローバル通知］を選択します。

 3. ［テンプレート］タブをクリックします。

 4. エクスポートするテンプレートを選択します。

注：すべてのテンプレートをエクスポートするには、 ＞［Export All］オプションを選択

します。

 5. ［アクション］列で、 ＞［エクスポート］を選択します。

［エクスポート］ダイアログが表示されます。

 6. ［ファイル名の入力］フィールドで、ファイル名を入力します。

 7. ［保存］をクリックします。

メール サーバおよび通知アカウントの構成

このトピックでは、ユーザがNetWitness Suiteの通知を受信するためにメールを構成する手順に

ついて説明します。RSA NetWitness® Suiteは、各種のシステム イベントに関する通知をユー

ザにメールで送信できます。メール通知機能を利用するには、まずSMTPメール サーバを構成

する必要があります。［メール サーバ設定］パネルでは、次の機能を使用できます。
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 l メール サーバの構成。

 l 通知を受信するアカウントの設定。

 l メール操作に関する統計の表示。

ユーザに通知を送信するには、NetWitness SuiteからSMTPメール サーバーへのアクセスが必要

になります。各ユーザ アカウントはメール通知を受信するように構成できます。これらのメール通

知は、ユーザ インタフェースからの手動生成、または監査システムによる自動生成が可能で

す。ガイドラインは次のとおりです。

 l メール配信では任意のSMTPメール ホストを使用できます。また、メール ホストに対応した

設定が必要です。構成画面で、SMTPへの接続情報を設定します。

 l 一部のSMTPサーバでは、メールを正常にリレーするためにユーザ認証が必要です。通常、

これはメール アカウントのログインおよびパスワードです。

 l NetWitness Suiteのメール通知用にSMTPメール サーバー上で新しい専用のメール アカウン

トを作成することを推奨します。

NetWitness Suiteメール通知を構成するには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

［管理］の［システム］ビューが表示されます。

 2. ［オプション］パネルで［メール］を選択します。

 3. デフォルトのメール サーバを変更する場合は、メール サーバおよびポートを指定します。
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 4. SSLを使用してメール サーバーとNetWitness Suiteが通信する場合は、［SSL］のチェックボッ

クスをオンにします。

 5. ［差出人アドレス］フィールドで、NetWitness Suiteのメール通知の送信元アドレスを入力し

ます。

 6. SMTPサーバでメールを正常にリレーするためにユーザ認証が必要な場合は、［ユーザ名］と

［ユーザ パスワード］に、メール アカウントにログインするための認証情報を入力します。

 7. この設定を有効にするには、［適用］をクリックします。

これで、NetWitness Suiteの各モジュールでさまざまなメール通知を構成できます。
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グローバル監査ログの構成

グローバル監査ログは、NetWitness Suite監査者への一元的かつリアルタイムな監査ログの提

供により、NetWitness Suite内でのユーザ アクティビティに対する統合的な可視化を実現しま

す。可視化の対象は、NetWitness SuiteシステムおよびNetWitness Suiteインフラストラクチャ全

体のさまざまなサービスから収集した監査ログです。  

NetWitness Suiteの監査ログは、一元化されたシステムで収集され、そこで必要な形式に変換

され、外部のSyslogシステムに転送されます。外部のSyslogシステムは、サードパーティのSyslog
サーバまたはLog Decoderです。   

グローバル監査ログは、［グローバル監査ログの構成］パネルで構成します。監査ログ テンプ

レートでは、監査ログ エントリーの形式およびメッセージ フィールドが定義されています。Syslog
通知サーバの構成では監査ログの送信先を定義します。監査ログをLog Decoderに転送する

場合は、［Syslog］タイプの通知サーバとしてLog Decoderを構成します。

NetWitness Suiteでログ記録されるユーザ アクションの一部を次に示します。

 l ユーザ ログイン成功  

 l ユーザ ログイン失敗  

 l ユーザ ログアウト

 l 最大ログイン失敗回数超過

 l UIページへの全アクセス

 l コミット済みの構成変更( ユーザが自分のパスワードを変更した場合を含む)

 l ユーザが実行したクエリ

 l 拒否されたユーザ アクセス

 l データ エクスポート操作

グローバル監査ログ構成を作成すると、これらのユーザ アクションが含まれる監査ログが、選択

した監査ログ テンプレートで指定されている形式で、自動的に外部のSyslogシステムに転送さ

れます。さまざまなテンプレートを使用するさまざまな送信先用にグローバル監査ログの構成を

複数作成することができます。たとえば、使用可能なすべてのメタ データを含むテンプレートを

使用して外部Syslogサーバ用のグローバル監査ログ構成を作成し、限定したメタ データを含

むテンプレートを使用してLog Decoder用の別の構成を作成できます。  

Log Decoders用には、Default Audit CEF Templateを使用します。特定の要件がある場合は、

CEF( Common Event Format) テンプレートのフィールドを追加および削除することもできます。

「グローバル監査ログ テンプレートの定義」ではその手順を説明し、「サポートされるCEFメタ キー」で

は監査ログ テンプレートで使用可能なCEFメタ キーについて説明しています。
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サード  パーティのSyslogサーバの場合は、デフォルトの監査ログ テンプレートを使用するか、独

自の形式( CEFまたはCEF以外) を定義することができます。「グローバル監査ログ テンプレートの

定義」ではその手順について説明し、「グローバル監査ログでサポートされるメタ キー変数」では使

用可能な変数について説明しています。

監査者は、送信先に指定したLog DecoderまたはサードパーティのSyslogサーバ上で監査ログ

を表示できます。Log Decoderを使用している場合、監査者はNetWitness SuiteのInvestigation
またはレポートを使用して監査ログを表示できます。  

次の図は、Investigation( ［Investigations］＞［イベント］) で表示されているグローバル監査ログ

を示しています。

ログ記録されるユーザ アクションの例については、「［新しい構成の追加］ダイアログ」を参照してく

ださい。NetWitness Suiteの各種コンポーネントによって記録される一連のメッセージ タイプにつ

いては、「グローバル監査ログに記録される操作の一覧」を参照してください。  

 グローバル監査ログ - 手順の概要  

グローバル監査ログは、［グローバル監査ログの構成］パネルで構成します。このパネルには、

［管理］の［システム］ビュー＞［グローバル監査］からアクセスします。グローバル監査ログを構成

する前に、Syslog通知サーバおよび監査ログ テンプレートを構成する必要があります。Syslog
通知サーバでは監査ログの送信先を定義します。監査ログ テンプレートでは、監査ログ エント

リーの形式およびメッセージ フィールドを定義します。  

［グローバル監査ログの構成］パネルには［設定を表示］リンクが用意されています。このリンクを

クリックすると、［グローバル通知］パネルが表示されます( ［管理］の［システム］ビュー＞［グロー

バル通知］) 。このパネルで、Syslog通知サーバと監査ログ テンプレートを構成できます。  

次の手順を記載された順序で実行し、グローバル監査ログを構成します。
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手順 参照先 /説明

 1. Syslog通知サーバを

構成する。

グローバル監査ログで使用するSyslog通知サーバを構成します。

サード  パーティのSyslogサーバまたはLog Decoderを送信先として

定義して、監査ログを受け取ることができます。

グローバル監査ログの送信先の構成  グローバル監査ログの構成で

は、Syslog通知サーバ タイプを使用します。グローバル監査ログを

Log Decoderに転送する場合、Syslogタイプの通知サーバを作成

します。  

 2. 使用する監査ログ 
テンプレートを選択

または構成する。

Syslog通知サーバの監査ログ テンプレートを選択します。デフォル

トの監査ログ テンプレートを使用することも、独自の監査ログ テン

プレートを定義することもできます。グローバル監査ログの構成で

は、監査ログ テンプレート  タイプおよびSyslog通知サーバを使用し

ます。

「通知テンプレートの構成」には追加情報が記載されています。

Log Decoderの場合は、Default Audit CEFTemplateを使用しま

す。特定の要件がある場合は、CEF( CommonEventFormat) テンプ

レートのフィールドを追加および削除することもできます。「グローバ

ル監査ログ テンプレートの定義」には手順が記載されています。

サード  パーティのSyslogサーバの場合は、デフォルトの監査ログ テ

ンプレートを使用するか、独自の形式( CEFまたはCEF以外) を定

義することができます。「グローバル監査ログ テンプレートの定義」では

その手順について説明し、「グローバル監査ログでサポートされるメ

タ キー変数」では使用可能な変数について説明しています。

 3. ( オプション：Log 
Decoderを使用する

場合のみ) Liveから

Common Event 
Format Parserを取

得し、Log Decoder
に導入する。

Liveから最新のCommon Event Format Parserを導入し、有効化し

ます。「Liveリソースの検索と導入」と「ログParserの有効化と無効

化」で手順を説明しています。  
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手順 参照先 /説明

 4. グローバル監査ログ

の構成を定義し

て、外部Syslogシス

テムへのグローバル

監査ログの転送方

法を定義する。  

「                         グローバル監査ログの構成の定義」には手順が記載されていま

す。グローバル監査ログの構成を追加すると、構成で選択した通

知サーバに監査ログが転送されます。

 5. グローバル監査ログ

に監査イベントが表

示されることを確認

する。

監査ログをテストして、監査ログ テンプレートで定義されているよう

に、監査イベントが表示されることを確認します。「グローバル監査

ログの検証」には手順が記載されています。

グローバル監査ログの送信先の構成

グローバル監査ログでは、Syslog通知サーバを構成して、グローバル監査ログを受け取る送信

先を定義します。グローバル監査ログを使用するには、Syslog通知サーバを構成する必要があ

ります。　 サード  パーティのSyslogサーバまたはLog Decoderを送信先として定義して、監査ログ

を受け取ることができます。

サード  パーティのSyslogサーバを送信先とするSyslog通知サーバの構成

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［グローバル通知］を選択します。

 3. ［サーバ］タブをクリックします。

注：グローバル監査ログの場合は［出力］タブを構成する必要はありません。

 4. ドロップダウン メニューから、［Syslog］を選択します。

［Syslog通知サーバの定義］ダイアログが表示されます。
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 5. 次の表に従って、Syslog通知サーバを構成します。

フィールド 説明

有効化 選択すると、通知サーバが有効化されます。

名前 サード  パーティのSyslogサーバを識別またはラベル付けするための名

前。

説明 通知サーバに関する簡単な説明( 省略可) 。

サーバIPまたは

ホスト名

サード  パーティSyslogサーバのホスト名またはIPアドレス。

ポート ターゲットSyslogプロセスがリスンしているポート番号。

プロトコル フォーマットされた監査ログをサード  パーティSyslogサーバに転送するた

めに使用されるプロトコル。

ファシリティ フォーマットされた監査ログをサード  パーティSyslogサーバに書き込むた

めに使用されるSyslogファシリティ。
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［1分あたり最大アラート数］フィールドと［最大アラート待ちキュー サイズ］フィールドは、グローバ

ル監査ログでは使用されません。

 6. ［保存］をクリックします。

Log Decoderを送信先とするSyslog通知サーバの構成

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［グローバル通知］を選択します。

 3. ［サーバ］タブをクリックします。

注：グローバル監査ログの場合は［出力］タブを構成する必要はありません。

 4. ドロップダウン メニューから、［Syslog

］を選択します。［Syslog通知サーバの定義］ダイアログが表示されます。
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 5. 次の表に従って、Syslog通知サーバを構成します。

フィールド 説明

有効化 選択すると、通知サーバが有効化されます。

名前 Log DecoderのSyslog通知サーバを識別またはラベル付けするための

名前。

説明 通知サーバに関する簡単な説明( 省略可) 。

サーバIPまたはホ

スト名

Log Decoderのホスト名またはIPアドレス。

ポート ターゲットSyslogプロセスがリスンしているポート番号。  

プロトコル フォーマットされた監査ログをLog Decoderに転送するために使用され

るプロトコル。

ファシリティ フォーマットされた監査ログをLog Decoderに書き込むために使用され

るSyslogファシリティ。  
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［1分あたり最大アラート数］フィールドと［最大アラート待ちキュー サイズ］フィールドは、グローバ

ル監査ログでは使用されません。

 6. ［保存］をクリックします。

次のステップ

グローバル監査ログに使用するデフォルトの監査ログ テンプレートを選択します。必要に応じ

て、独自のカスタム テンプレートも定義できます。詳細については、「グローバル監査ログ テンプ

レートの定義」を参照してください。

グローバル監査ログ テンプレートの定義

このトピックでは、グローバル監査ログに使用する監査ログ テンプレートを定義する手順につい

て説明します。グローバル監査ログを構成する前に、Syslog通知サーバを構成し、監査ログ テ
ンプレートを選択します。デフォルトの監査ログ テンプレートの使用を選択することも、独自のテ

ンプレートを定義することもできます。  

NetWitness Suiteには、次の2つのデフォルトの監査ログ テンプレートが用意されています。

 l デフォルトの監査CEFテンプレート：このテンプレートは、Log Decoderおよびサード  パーティの

Syslogサーバに使用できます。

 l デフォルトの監査テンプレート ( ヒューマン リーダブル形式) ：このテンプレートは、サード  パー

ティのSyslogサーバにのみ使用できます。このテンプレートを使用してLog Decoderにメッセー

ジを転送しないでください。

最初の手順では、Log Decoder用の監査ログ テンプレートを定義する手順を示します。監査

ログ テンプレートは、Log Decoderまたはサード  パーティのSyslogサーバに送信される監査ログの

形式およびメッセージ フィールドを定義します。

Log Decoderで使用するグローバル監査ログ テンプレートを定義する場合は、CEF( Common 
Event Format) を使用し、次の特定の標準要件を満たす必要があります。

 l テンプレートにCEFヘッダーを含める。

 l 「サポートされるCEFメタ キー」の表にある拡張キー( キー=値) のみを使用する。

 l 拡張キーの形式がkey=${string}<space>key=${string}になっている。  

2つ目の手順では、サード  パーティのSyslogサーバ用のヒューマンリーダブル形式のカスタム グ
ローバル監査ログ テンプレートを定義する手順を示します。サード  パーティのSyslogサーバの場

合は、独自の形式( CEFまたはCEF以外) を定義することができます。

Log Decoder用のグローバル監査ログ テンプレートの定義

デフォルトの監査CEFテンプレートを使用して、グローバル監査ログをLog Decoderに送信でき

ます。独自のテンプレートを定義するには、次の手順を実行します。
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 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［グローバル通知］を選択します。

 3. ［テンプレート］タブをクリックします。

 4. をクリックして、テンプレートを構成します。

 5. ［テンプレートの定義］ダイアログで、次の情報を指定します。

 a. ［名前］フィールドに、テンプレートの名前を入力します。

 b. ［テンプレート  タイプ］フィールドで、［監査ログ］テンプレート  タイプを選択します。

 c. ［説明］フィールドに、テンプレートの簡単な説明を入力します。

 d. ［テンプレート］フィールドで、監査ログ テンプレートの形式を入力します。

次の例は、カスタマイズした形式のテンプレートです。デフォルトのCEFテンプレートと異

なります。

CEF:0|${deviceVendor}|${deviceProduct}|${deviceVersion}|${category

}|${oper

 ation}|${severity}| rt=${timestamp} src=${sourceAddress} 

spt=${sourcePort}

 suser=${identity} sourceServiceName=${deviceService}

 deviceExternalId=${deviceExternalId} dst=${destinationAddress}

 dpt=${destinationPort} dvcpid=${deviceProcessId}

 deviceProcessName=${deviceProcessName} outcome=${outcome} 

msg=${text} 

 ハイライト表示されたCEF Syslogヘッダーは、CEF基準に適合するために必要であり、

Log DecoderのCEF Parserの要件です。その他のキーはオプションで、変更可能です。

「サポートされるCEFメタ キー」の表で、Log DecoderのCEF Parserがサポートするすべての

メタ キーを参照してください。

注：すべての拡張機能は次の形式で記述します。

deviceProcessName=${deviceProcessName} outcome=${outcome}
拡張キー セクションの各key=${string}ペアの間に1文字の<space>を含めま

す。  
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 6. ［保存］をクリックします。

CEF監査ログ テンプレートを定義した後で、Liveの最新のCEF( Common Event Format) Parser
を導入し、有効化したことを確認します。「Liveリソースの検索と導入」と「ログParserの有効化

と無効化」で手順を説明しています。  

注：Investigationとレポートで特定のメタ キーを使用する必要がある場合は、選択したメタ 
キーのインデックス作成が有効になっていることをLog Decoderのtable-map.xmlファイルで確

認します。インデックスが作成されていない場合は、「ホストおよびサービスの構成ガイド」の

「テーブル マップ ファイルの維持」の手順に従って、テーブル マッピングを更新します。また、

Concentratorのindex-concentrator.xmlでもメタ キーのインデックスが作成されていることを確

認します。「ホストおよびサービスの構成ガイド」の「サービス インデックス ファイルの編集」に追

加情報が記載されています。

カスタム グローバル監査ログ テンプレートの定義

サード  パーティのSyslogサーバの場合は、独自のテンプレート形式( CEFまたはCEF以外) を定

義できます。Default Audit Human-Readable Formatテンプレートを使用して、CEF形式より

判読しやすい形式で、グローバル監査ログをサード  パーティのSyslogサーバに送信できます。

ヒューマンリーダブル形式の独自のテンプレートを定義する場合は、次の手順に従ってください。

Log Decoderの場合、CEFテンプレートを使用し、いくつかの必須条件を満足する必要がありま

す。前述の「Log Decoder用のグローバル監査ログ テンプレートの定義」に、CEF形式のテンプ

レートを作成する手順が記載されています。
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ヒューマンリーダブル形式でカスタム グローバル監査ログ テンプレートを定義するには、次の手

順を実行します。

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. 左のナビゲーション パネルで、［グローバル通知］を選択します。

 3. ［テンプレート］タブをクリックします。

 4. をクリックして、テンプレートを構成します。

 5. ［テンプレートの定義］ダイアログで、次の情報を指定します。

 a. ［名前］フィールドに、テンプレートの名前を入力します。

 b. ［テンプレート  タイプ］フィールドで、［監査ログ］テンプレート  タイプを選択します。

 c. ［説明］フィールドに、テンプレートの簡単な説明を入力します。

 d. ［テンプレート］フィールドで、監査ログ テンプレートの形式を入力します。次の例では、

選択したメタキー変数をヒューマンリーダブル形式で指定しています。

${timestamp} ${deviceService} [audit] Event Category: ${category} 

 Operation: ${operation} Outcome: ${outcome} Description: ${text} 

 User: ${identity} Role: ${userRole}  

 「グローバル監査ログでサポートされるメタ キー変数」の表に示されているメタ キー変数のい

ずれも使用できます。
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 6. ［保存］をクリックします。

次の例は、このテンプレートを使用したヒューマンリーダブル形式のグローバル監査ログを示して

います。

06 2015 14:16:04 REPORTING_ENGINE [audit] Event Category: CONFIGURATION 
Operation: Set Outcome: null Description: null User: admin Role: 
Administrators+Administrators+PRIVILEGED_CONNECTION_AUTHORITY

Apr 06 2015 14:16:04 REPORTING_ENGINE [audit] Event Category: 
CONFIGURATION Operation: IPDBConfig Outcome: SUCCESS Description: Config 
update event occurred User: admin Role: 
Administrators+Administrators+PRIVILEGED_CONNECTION_AUTHORITY

Apr 06 2015 14:16:04 NW_SERVER [audit] Event Category: DATA_ACCESS 
Operation: /admin/1/config Outcome: Success Description: null User: 
admin Role: Administrators+Administrators+PRIVILEGED_CONNECTION_
AUTHORITY

次のステップ

「             グローバル監査ログの構成の定義」の手順に従い、NetWitness Suiteのグローバル監査ログ構

成を定義します。
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グローバル監査ログの構成の定義

このトピックでは、管理者がグローバル監査ログの構成を定義する方法について説明します。

この手順は、導入環境で監査ログの一元化を行う場合にのみ実行する必要があります。この

グローバル監査ログの構成では、グローバル監査ログを、外部SyslogシステムまたはLog 
Decoderに転送する方法を定義します。監査ログは、選択した通知サーバに転送されます。

前提条件

この手順を開始する前に、グローバル監査ログに使用する次のアイテムを構成します。

 l Syslog通知サーバ

 l 監査ログ テンプレート

通知サーバおよびテンプレートは［グローバル通知］パネルで構成します。［グローバル通知］パ

ネルにアクセスするには、［グローバル監査ログの構成］パネルで［設定の表示］リンクをクリックし

ます。グローバル監査ログでは、Syslogタイプの通知サーバのみを使用できます。Log Decoder
の場合は、Syslogタイプの通知サーバとCEF( CommonEventFormat) 監査ログ テンプレートを使

用する必要があります。デフォルトの監査ログ テンプレートを使用するか、独自のテンプレートを

定義することができます。複数の監査ログ テンプレートとSyslog通知サーバを作成して、グロー

バル監査ログの構成に使用できます。  

グローバル監査ログをLog Decoderに転送する場合は、Common Event Format Parserを、Live
からご使用のLoc Decoderに導入します。

グローバル監査ログの構成の追加

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。
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 2. ［オプション］パネルで、［グローバル監査］を選択します。

［グローバル監査ログの構成］パネルが表示されます。

 3. をクリックして、グローバル監査ログの構成を追加します。

［新しい構成の追加］ダイアログが表示されます。

 4. ［構成名］フィールドに、グローバル監査ログの一意の名前を入力します。特定のタイプのグ

ローバル監査ログの構成を作成できます。たとえば、「HQ NW」という名前で、NetWitness 
Suiteの本社用の構成を作成できます。
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 5. ［通知］セクションで、この構成に使用するSyslog通知サーバを選択します。通知サーバ

は、グローバル監査ログの送信先です。

 6. この構成に使用する監査ログ通知テンプレートを使用します。監査ログ テンプレートによっ

て、送信形式と送信される監査ログログ メッセージ フィールドが定義されます。  

 7. ［保存］をクリックします。

「［新しい構成の追加］ダイアログ」には、ログに記録されるユーザ アクションの追加情報と例が

記載されています。NetWitness Suiteの各種コンポーネントによってログに記録される一連のメッ

セージ タイプについては、「［グローバル監査ログの構成］パネル」を参照してください。

グローバル監査ログの構成の編集

このトピックでは、グローバル監査ログの構成を編集する方法について説明します。グローバル

監査ログの構成を編集して、別の通知サーバーを選択することにより、グローバル監査ログの

送信先を変更することができます。また別の通知テンプレートを選択して、グローバル監査ログ

のエントリーの形式やメッセージのフィールドを変更することもできます。通知サーバやテンプレー

トの変更は、［グローバル通知］パネルで行います。［グローバル通知］パネルにアクセスするに

は、［グローバル監査ログの構成］パネルで［設定を表示］リンクをクリックします。

グローバル監査ログへの記録および送信の対象となるNetWitness Suiteユーザ アクションを変更

することはできません。  

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［グローバル監査］を選択します。

 3. ［グローバル監査ログの構成］パネルで、編集する構成を選択して をクリックします。

 4. ［新しい構成の追加］ダイアログで、グローバル監査ログの構成を必要に応じて変更しま

す。構成名を変更して、別の通知サーバまたはテンプレートを選択することができます。

 5. ［保存］をクリックします。

グローバル監査ログの構成の削除

グローバル監査ログの構成を削除しても、関連づけられている通知サーバやテンプレートは削

除されません。グローバル監査ログの構成を削除した後、その構成で指定したグローバル監査

ログの転送は中止されます。

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［グローバル監査］を選択します。

 3. ［グローバル監査ログの構成］パネルで、削除する構成を選択し、 をクリックします。

確認ダイアログが表示されます。

 4. ［はい］をクリックします。

選択した構成が削除されます。
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グローバル監査ログの検証

このトピックでは、グローバル監査ログを検証する方法について説明します。グローバル監査ロ

グを構成したら、テストを実行して、グローバル監査ログのテンプレートで定義したように監査イ

ベントが表示されることを確認する必要があります。  

このタスクを開始する前に、「グローバル監査ログの構成」で説明している手順をすべて実行しま

す。

Log Decoderを使用して、グローバル監査ログを表示および検証するには、次の手順を実行し

ます。

 1. ［調査］＞［イベント］の順に移動します。

 2. ［ナビゲート］ビューで、Log Decoderを選択して、［ナビゲート］をクリックします。

 3. 表示されたフィールドを、グローバル監査ログの構成に使用したグローバル監査ログ テンプ

レートで定義されているフィールドと比較します。

 4. ログをダブル クリックし、［イベントの再構築］ダイアログで［メタの表示］を選択します。
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 5. 監査ログのメタが正しいことを確認します。  

CEF出力の例

次の例は、CEF( Common Event Format) テンプレートと実際のグローバル監査ログを示していま

す。

テンプレート：

CEF:0|${deviceVendor}|${deviceProduct}|${deviceVersion}|${category}|${o

per

 ation}|${severity}| rt=${timestamp} src=${sourceAddress} 

spt=${sourcePort}

 suser=${identity} sourceServiceName=${deviceService}

 deviceExternalId=${deviceExternalId} dst=${destinationAddress}

 dpt=${destinationPort} dvcpid=${deviceProcessId}

 deviceProcessName=${deviceProcessName} outcome=${outcome} msg=${text} 
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ログの例：

2017-04-09T18:45:46.313096+00:00 <hostname> CEF:0|RSA|Security Analytics 
Audit|11.0.0.0|AUTHENTICATION|login|6|rt=Apr 09 2017 18:45:46 
src=10.20.252.197 spt=51366 suser=admin sourceServiceName=LOG_DECODER 
deviceExternalId=96b08193-a9d0-4a79-b362-87b56851f411 outcome=success

2017-04-09T18:45:46.322132+00:00 <hostname> CEF:0|RSA|Security Analytics 
Audit|11.0.0.0|AUTHENTICATION|logoff|6|rt=Apr 09 2017 18:45:46 
src=10.20.204.33 spt=47690 suser=admin sourceServiceName=BROKER 
deviceExternalId= 314fb8c8-afe4-4249-9468-a36035008a52 outcome=success

2017-04-09T18:45:46.325792+00:00 <hostname> CEF:0|RSA|Security Analytics 
Audit|11.0.0.0|AUTHENTICATION|logoff|6|rt=Apr 09 2017 18:45:46 
src=10.20.252.197 spt=59495 suser=admin sourceServiceName=CONCENTRATOR 
deviceExternalId= 96b08193-a9d0-4a79-b362-87b56851f411 outcome=success

ここで、<hostname>はsyslogヘッダーのホスト名( alias.host) です。

CEFテンプレートを使用する場合、監査イベントにテンプレートに定義したフィールドの値がない

場合、サード  パーティのsyslogサーバまたはLog Decoderが受け取るイベントではそのフィールド

が削除されています。

ヒューマンリーダブルな形式の出力の例

次の例は、ヒューマンリーダブルな形式の監査ログ テンプレートを使用してサード  パーティの

syslogサーバに送信されるログを示しています。

テンプレート：

${timestamp} ${deviceService} [audit] Event Category: ${category} 

 Operation: ${operation} Outcome: ${outcome} Description: ${text} 

 User: ${identity} Role: ${userRole}  

ログの例：

06 2017 14:16:04 REPORTING_ENGINE [audit] Event Category: CONFIGURATION 
Operation: Set Outcome: null Description: null User: admin Role: 
Administrators+Administrators+PRIVILEGED_CONNECTION_AUTHORITY

Apr 06 2017 14:16:04 REPORTING_ENGINE [audit] Event Category: 
CONFIGURATION Operation: IPDBConfig Outcome: SUCCESS Description: Config 
update event occurred User: admin Role: 
Administrators+Administrators+PRIVILEGED_CONNECTION_AUTHORITY

Apr 06 2017 14:16:04 SA_SERVER [audit] Event Category: DATA_ACCESS 
Operation: /admin/1/config Outcome: Success Description: null User: 
admin Role: Administrators+Administrators+PRIVILEGED_CONNECTION_
AUTHORITY
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Investigationの設定の構成

このトピックでは、構成中のNetWitness Suiteインスタンス上のすべてのInvestigationに適用され

る設定を構成する管理者への指示について説明します。NetWitness Suite Investigationの動

作の構成とチューニングの設定は、［システム］ビュー＞［Investigation］パネルで行うことができま

す。これらの設定は、NetWitness Suiteの現在のインスタンスのすべてのInvestigationおよび再構

築操作に適用されます。

ナビゲート、イベント、コンテキスト  ルックアップ設定の構成

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［Investigation
］を選択します。［Investigation］パネルが表示されます。

 3. ［ナビゲート］タブの［描画スレッド設定］フィールドで、［ナビゲート］ビューの単一ユーザがロー

ドしたコンカレント  メタ キー値の最大数を選択します。適用をクリックします。

 4. ［ナビゲート］タブの［座標表示の設定］セクションで、スキャンするメタ値の上限と、座標

チャートに含めることができるメタ値の結果の上限を設定します。高パフォーマンスを実現す

るための推奨設定は次のとおりです。メタ値スキャン制限  - 100,000およびメタ値結果の制

限1,000 - 10,000
 ［適用］をクリックします。

 5. ［イベント］タブの［イベント検索設定］セクションで、スキャンされるイベントと、分析者が［イ

ベント］ビューでイベント検索を実行した時に表示されるイベント結果の最大数を設定しま

す。適用をクリックします。
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 6. ［イベント］タブの［再構築の設定］セクションで、単一イベントの再構築で処理されるデータ

量の制限を設定します。デフォルト値は最大100パケット、2,097,152バイトです。

Investigation中のセッションの再構築時に分析者がセッションのパフォーマンス低下を認識し

た場合は、再構築設定を調整しなければならない場合があります。［適用］をクリックしま

す。

注意：値を大きくすると、イベントを再構築するのに要する時間とメモリが増加し、

NetWitnessサーバのパフォーマンスに影響します。値をゼロに設定すると、一切の制限

が無効になり、NetWitnessサーバがクラッシュする可能性があります。

 7. ( オプション) ［イベント］タブの［Webビューの再構築の設定］セクションで、ウェブ ビュー再構

築でのサポート  ファイルの使用を有効化して、ウェブ ビュー再構築を構成するための追加

設定を行います。これらの設定には、関連イベントをスキャンする時間( 秒単位) 、スキャン

する関連イベントの最大数、再構築設定をWebビュー再構築で使用するための上書きな

どがあります。適用をクリックします。

 8. ［コンテキスト  ルックアップ］タブで、Context Hubのメタ タイプとInvestigationのメタ キーとのマッ

ピングを管理します。Context HubではInvestigationでサポートされているメタ タイプのリストに

メタ キーを追加したり、リストからメタ キーを削除したりすることができます。このタブに関連

する手順については、「調査およびマルウェア解析ガイド」の「メタ タイプとメタ キーのマッピン

グの管理」を参照してください。

サービスの再構築キャッシュのクリア

再構築キャッシュ設定を使用して、管理者は1つまたは複数のサービスのキャッシュをクリアでき

ます。たとえば、管理者は単一のBrokerのキャッシュをクリアすることも、BrokerとDecoderの
キャッシュをクリアすることも、接続されているすべてのサービスのキャッシュをクリアすることもでき

ます。古くなったキャッシュが再構築に使用される理由はいくつかあります。

 l ダウンストリーム サービスのセッションが無効化されているか、データがリセットされている場合

があります。例として、InvestigationでBrokerを参照する場合、またはダウンストリームの

ConcentratorまたはDecoderでデータがリセットされる場合、ダウンストリーム サービスがリセット

されて再設定されると、Investigationサービス( Broker) のメタ データとセッション データがコンテ

ンツに一致しなくなります。Investigationの再構築にはキャッシュからのコンテンツが表示さ

れ、これは実際のコンテンツと一致していません。Decoderがオフラインの場合でも、Brokerの
再構築には、コンテンツが引き続き表示されます。Broker上でキャッシュをクリアすると、

NetWitness SuiteはDecoderにアクセスし、Decoderがオフラインであるためにエラーが返されま

す。

 l ダウンストリーム サービスのサービスIDが変更されたときも、キャッシュが古くなる場合がありま

す。サービスIDの変更は、NetWitness Suiteへのサービスのエクスポート、インポート、削除、
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追加を行った場合に発生します。これは、NetWitness SuiteがサービスIDを再使用すること

があるためです。この場合、Brokerのキャッシュをクリアすると、NetWitness Suiteは各サービス

からデータをリクエストするようになります。

再構築キャッシュをクリアするには、次のいずれかを実行します。

 1. 1つまたは複数のサービスについてキャッシュをクリアするには、サービスを選択して、［選択し

たサービスのキャッシュをクリア］をクリックします。

 2. リストに表示されているすべてのサービスのキャッシュをクリアするには、［すべてのサービスの

キャッシュをクリア

］をクリックします。選択したサービスの再構築キャッシュがクリアされます。NetWitness Suite
はデータ リクエストを各サービスに送信します。
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Liveサービス設定の構成

Liveサービスの構成は、［システム］ビュー＞［Liveサービス構成］パネルで行います。［Live構
成］パネルでは、以下の構成を行うことができます。

 l Liveアカウント。

 l Liveコンテンツの更新スケジュールおよび更新通知の設定。

 l Liveサービスフィードバックへの参加。

 l Liveコンテンツの使用状況の共有

 l RSA Live Connect( ベータ)

前提条件

NetWitness SuiteのLiveアカウントのアクティブ化については、RSAカスタマー サポートまでお問い

合わせください。Liveアカウントのアクティブ化が完了したことを確認したら、CMSサーバとの接

続を構成し、テストできます。

NetWitness Suiteに初めてログインしたときには、［新しい機能が有効化されました］というダイア

ログ ボックスが表示されます。

［承諾］をクリックすると、以下に自動的に同意したことになります。
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 l Liveフィードバックへの参加。

 l Live Connect機能を使用した脅威インテリジェンス データの受信。

 l 自分の環境に関する匿名の技術データをNetWitness SuiteからRSAに送信する許可。

［設定を表示］をクリックすると、Liveサービスのユーザ インタフェースにリダイレクトされ、Live
フィードバックとLive Connect脅威データ共有の設定が表示されます。Liveアカウントが構成さ

れていない場合は、マスクされた画面が表示されます。

Analyst Behaviorsおよびデータ共有については、「Liveサービス管理ガイド」の「NetWitness 
Suite Feedback and Data Sharing」を参照してください。

Liveフィードバックへの参加について

Liveフィードバックに参加すると、さらなる改善のための関連情報が収集されます。Liveフィード

バックについては、「Liveフィードバックの概要」を参照してください。

NetWitness Suiteをインストールすると、Liveフィードバックに参加するよう促されます。詳細につ

いては、「Liveサービス設定の構成」を参照してください。

必要な場合は、手動で使用状況の履歴データをダウンロードし、RSAと共有することができま

す。使用状況の履歴データをダウンロードし、RSAと共有する方法については、Liveフィード

バックの「Liveフィードバック用にデータをRSAにアップロード」を参照してください。

このトピックでは、次の手順について説明します。

 l ［Liveサービス構成］パネルへのアクセス

 l Liveアカウントの構成

 l Liveコンテンツの同期間隔および通知の構成

 l 今すぐ同期

 l RSA Live Connect( ベータ) の使用
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［Liveサービス構成］パネルへのアクセス

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. 左側のナビゲーションパネルで、［Liveサービス］を選択します。     

注：Liveアカウントでサイン インしていない場合は、マスクされた画面が表示されます。
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Liveアカウントの構成

［Liveアカウント］セクションで、ユーザのLiveアカウントを設定します。Liveアカウントの設定に必

要な情報は、ユーザ名、パスワード、コンテンツ管理システムのURLです。この情報は、RSAカ

スタマー サポートから提供されます。

Liveアカウントを構成するには、次の手順を実行します。

 1. ［Liveアカウント］セクションで、［サイン イン］をクリックします。

注：［変更］ボタンが表示される場合は、Liveアカウントが構成済みであることを示してい

ます。［変更］をクリックすると、Liveサービスにアクセスするユーザを変更できます。

 2. ［Liveサービス アカウント］ダイアログ ボックスで、［ホスト］( 通常はcms.netwitness.com) を
入力し、ユーザ名とパスワードを入力します。

 3. ( オプション) 異なるコンテンツ管理システム( CMS) を使用する場合は、そのURLを入力しま

す。デフォルトは、cms.netwitness.comです。

 4. ( オプション) 異なるコンテンツ管理システムを使用する場合は、Liveリクエストの送信先とな

る通信ポートを入力します。このフィールドのデフォルトは443です。これは、コンテンツ管理

システムの通信ポートです。

 5. ( オプション) SSLを使用しない場合は、［SSL］オプションをオフにします。( SSLはデフォルトで

有効化されています。)

 6. ［接続のテスト］をクリックしてCMSへの接続をテストします。

 7. 構成を保存し、適用するには、［適用］をクリックします。

Liveコンテンツの同期間隔および通知の構成

NetWitness SuiteがLiveコンテンツの更新の有無をチェックする間隔を変更できます。

標準的な手順 54



システム構成ガイド

 1. ［新しい更新の確認］フィールドを使用して、間隔を変更します。ドロップダウン リストから間

隔を選択します。この設定のデフォルト値は［1日に1回］です。

 2. ［メール アドレス］フィールドで、1人以上の通知先に更新レポートを送信するようにLive
サービスを構成できます。カンマで区切ったリスト

( 例：john@company.com,ted@company.com,brian@company.com) でメール アドレスを

入力します。

 3. ( オプション) プレーン テキストではなくHTML形式のメッセージを受信するには、［HTML形
式］を選択します。

 4. ［適用］をクリックして、構成を適用します。

指定した更新確認の間隔に基づいて、次回の同期スケジュールの日時が表示されます。

今すぐ同期

更新スケジュールの設定に関係なく、NetWitness Suiteがサブスクライブ中のリソースをすぐに同

期することができます。構成変更の影響をすぐに確認したい場合などに使用します。たとえ

ば、新しいサービスを追加したり、新しいリソースを自動適用するよう構成変更した場合に使

用します。Liveサービスを1日数回同期するよう設定している場合、スケジュールされた同期が

数時間ごとに実行されることになります。

注意：同期サイクルの中でFlexParserが導入されることがあれば、Parserの再ロードが発生し

ます。Parserの再ロードを頻繁に行うと、Decoderでのパケット損失が発生する可能性があり

ます。FlexParserの導入は多くても1日2回程度までにするようにしてください。SA導入の直後

で、まだLiveリソース サブスクリプションを構成していない場合には、［今すぐ同期］は実行し

ないでください。サブスクリプションを構成してから実行します。
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今すぐ同期するには、［今すぐ確認］をクリックします。NetWitness Suiteでサブスクライブ済みリ

ソースの更新がチェックされます。

RSA Live Connect(ベータ)の使用

RSA Live Connectはクラウド  ベースの脅威インテリジェンス サービスです。このサービスは、RSA 
NetWitness® SuiteおよびRSA NetWitness® Endpointカスタマー コミュニティを含むさまざまな

ソースから、IPアドレスやドメイン、ファイルなどの脅威インテリジェンス データを収集して分析

し、評価します。RSA Live Connectは次の機能で構成されています。

 l Threat Insights

 l Analyst Behaviors

Threat Insights

Threat Insights により、アナリストは、調査プロセスで役立つIP関連情報などの脅威インテリジェ

ンス データをLive Connectサービスから取り込むことができます。

デフォルトでは、Threat InsightsはAdditional Live Servicesセクションで有効化されています。

Context Hubサービスが構成されている場合、Live ConnectはContext Hubのデータ ソースとして

自動的に追加されます。詳細については、「Context Hub構成ガイド」の「Context Hubのデータ 
ソースとしてのLive Connectの構成」を参照してください。

Context Hubのデータ ソースとしてLive Connectを使用すると、［Investigate］＞［ナビゲート］

ビューまたは［調査］＞［イベント］ビューの［コンテキスト  ルックアップ］オプションを使用してコンテ

キスト情報をフェッチできます。手順については、「調査およびマルウェア解析ガイド」の「データ 
ポイントの追加コンテキストの表示」トピックを参照してください。

Analyst Behaviors

Analyst Behaviorsは、アナリストがRSAコミュニティへのデータの共有に参加する機能です。これ

は、自動化されたデータ コレクション サービスです。潜在する脅威インテリジェンス データを、解

析用にRSA Live Connectクラウド  サービスと共有することを目的としています。お客様のネット

ワークからRSA Live Connecに送信される可能性のあるデータには、 ip.src、 ip.dst、 ip.addr、
device.ip、alias.ip、alias.host、paddr、sessionid、domain.dst、domain.srcなど、NetWitness Suite
製品が収集するさまざまなタイプのメタ データが含まれます。Analyst Behaviorsおよびデータ共

有については、「Liveサービス管理ガイド」の「NetWitness Suite Feedback and Data Sharing」
を参照してください。
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Liveフィードバックの概要

このトピックでは、Liveフィードバックの概要を説明します。Liveフィードバックでは、Packet 
Decoder、Log Decoder、Malware Analysisのライセンス使用状況のデータや、脅威の検出の

有効化または無効化ステータス、有効化されたESAルールの数、NetWitness Suiteのすべての

サービスのバージョン番号などの関連情報を収集します。Packer Decoder、Log Decoder、
Malware Analysisのライセンスの使用率データに関する詳細については、「ライセンス ガイド」の

「［従量制ライセンス］タブ」を参照してください。NetWitness Suiteの今後のリリースを改善するた

めの情報が収集されます。Liveフィードバックには自動的にサイン オンします。このオプションを

無効にすることはできません。

これに加えて、Liveコンテンツの使用状況に関する情報をRSAと共有することもできます。［構

成］＞［LIVEコンテンツ］＞［検索条件］で取得できる各リソース タイプのLiveコンテンツ使用

状況のメトリックをRSAと共有することができます。例えば、使用するRSAアプリケーション ルー

ルやRSA相関ルールの合計数を共有できます。収集された情報は、Liveコンテンツの向上の

ために活用されます。Liveコンテンツ構成の共有の詳細については、「［Liveサービス構成］パネ

ル」を参照してください。

Liveフィードバックへの参加について

Liveフィードバックに参加すると、さらなる改善のための関連情報が収集されます。Liveフィード

バックについては、「Liveフィードバックの概要」を参照してください。

NetWitness Suiteをインストールすると、Liveフィードバックに参加するよう促されます。詳細につ

いては、「Liveサービス設定の構成」を参照してください。

必要な場合は、手動で使用状況の履歴データをダウンロードし、RSAと共有することができま

す。使用状況の履歴データをダウンロードし、RSAと共有する方法については、Liveフィード

バックの「Liveフィードバック用にデータをRSAにアップロード」を参照してください。

注：Liveフィードバックは、Liveアカウントを構成した場合にのみアクティブ化されます。

LiveフィードバックのデータはJSON形式です。これについては後で説明します。Liveアカウントを

使用してサインアップすると、暗号化されたJSONファイルが毎日1つ、自動的にRSAサーバに

アップロードされます。

JSONファイル

JSONファイルには、コンポーネントまたはコンポーネント  セットの使用率データが含まれます。  同
じライセンスIDを持つ複数のコンポーネントがセットになっている場合、すべてのコンポーネントの

使用率データが集計され、1つのEntitlementコンポーネントとして表されます。ただし、Log 
decoderやDecoderなどの単一コンポーネントしかない場合でも、Entitlementコンポーネントが生

成され、単一のコンポーネントの使用率データが表示されます。このような集計は、Log 
decoder、Decoder、Malware Analysisコンポーネントが対象になります。

注：Entitlementは、ライセンス データの集計であるため、バージョンは常にnullです。
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たとえば、「xxx」という同じライセンスIDを持つDecoderが3つあり、次のような使用状況であると

します。

Decoder1 = 150 MB
Decoder2 = 250 MB
Decoder3 = 100 MB
集計された使用状況として500 MBが表示されます。

このJSONファイルについては、次のセクションで説明します。

 l コンポーネント

 l メトリック

 l その他の製品の詳細

 l 例

コンポーネント

NetWitness Suite導入環境の各サービスの詳細情報です。これを、コンポーネントとして記述し

ます。各コンポーネントについて、次の情報が含まれます。

コンポーネ

ント
説明

バージョン NetWitness Suite導入環境のコンポーネントのバージョン番号。

例：11.0.0.0.x.x.x.x

ID ホストを特定する一意のコンポーネント IDです。生成されたメトリックへのリンクと

して使用されます。

Properties  l Name：コンポーネントのプロパティの名前です。例：malware analysis、ESA、

log decoderなど。

 l Value：コンポーネントを識別する一意の値です。

メトリック

Log decoder、Decoder、Malware Analysisなどの、コンポーネント ( ホスト ) のメトリックです。各ホ

ストのライセンス使用率データが共有されます。Liveコンテンツ使用状況のメトリックについて

は、［Live］＞［検索］で取得できる各リソース タイプを共有できます。例えば、使用するRSAア

プリケーション ルールやRSA相関ルールの合計数を共有できます。
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コンポーネン

ト
説明

StartTimeUTC メトリックの収集を開始した時間です( EPOCH形式) 。

Stats  l Value：特定のコンポーネント  IDのコンポーネントに対して生成された値

です。

 l Name：メトリックを収集する統計情報の名前です。たとえば、合計バイト

数です。

EndTimeUTC メトリックの収集を完了した時間です( EPOCH形式) 。

Component ID 値が記録されているコンポーネントのIDです。

その他の製品の詳細

 l Product Type：製品の名前です。この例では、製品タイプはNetWitness Suiteです。

 l Version：ファイル形式の変更を追跡するために使用する、JSONファイルのバージョンです。

 l Product Instance：ライセンス サーバのIDです。

 l Checksum：改ざんチェックに使用される情報です。

次の表に、JSONファイルの詳細と例を示します。

メトリック 説明

Content チェックサムを除く、すべてのコンポーネント、メトリック、製品のタイプ、製品のイ

ンスタンス データを含みます。
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メトリック 説明

Components

 

 

NetWitness Suiteのすべてのサービスの詳細がコンポーネントとして示されます。

次のように、コンポーネントのバージョン番号、名前、値など、コンポーネントの

詳細が表示されます。

Version：NetWitness Suiteサービスのバージョンが表示されます。例：11.0.0.0.

ID：各NetWitness Suiteサービスに対して生成される固有のIDです。そのコン

ポーネントのメトリックへのリンクとして使用されます。この例では、Malware 
AnalysisのIDは5で、ComponentId 5に対してメトリックは次のようにバイト単位

で表示されます。

Properties：上の図に示すように、名前や値など、コンポーネントのプロパティが

表示されます。

Value：上の図では、プロパティの値として、コンポーネントの内部UUIDが表示

されています。これは、NetWitness Suiteによって生成されます。  たとえば、  

Malware Analysisでは、"55f7a0b30e502231c42d063f"と表示されます

Name: "InstanceId"：上の図に示すように、プロパティの名前が表示されま

す。

Name"："malwareanalysis"：LogDecoder、Decoder、MalwareAnalysisなどの

サービス名がコンポーネントの名前として表示されます。
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メトリック 説明

Metrics

 

 

 

コンポーネント ( Log Decoder、Decoder、Malware Analysis) の使用率データの

メトリックの一覧が表示されます。

この例では、次のように、ComponentId 5のメトリックがバイト単位で表示されま

す。

StartTimeUTC：メトリックの収集を開始した時間がEPOCH形式で表示され

ます。

Stats：コンポーネントの使用率の値と、使用タイプの統計情報が表示されま

す。

Value：統計情報の値が表示されます。たとえば、上の図に示すように、

"Value"："1582940012678"と表示されます。

Name：統計情報の名前が表示されます。たとえば、Capture Total Bytesまた

はTotal File bytesと表示されます。

EndTimeUTC：メトリックの収集を完了した時間がEPOCH形式で表示されま

す。  

ComponentId：メトリック値が収集されたコンポーネントのIDが表示されます。こ

れは、［Components］セクションの［ID］と同じです。

Content チェックサムを除く、すべてのコンポーネント、メトリック、製品のタイプ、  製品の

インスタンス データを含みます。
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メトリック 説明

Components

 

 

 

 

 

 

 

 

NetWitness Suiteのすべてのサービスの詳細がコンポーネントとして示されます。

次のように、コンポーネントのバージョン番号、名前、値など、コンポーネントの

詳細が表示されます。

Version：NetWitness Suiteサービスのバージョンが表示されます。例：11.0.0.0

ID：各NetWitness Suiteサービスに対して生成される固有のIDです。そのコン

ポーネントのメトリックへのリンクとして使用されます。この例では、Reporting 
EngineのIDは6で、ComponentId 6に対してメトリックは次のように合計数で表

示されます。
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メトリック 説明

Properties：上の図に示すように、名前や値など、コンポーネントのプロパティが

表示されます。

Value：上の図では、プロパティの値として、コンポーネントの内部UUIDが表示

されています。これは、NetWitness Suiteによって生成されます。たとえば、

Reporting Engineの場合、この値は「57444ddde4b0dd618093064d」と表示さ

れます。

Name: "InstanceId"：上の図に示すように、プロパティの名前が表示されます。

Name": "reportingengine"：LogDecoder、Decoder、ReportingEngineなどの

サービス名がコンポーネントの名前として表示されます。

Name：コンポーネント ( Log Decoder、Decoder、Reporting Engine) の使用率

データのメトリックの一覧が表示されます。

この例では、次のように、ComponentId 6のメトリックがバイト単位で表示されま

す。

StartTimeUTC：メトリックの収集を開始した時間がEPOCH形式で表示され

ます。
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メトリック 説明

     

 

Stats：コンポーネントの使用率の値と、使用タイプの統計情報が表示されま

す。

Value：統計情報の値が表示されます。たとえば、上記の図のように、Number 

of RE Reportは10、Number of RE Alertは2、Number of RE Chartは1などとなり

ます。

Name：統計情報の名前が表示されます。たとえば、Number of RE Report、  

Number of RE Alert、Number of RE Chart、Number of RE Rule、Number of 

Enabled RE Alert、Number of Enabled RE Chartとなります。

EndTimeUTC：メトリックの収集を完了した時間がEPOCH形式で表示されま

す。

ComponentId：メトリック値が収集されたコンポーネントのIDが表示されます。こ

れは、［Components］セクションの［ID］と同じです。

ProductTyp

e

ファイルを生成した製品のタイプが表示されます。  例："ProductType": 

"NetWitness Suite"

ProductInsta
nce

ライセンス サーバのIDが表示されます。これは、NetWitness Suiteごとに固有で

す。例："ProductInstance": "00-0C-29-6C-66-E3"

Checksum ファイル内の「Content」セクションに対するチェックサムが表示されます。RSAに

よって改ざんチェックのために使用されます。例："Checksum": 

"883DACF97E4BCD9F590A1461A4DD0A312B5883A6CF82E0518E7

7AAB6A6DDB654"

例
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JSONファイルのサンプルです。
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Liveフィードバック用にデータをRSAにアップロード

このトピックでは、NetWitness Suiteの管理者が、LiveフィードバックのためにNetWitness Suiteの
メトリックをエクスポートする手順について説明します。

Liveアカウントを構成していない場合は、使用状況データをRSAに手動でアップロードすること

ができます。詳細については、「［Liveサービス構成］パネル」を参照してください。

［Liveアカウント］セクションでは、Liveフィードバック アクティビティ ログをダウンロードできます。こ

のログに、Liveフィードバックに必要な使用状況データが含まれます。この機能は、Liveアカウン

トの構成の有無に関係なくアクティブです。

まずLiveフィードバックの履歴データをダウンロードし、次にこのデータをRSAにアップロードして

共有します。

Liveフィードバックの履歴データのダウンロード

Liveフィードバックの履歴データをダウンロードするには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［Liveサービス］を選択します。

［Liveアカウント］画面に、［RSA Liveステータス］と［Liveフィードバック アクティビティ ログをダ

ウンロード］が表示されます。

 3. ［Liveフィードバック アクティビティ ログをダウンロード］をクリックします。

［Liveフィードバック アクティビティ ログのダウンロード］ウィンドウが開きます。ここで

NetWitness SuiteユーザはLiveフィードバックの履歴データをダウンロードできます。

 4. チェックボックスを選択してエントリーを1つ以上選択し、［ダウンロード］をクリックします。
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注：履歴テーブルでエントリーを複数選択した場合は、ダウンロードしたzipファイルに各月

に1つのJSONファイルが含まれます。

ダウンロードしたLiveフィードバックのデータはJSON形式で、zipファイルに圧縮されています。詳

細については、「Liveフィードバックの概要」を参照してください。

RSAとのデータ共有

Liveフィードバックのデータをダウンロードした後、次の手順を使用して、RSAにアップロードする

ことができます。

RSAとデータを共有するには、次の手順を実行します。

 1. ［Liveフィードバック アクティビティ ログ］ウィンドウに表示される［RSAセキュア ポータル］リンク

をクリックします。

RSA NetWitness® Suite Liveフィードバックのログイン画面が表示されます。

 2. Live IDの認証情報を使用して［Upload Live Feedback Activity Log］ポータルにログインし

ます。

 3. ［Choose File］をクリックし、ダウンロードしたファイルを選択します。

 4. ［Upload］をクリックします。

ログ ファイル設定の構成

RSA NetWitness® Suiteでは、ログ ファイルのサイズ、保持されるバックアップ ログ ファイルの数、

さらにNetWitness Suite内のパッケージのデフォルト  ログ レベルを構成できます。

システム ログログ ファイルのサイズおよびバックアップ ファイル数の構成

ログ ファイル サイズおよびバックアップ ファイル数には、デフォルト値が設定されています。ログ 
ファイル サイズおよびバックアップ ファイル数のデフォルト値を変更する場合は、次の手順を実

行します。

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［システム ログ］を選択します。

［システム ログ構成］パネルが開き、デフォルトで、［リアルタイム］タブが表示されます。
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 3. ［設定］タブをクリックします。

 4. ［最大ログ サイズ］フィールドで、最大サイズをバイト単位で入力します。この設定の最小

値は4,096です。

 5. ［最大バックアップ ファイル数］フィールドで、保持するバックアップ ログ ファイルの最大数を入

力します。この設定の最小値は0です。ログ ファイルの最大数に到達し、新しいバックアップ 
ファイルが作成されると、最も古いバックアップが破棄されます。

 6. 適用をクリックします。

変更はすぐに反映されます。

パッケージごとのログ レベルの設定

［パッケージ構成］セクションのツリー構造にNetWitness Packetsが表示されます。ツリーには、

NetWitness Suite内で使用されるすべてのパッケージが含まれています。ツリーをドリル ダウンす

ることで、各パッケージのログ レベルを表示できます。ログ レベルが明示的に設定されていない

すべてのパッケージは、ルートのログ レベルと同じになります。パッケージのログ レベルを設定す

るには、次の手順を実行します。

 1. パッケージ ツリーでパッケージを選択します。

パッケージの名前が［パッケージ］フィールドに表示されます。パッケージに対してログ レベル

がすでに設定されている場合は、そのレベルが表示されます。
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 2. ［ログ レベル］ドロップダウン リストでログのレベルをを選択します。

 3. 適用をクリックします。

新しいログ レベルはすぐに反映されます。

 4. ( オプション) ルートに指定されているデフォルトのログ レベルに戻す場合は、［リセット］をク

リックします。

SyslogおよびSNMP設定の構成

［レガシー通知］パネルでは、SyslogおよびSNMP通知設定を構成できます。これらの構成は、

ライセンス、レガシーESM( イベント  ソース モニタリング) 、レガシーWarehouse Connectorモニタリ

ング、レガシーArchiverモニタリングで使用されます。

Syslog設定の構成と有効化

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。
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 2. ［オプション］パネルで［レガシー通知］を選択します。

［レガシー通知の構成］パネルが表示されます。

 3. ［Syslog設定］の［サーバ名］フィールドと［ポート］フィールドに、ターゲットSyslogプロセスを実

行しているホスト名と、ターゲットSyslogプロセスがリスンしているポートをそれぞれ入力しま

す。

 4. ［ファシリティ］フィールド、［エンコーディング］フィールド、［形式］フィールド、［最大長］フィール

ドで、Syslogファシリティ、メッセージ テキスト  エンコード、メッセージ形式、最大メッセージ長

を指定します。

 5. ［プロトコル］フィールドで［UDP］または［TCP］を選択します。

 6. ( オプション) メッセージに含める内容について、［Syslogメッセージをトランケート］、［Syslog
メッセージにローカル タイムスタンプを含める］、［Syslogメッセージにローカル ホスト名を含め

る］を任意に選択します。

 7. ( オプション) IDENTプロトコルを使用して、各Syslogアラートの先頭にID文字列を付加する

かどうかを指定します。

 8. ［有効化］チェックボックスをクリックします。

 9. 適用をクリックします。

Syslog通知がただちに有効になります。

［レガシー通知構成］パネルには、これらの設定に関する詳細情報が表示されます。
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SNMP設定の構成と有効化

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで［レガシー通知］を選択します。

［レガシー通知構成］パネルが表示されます。SNMP設定はパネルの下部に表示されます。

 3. ［SNMP設定］の［サーバ名］フィールドと［ポート］フィールドに、SNMPトラップ ホストのホスト

名とリスン ポートをそれぞれ入力します。

 4. ［SNMPバージョン］としてドロップダウン メニューから［v1］または［v2c］を選択します。

 5. ［トラップOID］フィールドで、監査イベントを受信するトラップ ホスト上のSNMPトラップのオブ

ジェクト IDを指定します。デフォルト値は0.0.0.0.0.1です。

 6. ［コミュニティ］フィールドで、SNMPトラップ ホストでの認証に使用するコミュニティ文字列を

指定します。デフォルト値はpublicです。

 7. ［有効化］チェックボックスをクリックします。

 8. 適用をクリックします。

SNMP通知がただちに有効になります。

［レガシー通知構成］パネルには、これらの設定に関する詳細情報が表示されます。

SyslogまたはSNMP設定の無効化

このNetWitness SuiteインスタンスでSyslogまたはSNMP設定を無効化するには、次の手順を実

行します。

 1. 該当する［有効化］チェックボックスをオフにします。

 2. 適用をクリックします。

選択した設定がただちに無効になります。
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追加の手順

追加の手順は、NetWitness Suiteの設定に必須の手順ではありません。たとえば、カスタム コ
ンテキスト  メニューの追加やプロキシの設定など、通常の設定以外のカスタマイズ オプションが

該当します。

「             コンテキスト  メニューのカスタム アクションの追加          」

「             NTPサーバの構成          」

「             NetWitness Suiteのプロキシの構成          」

「             ［新しい構成の追加］ダイアログ         」

「             サポートされるCEFメタ キー         」

「             グローバル監査ログでサポートされるメタ キー変数          」

「             グローバル監査ログに記録される操作の一覧          」

「             監査ログのローカル保存場所          」

 

コンテキスト  メニューのカスタム アクションの追加

管理者は［コンテキスト  メニュー］パネルで、NetWitness Suiteの現在のコンテキスト  メニューのア

クションを表示、追加、編集することができます。コンテキスト  メニューのアクションは、

NetWitness Suiteのユーザ インタフェースの特定のコンテキストに適用され、ユーザ インタフェース

上の特定の場所を右クリックするとオプションとして表示されます。

コンテキスト  メニューのアクションの一部は、NetWitness Suiteに標準で組み込まれています。デ

フォルトのコンテキスト  メニューのアクションを編集または削除することはできません。コンテキスト  
メニューのカスタム アクションは作成および編集出来ます。デフォルトのアクションをカスタマイズ

したい場合は、その構成を新しく作成したカスタムアクションにコピーし、カスタム アクションの構

成を変更してください。コンテキスト  メニューのアクションは、CSS( カスケード  スタイル シート )
コードに次の項目を定義することにより作成します。

 l コンテキスト  メニューに表示するオプションのタイトル。

 l このコンテキスト  メニューを使用するNetWitness Suiteモジュール。

 l アクションが適用されるコンテキスト。
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コンテキスト  メニューのカスタム アクションの例を以下に示します。このカスタム アクションを作成

する手順とCSSコードを、以下の手順で説明します。

NetWitness Suiteでのコンテキスト  メニューのアクションの表示

NetWitness Suiteでデフォルトとカスタムの両方の既存のコンテキスト  アクションを表示するには、

次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［コンテキスト  メニュー］を選択します。

［コンテキスト  メニュー］パネルに表示される情報の詳細は、［コンテキスト  メニュー］パネルを参

照してください。

コンテキスト  メニューのアクションの追加

NetWitness Suiteでコンテキスト  メニューのアクションを追加するには、次の手順を実行します。

 1. ツールバーで、 をクリックします。

［コンテキスト  メニュー構成］ダイアログが表示されます。
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 2. コンテキスト  メニューのアクションを定義するCSSコードを入力します。このトピックの最後にあ

る手順例で、コンテキスト  メニューのアクションを作成する詳細な手順とCSSコードを紹介し

ています。

 3. ［OK］をクリックします。

新しいコンテキスト  メニューのアクションが作成され、リストの末尾に追加されます。

 4. 新しいコンテキスト  メニューのアクションを有効にするには、ブラウザを再起動起動します。

コンテキスト  メニューのアクションが構成された場所で使用できるようになります。
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コンテキスト  メニューのアクションの編集

コンテキスト  メニューのアクションを編集するには、次の手順を実行します。

 1. グリッドで行を選択し、行をダブルクリックするか、 をクリックします。

［コンテキスト  メニュー構成］ダイアログが表示されます。

 2. 構成を編集します。

 3. 変更を保存するには、［OK］をクリックします。

 4. 更新されたアクションを使用するには、ブラウザを再起動します。

コンテキスト  アクションの削除

NetWitness Suiteからコンテキスト  メニューのアクションを完全に削除するには、次の手順を実

行します。

 1. アクションを選択します。

 2. をクリックします。

コンテキスト  メニューのアクションを削除するかどうかの確認を求めるダイアログが開きます。

 3. ［はい］をクリックします。

［コンテキスト  メニュー］パネルからアクションが削除されます。

 4. ブラウザを再起動すると、表示されるコンテキスト  メニューからオプションが削除されていま

す。
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手順例：alias.ipからip.dstを調査するコンテキスト  メニューのアクション

この例では、アナリストがalias.ipの値( DNSリクエストへの返信で返されたIPアドレス) を
ip.dstメタ キーに展開するコンテキスト  メニューのアクションを追加します。このアクションは、ア

ナリストがDNSクエリへの返信で返されたIPアドレスを宛先とするトラフィックを検索するのに役立

ちます。

コンテキスト  メニューのアクションを実装するには、次の手順を実行します。

 1. 次の手順を実行し、NetWitnessサーバの一意識別子を確認します。

 a. NetWitness Suiteにログオンします。メイン メニューで［調査］＞［ナビゲート］の順に選択

し、調査するサービス( Concentratorなど) を選択して、値がロードされるのを待ちます。

 b. URLを確認し、investigationの後の数字を確認します。この例では、一意識別子

は4です。この一意識別子をコンテキスト  メニューのアクションの定義に追加する必要が

あります。
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 2. ツールバーで、 をクリックします。

［コンテキスト  メニュー構成］ダイアログが表示されます。

 3. 次のサンプル コード全体をコピーし、ウィンドウにペーストします。

 {  

     "displayName": "[Investigate IP from DNS Response]",  

     "cssClasses": [  

         "alias-ip",  

         "alias.ip"  

     ],  

     "description": "Update your NW server and ID",  

     "type": "UAP.common.contextmenu.actions.URLContextAction",  

     "version": "Custom",  

     "modules": [  

         "investigation"  

     ],  

     "local": "false",  

     "groupName": "investigationGroup",  

     "urlFormat": "/investigation/<insert_unique_identifier_

here>/navigate/query/ip.dst%3d'{0}'",  

     "disabled": "",  

     "id": "NavigateHost",  

     "moduleClasses": [  
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         "UAP.investigation.navigate.view.NavigationPanel",  

         "UAP.investigation.events.view.EventGrid"  

     ],  

     "openInNewTab": "true"  

 }  

 4. urlFormatの行の<insert-unique_identifier_here>の部分を、先ほどの一意識別子で置

き換えます。

URLは次のようになります。

"/investigation/4/navigate/query/ip.dst%3d'{0}'"

 5. ［OK］をクリックし、ブラウザを再起動します。

 6. アクションをテストするには、［調査］＞［ナビゲート］ビューを開き、メタ キーの値の上で右ク

リックします。alias.ip

コンテキスト  メニューの［Investigation］オプションが、次の図のように表示されます。

 7. アクションを実行すると、次のような検索条件が生成されます。

 8. この例のアクションを使用してDNSトラフィックを調査する際には、「調査およびマルウェア解

析ガイド」の「ユーザ定義のメタ グループの管理」の説明に従って、DNSトラフィックに固有の

メタ グループを作成しておくと便利です。

NTPサーバの構成

このトピックでは、NTP( ネットワーク タイム プロトコル) サーバを構成する方法について説明しま

す。NTPは、ネットワーク経由でホスト  マシンの時刻を同期させるために設計されたプロトコルで

す。  NTPの詳細については、NTPプロジェクトのホームページ( http://www.ntp.org/) を参照してく

ださい。

注：NW Coreホストは、NTPによる時刻同期のために、UDPポート123を使用してNWホストと

通信する必要があります。
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［管理］＞［システム］＞［NTP設定］ビューを使用して、1台以上のNTPサーバを構成します。

NTPサーバを構成すると、NetWitness Suiteはホスト  マシンの時刻の同期にNTPを使用するよ

うになります。フェイルオーバーを行うには、NTPサーバを複数台構成します。   このトピックで

は、次の手順について説明します。

 l NTPサーバの追加

 l NTPサーバの変更

NTPサーバの追加

NTPサーバを追加するには、次の手順に従います。

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［NTP設定］を選択します。

［NTP設定］パネルが表示され、NTPサーバのホスト名( IPアドレスまたは完全修飾ドメイン

名) の入力フィールドが表示されます。

 3. NTPサーバのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名を入力します。

ホスト名の構文が有効でないと、NetWitness Suiteによって［追加］ボタンと［適用］ボタンが

無効化され、「無効なホスト名です」と表示されます。

 4. ［追加］をクリックします。

 l ホスト名の構文が有効になると、NetWitness SuiteがそのNTPサーバにアクセスできる

か確認するため、「検証中」と表示されます。
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 l ホスト名の構文が有効でも、NetWitness SuiteがNTPサーバにアクセスできない場合

は、次のメッセージが表示されます( hostnameは追加しようとしているホスト名です) 。
NTPサーバ「hostname」に接続できません。アドレスを確認するか、またはファイア

ウォール設定を確認してください。  

 5. 適用をクリックします。

設定が保存されたという通知がダイアログに表示され、現在の設定を適用することの確認

を求められます。

 6. ［はい］をクリックします。

指定したNTPサーバによって、ホスト  マシンの時刻が同期されるようになります。  複数の

NTPサーバを構成した場合、サーバの1台が停止すると、NetWitness Suiteは構成されてい

る次のサーバにフェールオーバーします。  

パラメータとその詳細については、「［NTP設定］パネル」を参照してください。

NTPサーバの変更

既存のNTPサーバを変更するには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［NTP設定］を選択します。

［NTP設定］パネルが表示されます。

 3. 変更するNTPサーバのホスト名をダブルクリックします。

［NTPサーバ］テキスト  ボックスが編集可能になり、［更新］ボタンと［キャンセル］ボタンが表
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示されます。

 4. ホスト名を編集して、［更新］をクリックし、［適用］をクリックします( ［適用］をクリックする前

に［キャンセル］をクリックすると、編集がキャンセルされます) 。
NetWitness Suiteでは編集内容に従って、ホスト名が変更されます。  
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［新しい構成の追加］ダイアログ

RSA NetWitness® Suiteの［管理］＞［システム］ビュー＞［グローバル監査ログの構成］パネルで

は、複数のグローバル監査ログ構成を作成できます。これらの構成を使用して、グローバル監

査ログを1か所に転送し、ユーザ監査を実行します。

グローバル監査ログに関連する手順については、「グローバル監査ログの構成」で説明します。

［新しい構成の追加］ダイアログにアクセスするには：

 1. メイン メニューで［管理］＞［システム］を選択します。

 2. ［オプション］パネルで、［グローバル監査］を選択します。

 3. ［グローバル監査ログの構成］パネルで、 をクリックします。

［新しい構成の追加］ダイアログが表示されます。

［通知］セクションでは、このグローバル監査ログ構成で使用するSyslog通知サーバとテンプ

レートを選択できます。テンプレートでは、グローバル監査ログ エントリーの詳細を定義しま

す。

機能

次の表は、［新しい構成の追加］ダイアログと［構成の編集］ダイアログの機能について説明し

ています。
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機能 説明

通知サー

バとテンプ

レート  

［設定を

表示］リン

ク

［グローバル通知］パネルが表示されます。このパネルでは、通知サーバとテンプ

レートの設定を表示または構成できます。グローバル監査ログの構成を作成す

る前に、Syslog通知サーバおよび監査ログ テンプレートを定義しておく必要があ

ります。

構成名 グローバル監査ログの構成を特定する一意の名前を指定します。  

通知サー

バ

監査ログ情報の送信先となるSyslog通知サーバを指定します。グローバル監査

ログ用のSyslog通知サーバを作成する手順は、「グローバル監査ログの送信先の

構成」で説明しています。

通知テン

プレート

このグローバル監査ログの構成で使用するテンプレートを指定します。監査ログ 

テンプレートを指定する必要があります。

Log Decoderの場合は、Default Audit CEFTemplateを使用します。特定の要

件がある場合は、CEF( CommonEventFormat) テンプレートのフィールドを追加お

よび削除することもできます。「グローバル監査ログ テンプレートの定義」には手順

が記載されています。

サード  パーティのSyslogサーバの場合は、デフォルトの監査ログ テンプレートを使

用するか、独自の形式( CEFまたはCEF以外) を定義することができます。「グ

ローバル監査ログ テンプレートの定義」ではその手順について説明し、「グローバル

監査ログでサポートされるメタ キー変数」では使用可能な変数について説明して

います。

［フォーム

のリセッ

ト］ボタン

ダイアログの構成設定をクリアします。

ログに記録されるユーザ アクション

次の表は、NetWitness Suiteでログに記録されるユーザ アクションの例をいくつか示しています。

これらのアクションは、該当する場合にログに記録される最小限のユーザ アクションです。  

追加の手順 84



システム構成ガイド

ユーザ 
アクショ

ン

例

ユーザ ロ

グイン成

功  

ユーザが有効な認証情報でログオンしました。

ユーザ ロ

グイン失

敗

ユーザが無効な認証情報を使用してログオンを試行しました。

ユーザ ロ

グアウト  

ユーザがNetWitness Suiteからログアウトするか( ［管理］＞［サイン アウト］) 、セッ

ション タイムアウトのためにログアウトしました。

最大ログ

イン失敗

回数超

過

ユーザが無効な認証情報を使用して5回ログオンを試行しました。5という数値

は、［管理］の［セキュリティ］ビュー＞［設定］タブで定義された最大ログイン失敗

回数です。

UIページ

への全ア

クセス

ユーザがレポート  モジュール( ［管理］＞［レポート］) にアクセスすると、[REP] 

Reportsとログに記録されます。ユーザが［管理］の［システム］ビュー( ［管理］＞

［システム］) にアクセスすると、[ADM] Systemとログに記録されます。

コミット

済みの

構成の

変更  

ユーザが自分のパスワードを変更したか、またはセキュリティ設定( ［管理］＞［セ

キュリティ］＞［設定］タブ) で何らかの変更を行いました。

ユーザが

実行し

たクエリ

ユーザがInvestigationでクエリを実行しました。

ユーザ ア

クセス拒

否

ユーザがモジュールへのアクセスを試みましたが、そのモジュールにアクセスするため

の権限がありません。
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ユーザ 
アクショ

ン

例

データ エ

クスポー

ト操作

ユーザが［イベント］ビューからデータをエクスポートしました( ［Investigation］＞［イベ

ント］＞［アクション］＞［エクスポート］) 。

NetWitness Suiteの各種コンポーネントによって記録される一連のメッセージ タイプについては、

「グローバル監査ログに記録される操作の一覧」を参照してください。  

追加の手順 86



システム構成ガイド

サポートされるCEFメタ キー

このトピックでは、NetWitness Suiteグローバル監査ログがサポートするCEF( Common Event 
Format) メタ キーについて説明します。  

Log Decoderで使用するグローバル監査ログ テンプレートを定義する場合は、CEF( Common 
Event Format) を使用し、次の特定の標準要件を満たす必要があります。

 l テンプレートにCEFヘッダーを含める。

 l 以下のメタ キーの表にある拡張機能とカスタム拡張機能のみを(キー=値)の形式で使用す

る。

 l 拡張機能とカスタム拡張機能は、key=${string}<space>key=${string}の形式で記

述する。  

サード  パーティのSyslogサーバの場合、任意の形式( CEFまたはCEF以外) で定義できます。

この表に関連する手順については、「グローバル監査ログ テンプレートの定義」と「グローバル監査ロ

グの構成」で説明します。

サポートされるCEF( Common Event Format) メタ キー

次の表では、NetWitness Suiteグローバル監査ログがサポートするCEFSyslogメタ キーについて

説明します。SyslogプレフィックスのDatetimeフィールドとHostnameフィールドは、変更不可のた

めテンプレートに含まれていませんが、デフォルトですべてのログ メッセージの先頭に追加されま

す。CEFヘッダーは、CEF標準に準拠するために必要で、すべてのCEFParserに必要です。拡

張機能とカスタム拡張機能はオプションです。Default Audit CEF Templateには、この表に記載

されているフィールドの多くが含まれています。定義するグローバル監査ログ テンプレートに、こ

の表に記載されている任意の拡張機能とカスタム拡張機能を追加できます。

CEFフィールド 文字列 説明
NWメタ 
キー

Log 
Decod
er の
インデッ

クス

Syslogプレフィックス     

日時 変更不可 Syslogヘッダーの日時 event.time.

str

Transie

nt

Hostname 変更不可 Syslogヘッダーのホスト

名

alias.host None
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CEFフィールド 文字列 説明
NWメタ 
キー

Log 
Decod
er の
インデッ

クス

CEFヘッダー  CEFヘッダー フィールド

は、CEF標準に準拠

するために必要で、す

べてのCEF Parserに必

要です。  

  

CEF:Version CEF:0 CEFヘッダー --固定-- N/A

DeviceVendor ${deviceVendor} 製品ベンダー、RSA - N/A

DeviceProduct ${deviceProduct} 製品ファミリー。これは

常にNetWitness Suite

監査です。

product Transie

nt

DeviceVersion ${deviceVersion} ホスト /サービス バージョ

ン

version Transie

nt

Signature ID ${category} 監査イベントの識別

子。監査イベントのカ

テゴリーを指定します。

event.type None

Name ${operation} イベントの説明 event.desc None

Severity ${severity} 監査イベントの重大度 severity Transie

nt

拡張機能     

deviceExternalId ${deviceExternalId} 監査イベントを生成し

ているホストまたはサー

ビスの一意のID

hardware.i

d

Transie

nt
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CEFフィールド 文字列 説明
NWメタ 
キー

Log 
Decod
er の
インデッ

クス

deviceFacility ${deviceFacility} イベントをSyslogデーモ

ンに書き込むときに使

用されるSyslogファシリ

ティ。たとえば、

authpriv。

cs.devfacili

ty

Custom

deviceProcessName ${deviceProcessNa

me}

dvcpidに対応する実

行可能ファイルの名前

process None

dpt ${destinationPort} 宛先ポート ip.dstport None

dst ${destinationAddres

s}

宛先IPアドレス ip.dst None

dvcpid ${deviceProcessId} イベントを生成するプ

ロセスのID。つまり、

NetWitness Suiteサービ

スのプロセスID。

process.id Transie

nt

msg ${text} 任意のテキスト、補足

情報、イベントに関す

る実際の説明

msg Transie

nt

outcome ${outcome} 監査イベントによって

実行された操作の結

果

result Transie

nt

proto ${transportProtocol} 使用されているネット

ワーク プロトコル

protocol Transie

nt
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CEFフィールド 文字列 説明
NWメタ 
キー

Log 
Decod
er の
インデッ

クス

requestClientApplica

tion

${userAgent} ページにアクセスしてい

るユーザのブラウザの詳

細

user.agent Transie

nt

rt ${timestamp} イベントがレポートされ

た時刻

event.time None

sourceServiceName ${sourceService} このイベントを生成した

サービス

service.na

me

Transie

nt

spt ${sourcePort} ソース ポート ip.srcport Transie

nt

spriv ${userRole} ユーザへのロール権限

の割り当て。たとえば、

admin.owner、

appliance.manage、

 connections.manage、

everyone、

logs.manage、

services.manage、

 storedproc.execute、

 storedproc.manage、

 sys.manage、

users.manage

privilege Transie

nt

src ${sourceAddress} ソースIPアドレス ip.src None

suser ${identity} 監査イベント生成の原

因となったログオン ユー

ザのID

user.dst None
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CEFフィールド 文字列 説明
NWメタ 
キー

Log 
Decod
er の
インデッ

クス

カスタム拡張機能     

deviceService ${deviceService} イベント生成の原因と

なったサービス

cs.devservi

ce

Custom

parameters ${parameters} APIおよび操作のパラ

メータ。クエリに関する

パラメータが記録され

る。

index

  

Transie

nt

  

paramKey ${key} 構成アイテム キー。監

査イベントの記録対象

となる構成パラメータ。

例：/sys/config/stat.inte
rval

cs.key Custom

paramValue ${value} 構成値。更新時に記

録される値です。

cs.value Custom

userGroup ${userGroup} ロールの割り当て。次

に例を挙げます。

Administrators、

Analysts、

MalwareAnalysts、

 Malware_Analysts、

Operators、

 PRIVILEGED_

CONNECTION_

 AUTHORITY、

 SOC_Managers

group None
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CEFフィールド 文字列 説明
NWメタ 
キー

Log 
Decod
er の
インデッ

クス

referrerURL ${referrerUrl} 現在のURLを参照す

る親URL

URL Transie

nt

sessionid ${sessionId} セッションまたは接続

識別子

log.session.

id

Transie

nt

注：すべての拡張機能は次の形式で記述します。

 deviceProcessName=${deviceProcessName} outcome=${outcome}
値とタグ名の間に<space>を挿入します。

デフォルトでは、すべてのメタ キーがインデックスされているわけではありません。前掲の表では、

「Log Decoderのインデックス」列に、flagsキーワードの状態( Transient、None、Custom) が記

載されています。キーがTransientに設定されている場合、そのキーはパースされますが、デー

タベースには保存されません。キーがNoneに設定されている場合、そのキーはインデックスされ、

データベースに保存されます。「Custom」と示されているキーは、 table-map.xmlファイルに存在し

ないため、保存もパースもされません。

「テーブル マップ ファイルの維持」には、テーブル マッピングを確認し、更新する手順が記載され

ています。「サービス インデックス ファイルの編集」には、Concentratorでカスタム インデックス ファ

イルを更新する方法が記載されています。
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グローバル監査ログでサポートされるメタ キー変数

このトピックでは、NetWitness Suiteグローバル監査ログでサポートされるメタ キー変数について

説明します。

NetWitness Suiteは、グローバル監査ログ構成に使用できる、定義済みのグローバル監査ログ

テンプレートを提供します。サードパーティのSyslogサーバの場合、サポートされるメタ キー変数

を使用して、任意の形式( CEFまたはCEF以外) でテンプレートを定義できます。

この表に関連する手順については、「グローバル監査ログ テンプレートの定義」と「グローバル監査ロ

グの構成」で説明します。

グローバル監査ログでサポートされるメタ キー変数  

次の表では、NetWitness Suiteグローバル監査ログによってサポートされるメタ キー変数につい

て説明します。これらの値を使用して、サードパーティSyslogサーバ用のカスタム監査ログ テンプ

レートを作成します。  

変数 説明

${category} 監査イベントの識別子。監査イベントのカテゴリーを指定します。

${destinationAddress} 宛先IPアドレス

${destinationPort} 宛先ポート

${deviceExternalId} 監査イベントを生成するサービスの一意のID

${deviceFacility} イベントをSyslogデーモンに書き込むときに使用されるSyslogファシリ

ティ。たとえば、authpriv。

${deviceProcessId} イベントを生成するプロセスのID。つまり、NetWitness Suiteサービス

のプロセスID。

${deviceProcessName} dvcpidに対応する実行可能ファイルの名前

${deviceProduct} 製品ファミリー。これは常にNetWitness Suite監査です。

${deviceService} イベント生成の原因となったサービス

${deviceVendor} 製品ベンダー、RSA

${deviceVersion} ホスト /サービス バージョン
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変数 説明

${identity} 監査イベント生成の原因となったログオン ユーザのID

${key} 構成アイテム キー。監査イベントの記録対象となる構成パラメー

タ。

${operation} イベントの説明

${outcome} 監査イベントによって実行された操作の結果

${parameters} APIおよび操作のパラメータ。クエリに関するパラメータが記録され

る。

${referrerUrl} 現在のURLを参照する親URL

${sessionId} セッションまたは接続識別子

${severity} 監査イベントの重大度

${sourceAddress} ソースIPアドレス

${sourcePort} ソース ポート

${sourceService} このイベントを生成したサービス

${text} 任意のテキスト、補足情報、イベントに関する実際の説明

${timestamp} イベントがレポートされた時刻

${transportProtocol} 使用されているネットワーク プロトコル

${userAgent} ページにアクセスしているユーザのブラウザの詳細

${userGroup} ロールの割り当て

${userRole} ユーザへのロール権限の割り当て

${value} 構成値。更新時に記録される値です。
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グローバル監査ログに記録される操作の一覧

このトピックでは、さまざまなNetWitness Suiteコンポーネントによってログに記録されるメッセージ 
タイプについて説明します。ほとんどのメッセージは記録する操作を簡潔に表したものです。必

要な場合にはメッセージの意味を記載しています。

グローバル監査ログ構成を追加すると、監査ログが、選択した監査ログ テンプレートに指定し

た形式で、外部のSyslogシステムに自動的に転送されます。さまざまなNetWitness Suiteコン
ポーネントによってログに記録されるメッセージ タイプを次の表に示します。

CARLOS

次の表に、CARLOSによってログに記録される操作のリストを示します。

シリアル

番号
操作名 意味

1 SetProviderConfiguration 新しい通知サーバ( たとえば、

SMTPサーバ) が追加または更新さ

れました

2 SetInstanceConfiguration 新しい通知タイプ( たとえば、メー

ルの

宛先) が追加または更新されまし

た

3 SetTemplateDefinition 新しいテンプレートが追加または更

新されました

4 RemoveProviderConfiguration 通知サーバが削除されました

5 RemoveInstanceConfiguration 通知タイプが削除されました

6 RemoveTemplateDefinition テンプレート定義が削除されました

7 Commit 構成の変更がコミットされました

8 Set NetWitness Suiteの［エクスプロー

ラ］ビューでJMXプロパティ値が設

定されました
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ESA

次の表に、ESA( Event Stream Analysis) によってログに記録される操作のリストを示します。

シリアル

番号
操作名 意味

9 SetSourceRequest ConcentratorがソースとしてESAに

追加または更新されました

10 RemoveSourceRequest ConcentratorがESAのソースから

削除されました

11 SetEplModule EPLモジュールがESAに導入また

は更新されました

12 RemoveEplModule EPLモジュールがESAから削除さ

れました

13 SetEnrichmentSourceRequest ESAエンリッチメント  ソースが追加 /

更新されました

14 RemoveEnrichmentSourceRequest ESAエンリッチメント  ソースが削除

されました 

15 SetDatabaseReference ESAにエンリッチメント  データベー

ス参照が作成されました

16 UpdateEnrichmentData ESAエンリッチメント  ソースにデー

タ行が追加されました

17 SetEnrichmentConnection EPLモジュールとエンリッチメント  

ソースの間に接続が確立されまし

た

18 RemoveEnrichmentConnection EPLモジュールとエンリッチメント  

ソースの間の接続が削除されまし

た
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シリアル

番号
操作名 意味

19 DisableTrialModule ESA評価版ルールが無効化され

ました

Investigation

次の表に、Investigationによってログに記録される操作のリストを示します。

シリアル

番号
操作名 意味

1 VisualizePreferences Informerビジュアル化リクエストに関

連する操作です。

2 ParallelCoordinates 座標表示チャート  ナビゲーションの

ロードに関連する操作です。

3 TimeLine 履歴チャート  ナビゲーションのロード

に関連する操作です。

4 ExteralQuery URLにより直接クエリが発行されたと

きの操作です。

5 PrintView 印刷ビューで調査を開く操作です。

6 submitExtractFiles セッションからファイルを抽出するリク

エストを送信する操作です。

7 submitExtractLogs セッションからログを抽出するリクエス

トを送信する操作です。

8 submitExtractPcap セッションからセッションを抽出するリ

クエストを送信する操作です。

9 DataScienceDrill データ サイエンス レポートを調査す

る操作です。
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シリアル

番号
操作名 意味

10 breadCrumbs クエリ ブレッドクラムにアクセスする操

作です。

11 Create URL統合に使用する 記述として新

しいInvestigationクエリを保存する操

作です。

12 userPredicates ユーザの最近実行したクエリにアクセ

スする操作です。

13 chartDefaultMetas 座標表示  チャートを生成するため

に最後に使用したメタにアクセスす

る操作です。

14 defaultDevice デフォルトのInvestigationデバイスに

アクセスする操作です。

15 deleteDefaultDevice デフォルトのInvestigationデバイスを

削除する操作です。

16 chartPreferences 高さなど、Investigationナビゲーション 

チャート  パラメータ を編集する操作

です。

17 devicePreferences 時間範囲、プロファイル、メタ グルー

プなど、Investigation デバイスに関す

る環境設定を保存する操作です。

18 topValues メタの上位の値を取得する操作で

す。通常、［上位の値］ダッシュレット

から 呼び出します。

19 MetaLanguages デバイスからメタ言語を読み取る操

作です。
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シリアル

番号
操作名 意味

20 MetaGroups Investigationメタ グループに関連する

操作です。

21 DefaultMetaKeys Investigationデフォルト  メタ キーに関

連する操作です。

22 UpdateDefaultMetaKeys Investigationデフォルト  メタ キーを更

新する操作です。

23 UpdateMetaGroup Investigationメタ グループを更新する

操作です。

24 ApplyMetaGroup Investigationメタ グループを使用する

操作です。

25 DeactivateMetaGroup UIでInvestigationメタ グループをリ

セットする操作です。

26 DeleteMetaGroup Investigationメタ グループを削除する

操作です。

27 DeleteMetaGroups 複数のInvestigationメタ グループを

削除する操作です。

28 ImportMetaGroups Investigationメタ グループをインポー

トする操作です。

29 ExportMetaGroup 複数のInvestigationメタ グループをエ

クスポートする操作です。

30 GeoMap Investigationの地理マップ ビューにア

クセスする操作です。

31 deleteEndpointCache デバイスの再構築キャッシュをクリア

する操作です。

99 追加の手順



システム構成ガイド

シリアル

番号
操作名 意味

32 delete アラート  テンプレートを削除する操

作です。

33 CustomColumnGroup カスタム列グループの適用または読

み取りを行う操作です。

34 インポート 列グループまたはプロファイルのイン

ポートに関連する操作です。

35 エクスポート 列グループまたはプロファイルのエクス

ポートに関連する操作です。

36 SaveProfile Investigationプロファイルを保存する

操作です。

37 ApplyProfile Investigationプロファイルを適用する

操作です。

38 DeactivateProfile Investigationプロファイルを無効にす

る操作です。

39 DeleteProfile Investigationプロファイルを削除する

操作です。

40 DeleteProfiles 複数のInvestigationプロファイルを削

除する操作です。

Reporting Engine

次の表に、Reporting Engineによってログに記録される操作のリストを示します。
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シリアル

番号
操作名 意味

1 TEMPLATE テンプレートに関連するすべての操

作

2 CHART チャートに関連するすべての操作

3 REPORT レポートに関連するすべての操作

4 RULE ルールに関連するすべての操作

5 IMAGE レポートで使用するロゴのイメージ

に関連するすべての操作

6 LIST リストに関連するすべての操作

7 ALERT アラートに関連するすべての操作

8 CONFIG 構成の変更に関連するすべての操

作

9 SCHEDULE スケジュールに関連するすべての操

作

10 ROLE ロール/権限に関連するすべての操

作

11 BATCH_JOB バッチ ジョブジョブに関連するすべて

の操作

12 SCHEDULER スケジューラに関連するすべての操

作

13 QUERYPROCESSOR クエリ プロセッサに関連するすべて

の操作

14 FORMATTER フォーマッタに関連するすべての操

作
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シリアル

番号
操作名 意味

15 OUTPUTACTION 出力アクションに関連するすべての

操作

16 STATUSMANAGER ステータス マネージャーに関連する

すべての操作

17 BATCH_RUNDEF バッチ実行定義に関連するすべて

の操作

18 CHARTGROUP チャート  グループに関連するすべて

の操作

19 REPORTGROUP レポート  グループに関連するすべて

の操作

20 RULEGROUP ルール グループに関連するすべての

操作

21 LISTGROUP リスト  グループに関連するすべての

操作

22 DISKSPACE ディスク領域に関連するすべての操

作

Warehouse Connector

次の表に、Warehouse Connectorによってログに記録される操作のリストを示します。

シリアル

番号
操作名 意味

1 LockBox Password Create LockBoxのパスワードを作成する操作

です。
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シリアル

番号
操作名 意味

2 LockBox Password Update LockBoxのパスワードを更新( Update)

する操作です。

3 LockBox Password Refresh LockBoxのパスワードを更新( Refresh)

する操作です。

4 Adding Stream ストリームを追加する操作です。

5 Adding Source ソースを追加する操作です。

6 Adding Destination 宛先を追加する操作です。

7 Removing ソース、ストリーム、宛先を削除する操

作です。

8 Changing Password パスワードを変更する操作です。

9 Updating Source ソースを更新する操作です。

10 Adding Source to Stream ソースをストリームに追加する操作で

す。

11 Deleting Source from Stream ソースをストリームから削除する操作で

す。

12 Setting Destination to Stream ストリームに宛先を設定する操作で

す。

13 Finalizing Stream ストリームをファイナライズし、集計を開

始する操作です。

14 Stopping Stream ストリームを停止する操作です。

15 Starting Stream ストリームを開始する操作です。

16 Reloading Stream ストリームを再ロードする操作です。
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ヘルスモニタ

次の表に、ヘルスモニタによってログに記録される操作のリストを示します。

シリアル

番号
操作名 意味

1 SavePolicyRequest ポリシーの追加または変更の操作

です。

2 RemovePolicyRequest ポリシーの削除の操作です。

NetWitness Suiteコア サービス

次の表に、NetWitness Suiteコア サービスによってログに記録される操作のリストを示します。

シリアル

番号
操作名 意味

1 FILE-Command デバイス上の承認された ディレクトリ

からファイルのリスト、取得、削除を

行う操作です。

2 SERVICE-Start サービスが開始されました

3 SERVICE-Stop サービスが停止されました

4 REDIRECT-Syslog Syslog転送の処理です。

5 ADD-Monitor ファイル システム監視操作を実行し

ています

6 DELETE-Monitor ファイル システム監視の削除操作を

実行しています

7 SHUTDOWN-Service/shutdown.service アプライアンス サービスをシャットダウ

ンしています
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シリアル

番号
操作名 意味

8 REBOOT-Service アプライアンス サービスを再開してい

ます

9 CONFIGURE-Network ネットワーク構成の変更を実行して

います

10 SET-NTP NTPの設定操作を実行しています

11 STOP-NTP NTPの停止操作を実行しています

12 NTP-Timesync NTPの時刻同期操作を実行してい

ます

13 SET-SNMP SNMPの設定を実行しています

14 UPGRADE/upgrade アップグレード操作を実行しています

15 create.collection 空のコレクションを作成する操作で

す。

16 restore リストアを実行しています

17 session.aggregation 集計の開始 /停止を実行しています

18 add.device 集計用のデバイスを追加しています

19 edit.device 集計に使用するデバイスを編集して

います

20 delete.device 集計に使用するデバイスを削除して

います

21 capture.start 収集操作を開始しています

22 capture.stop 収集操作を停止しています

23 select.interface 収集インタフェースを選択しています
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シリアル

番号
操作名 意味

24 export パケットまたはセッションをエクスポー

トする操作です。

25 reload Parserの再ロードを実行しています

26 schema ロードされたParserのスキーマ リクエ

ストを実行しています

27 upload/file.upload ファイルのアップロードを実行していま

す

28 notify フィードの通知を実行しています

29 delete ファイルの削除を実行しています

30 edit.config 構成の変更操作

31 parsers.transforms 言語キーの変換を実行します

32 data.reset データのリセット操作

33 timeout RESTリクエストのタイムアウト

34 cancel 実行中のクエリをキャンセルします

35 timeroll 所定の制限を超えているデータベー

ス ファイルを削除する操作です。

36 dump データベースからnwd 形式ファイルに

情報をダンプする操作です。

37 session.wipe セッションのワイプ操作を実行してい

ます

38 REPLACE-Rule ルールのリプレース操作を実行して

います
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シリアル

番号
操作名 意味

39 MERGE-Rule ルールのマージ操作を実行していま

す

40 ERASE-Rule すべてのルールの削除を実行してい

ます

41 ADD-Rule ルールの追加操作を実行していま

す

42 DELETE-Rule ルールの削除を実行しています

43 sdk.info SDKのサマリ情報を発行しています

44 sdk.session SDKのセッション情報を発行してい

ます

45 sdk.language SDKの言語を実行しています

46 sdk.aliases SDKのエイリアス リクエストを実行し

ています

47 sdk.transform SDKの変換リクエストを実行してい

ます

48 sdk.search セッション コンテンツの検索リクエスト

を実行しています

49 sdk.cache セッション コンテンツ キャッシュに関

連する操作

50 sdk.content セッション コンテンツ リクエストを実行

しています

51 check.authorization 操作を実行する権限についてユー

ザのロールをチェックする操作です。
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シリアル

番号
操作名 意味

52 close.connection 接続を閉じる操作を実行していま

す

53 handshake SSLハンドシェイクを実行しています

54 logon/login NWからその他のサービスにログイン

する操作です。通常は 特権ユーザ

が対象です。

55 STOREDPROCOP ファイルのアップロードのキャンセル/開

始を実行しています

56 ADD-Task スケジュール タスクが追加されました

57 DELETE-Task スケジュール タスクが削除されました

58 logoff ログアウト操作を実行しています

59 list.cacerts 信頼するCA証明書のリスト操作を

実行しています 

60 delete.cacerts 信頼するCA証明書の削除操作を

実行しています

61 add.cacerts 信頼するCA証明書の追加操作を

実行しています

62 restart.command 再開コマンド  ライン オプションを実行

しています

63 delete.file/file.delete システム構成ファイルを削除する操

作です。

64 update.file/file.update システム構成ファイルを更新する操

作です。
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シリアル

番号
操作名 意味

65 create.file ファイルの作成操作を実行していま

す

66 query データベース クエリを発行しています

67 unlock ユーザ アカウントのロック解除操作を

実行しています

68 user.add 個々のデバイスでユーザ アカウントを

作成する操作です。

69 user.delete 個々のデバイスでユーザを削除する

操作です。

70 group.create システムに新しいグループを追加す

る操作です。

71 user.remove グループからユーザ アカウントを削除

します

72 group.delete /users/groupsツリーからグループを削

除します

73 add.user コレクションに対してユーザの追加コ

マンドを実行しています

74 delete.user コレクションに対してユーザの削除コ

マンドを実行しています

75 remove.user コレクションからユーザを削除してい

ます

76 collection.open コレクションのオープン コマンドを実

行しています
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シリアル

番号
操作名 意味

77 collection.close コレクションのクローズ コマンドを実

行しています 

78 collection.delete コレクションの削除コマンドを実行し

ています

79 reingest.start パケット  データのコレクションへの再

投入を開始する操作です。

80 feed.notify フィードの通知コマンドを実行してい

ます

81 collect 収集コマンドを実行しています

82 collect.start データ収集の開始を実行しています

83 collection.global Parserのインポート  コマンドを実行し

ています

84 parser.reload Parserの再ロード  コマンドを実行し

ています

85 reingest パケット  データをコレクションに再投

入する操作です。

86 collection.create コレクションの作成コマンドを実行し

ています

87 collection.restore コレクションのリストア コマンドを実行

しています

88 collection.clone コレクションのクローン コマンドを実行

しています

89 parser.reload Parserの再ロード  コマンドを実行し

ています
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シリアル

番号
操作名 意味

90 sdk.query メタ データベースに対してクエリを実

行します

91 sdk.msearch 大量のセッションまたはパケットに対

してパターン一致検索を実行

92 sdk.values 値カウント  クエリを実行し、レポート

に一致する値を返します

93 sdk.timeline 個別の時間間隔で、セッション数 /サ

イズ/パケッを返します

Malware Analysis

次の表に、MA( Malware Analysis) コンポーネントによってログに記録される操作のリストを示し

ます。

シリア

ル番号
操作名 意味

1   GetDashBoardSummaryRequest   ダッシュボードの解析統計情

報を取得します   

2 GetFileScoreSummaryRequest スコア タイプとリスク レベル別に

集計されたファイル スコアを取

得します

3 CountEventsAndFilesRequest 時間枠内のイベントとファイル

の数を取得します

4 GetAvVendorDetectionRequest AVベンダーの解析結果を取

得します

5 GetAVVendorsRequest サポートされているAVベンダー

のリストを取得します
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シリア

ル番号
操作名 意味

6 SetInstalledAVVendors 構成内にインストールされてい

るAVベンダーの更新リストをリ

クエストします

7 CountEventByCriteriaRequest 基準別にイベントをカウントし

ます

8 FindEventByIdRequest ID別にイベントを取得します

9 FindEventByCriteriaRequest 基準別にイベントを取得します

10 DeleteEventRequest イベントを削除します

11 CommentOnEventRequest イベントにコメントを追加します

12 ReSubmitEventRequest 解析のためにイベントを再送

信します

13 FindEventScoreByIdRequest イベント ID別にイベント  スコア

を取得します

14 FindEventScoreByCriteriaRequest 基準別にイベント  スコアを取

得します

15 FindMetaByIdRequest ID別にメタを取得します

16 FindMetaByCriteriaRequest 基準別にメタを取得します

17 FindMetaValueByCriteriaRequest 基準別にメタ値を取得します

18 CountByDistinctMetaValueRequest 個別のメタ値をカウントします

19 CountByMetaNameAndValueWithDate 
RangeIntervalRequest

チャートを作成するために間隔

を置いてメタと値をカウントしま

す

20 CountByValueAndAverageOverallScore Request メタをカウントし、イベントの全

体的なスコアにマップします
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シリア

ル番号
操作名 意味

21 CountByValueAndAverageGroupScore Request メタをカウントし、イベントのグ

ループ スコアにマップします

22 CountFileEntryByCriteriaRequest 基準別にファイルをカウントしま

す

23 FindFileEntryByIdRequest ID別にファイルを取得します

24 FindFileEntryByCriteriaRequest 基準別にファイルを取得します

25 ReSubmitFileEntryRequest 解析のためにファイルを再送信

します

26 FileDownloadRequest リポジトリからファイルをダウン

ロードします

27 FileUploadRequest 解析のためにファイルをアップ

ロードします

28 FindFileScoreByIdRequest ID別にファイル スコアを取得し

ます

29 FindFileScoreByCriteriaRequest 基準別にファイル スコアを取得

します

30 FindHashValueByIdRequest ID別にホワイトリスト /ブラックリ

ストのハッシュ値を取得します

31 FindHashValueByCriteriaRequest 基準別にホワイトリスト /ブラック

リストのハッシュ値を取得します

32 AddHashValueRequest ホワイトリスト /ブラックリストの

ハッシュ値を追加します

33 UpdateHashValueRequest ホワイトリスト /ブラックリストの

ハッシュ値を更新します

34 DeleteHashValueRequest ホワイトリスト /ブラックリストの

ハッシュ値を削除します
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シリア

ル番号
操作名 意味

35 FindHashValueByMd5Request md5でホワイトリスト /ブラックリス

トのハッシュ値を検索します

36 AddHashValueInFileRequest ファイルとハッシュ値をリポジトリ

に追加します

37 GetDefaultRulesRequest デフォルトのIOCルール構成を

取得します

38 ResetToDefaultRulesRequest IOCルール構成をデフォルトにリ

セットします

39 GetAllOverrideRulesRequest ユーザが作成したIOCルールの

オーバーライド構成を取得しま

す

40 FindOverrideRuleByIdRequest ID別にIOCオーバーライド  ルー

ルを検索します

41 AddOverrideRuleRequest IOCオーバーライド  ルールを追

加します

42 UpdateOverrideRuleRequest IOCオーバーライド  ルールを更

新します

43 DeleteOverrideRuleRequest IOCオーバーライド  ルールを削

除します

44 SubmitOnDemandNextGenRequest 新しいオンデマンドのNextGen

スキャンを送信します

45 FindOnDemandJobEntryByIdRequest ID別にオンデマンド  ジョブ エン

ティティを取得します 

46 FindOnDemandJobEntryByCriteria Request 基準別にオンデマンド  ジョブ エ

ンティティを取得します

47 GetOnDemandJobInfoRequest ID別にオンデマンド  ジョブ参照

エンティティを取得します
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シリア

ル番号
操作名 意味

48 GetOnDemandDefaultConfiguration オンデマンド  デフォルト構成の

取得をリクエストします

49 CancelOnDemandJobRequest 進行中のオンデマンド  ジョブを

キャンセルします

50 DeleteOnDemandJobRequest オンデマンド  ジョブを削除しま

す

51 ReSubmitOnDemandJobRequest オンデマンド  ジョブを再実行し

ます

52 SubscriptionRequest MAクラウド  コミュニケーションを

サブスクライブします

53 UnSubscribeRequest MAクラウド  コミュニケーションの

サブスクライブを解除します

54 GetTopEventInfluencesRequest 上位N個のイベントの影響を

取得します

55 GetServerInfoRequest サーバの時刻など、サーバの情

報を取得します

56 DataResetRequest データベースをリセットします

57 OnDemandJobStatusNotification オンデマンド  ジョブの進行状況

を対象者にレポートします

58 LicenseStatusNotification ライセンス ステータス( 解析した

サンプルの数) をレポートします

59 DataResetNotification データがリセットされたことをレ

ポートします

60 GetIocSummaryRequest イベント /ファイル スコア別に集

計されたIOCルールを取得しま

す 
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シリア

ル番号
操作名 意味

61 FindAlertTemplatesByCriteriaRequest 基準別にRabbitMQアラート  テ
ンプレートを取得します

62 SaveAlertTemplateRequest アラート  テンプレートを更新しま

す

63 DeleteAlertTemplateRequest アラート  テンプレートを削除しま

す

64 GetJobStatusRequest 進行中のジョブ解析スレッドの

ステータスを取得します

65 GetEventTypeCountSummaryRequest 日付別のイベント解析数

チャートを取得します

66 Logon MAサービスにログオンします

67 Modified 構成の変更を行っています

68 GetNextGenSummaryRequest NextGenダッシュボードのサマリ

統計情報を取得します

NetWitness Suiteユーザ インタフェース

次の表に、NetWitness Suiteのユーザ インタフェース コンポーネントによってログに記録される操

作のリストを示します。

シリア

ル番

号

操作名 意味

1 uploadTrialLicense 評価版ライセンスのアップロー

ド

2 LicenseEntitle ライセンスの付与

3 LicenseDeactivation ライセンスの非アクティブ化

4 ExpiredLicense ライセンスの有効期限切れ
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シリア

ル番

号

操作名 意味

5 LicenseOutOfComplianceAcknowledgement EULAへの同意

6 resetLicense ライセンスのリセット

7 usageDateExport ライセンス使用状況のエクス

ポート ( csv/pdf)

8 refreshLicense LLSライセンスの更新

9 LicenseOutOfCompliance コンプライアンス違反

10 OOTBEntitlementOutOfCompliance OOTB評価版ライセンスのコン

プライアンス違反

11 OOTBEntitlementFirstLoginTimeModified OOTB時間の変更

12 OOTBEntitlementFileDeleted OOTBファイルの削除

13 OOTBEntitlementDataTampering OOTBデータの改ざん

14 uploadOfflineResponse オフライン レスポンスのアップ

ロード

15 offlineDownloadCapRequest オフライン リクエストのダウン

ロード

16 movePerpetualToMetered サービス ベース ライセンスから

従量制への移行

17 moveMeteredToPerpetual 従量制からサービス ベース ラ

イセンスへの移行

18 mapServiceLicense サービスと実際のライセンスの

マップ
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シリア

ル番

号

操作名 意味

19 delete アラート  テンプレートを削除す

る操作です。

20 HttpRequest アクセスされた URLの監査ロ

グの操作です。

21 Page Accessed アクセスされた ページの監査

ログの操作です。

22 Navigate アクセスされたページに移動す

る操作です。

23 Events アクセスされたイベント  ページ

を表示する操作です。

24 Recon リクエストされたイベントの再

構築の操作です。

25 サービス 調査に使用可能なデバイス 

のリストの読み取り中の操作

です。

26 サービス 調査を リクエストされたデバイ

スの一覧表示の操作です。

27 Collections リクエストされた コレクションの

一覧を表示する操作です。

28 Profiles プロファイルを適用する操作で

す。

29 ColumnGroups 列グループの適用または読み

取りを行う操作です。
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シリア

ル番

号

操作名 意味

30 ParallelCoordinates 座標表示チャート  ナビゲー

ションのロードに関連する操

作です。

31 TimeLine 履歴チャート  ナビゲーションの

ロードに関連する操作です。

32 PrintView 印刷ビューで調査を開く操作

です。

33 Preferences Informerリクエストに関連する

操作です。

34 import 列グループまたはプロファイル

のインポートに関連する操作

です。  

35 export 列グループまたはプロファイル

のエクスポートに関連する操

作です。  

36 Predicate 調査に使用されるクエリ( 記

述) に関連する操作です。  

37 Languages デバイスからリクエストされた言

語の操作です。

38 CancelLanguageLoad ナビゲート  ページからキャンセ

ルされた言語ロードの操作で

す。

39 summary デバイスからリクエストされたサ

マリの操作です。
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シリア

ル番

号

操作名 意味

40 Languages デバイスからリクエストされた言

語の操作です。

41 aliases デバイスからリクエストされたメ

タ エイリアスの操作です。

42 query デバイスからリクエストされた

SDKクエリの操作です。

43 msearch デバイスからリクエストされたメ

タ キーの操作です。

44 nodeListing デバイスからリクエストされた

ノードの一覧表示処理です。

45 content PCAPまたはログをダウンロード

するためにデバイスからリクエス

トされたSDK Contentコールで

す。  

46 Export Files セッションのファイル ビューまた

は抽出ジョブのためにリクエス

トされたファイルの一覧表示

処理です。  

47 packets セッションのパケット  ビューまた

は抽出ジョブのためにリクエス

トされたパケットです。  

48 deleteEndpointCache デバイスの再構築キャッシュを

クリアする操作です。
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シリア

ル番

号

操作名 意味

49 Logon NetWitness Suiteユーザ インタ

フェースにユーザーがサイン イ

ンする操作です。

50 Logoff NetWitness Suiteユーザ インタ

フェースにユーザーがサイン ア

ウトする操作です。

51 defaultDevice デフォルトのSA UIデバイスに

アクセスする操作です。

52 deleteDefaultDevice デフォルトのInvestigation デバ

イスを削除する操作です。

53 submitExtractFiles セッションから ファイルを抽出

するリクエストを送信する操作

です。

54 submitExtractLogs セッションから ログを抽出する

リクエストを送信する操作で

す。

55 submitExtractPcap セッションからセッション を抽出

するリクエストを送信する操作

です。

56 MetaGroup SA UIメタ グループに関連す

る操作です。

57 ExternalQuery URLにより直接クエリが発行さ

れたときの操作です。
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シリア

ル番

号

操作名 意味

58 GeoMap Investigationの地理マップ 

ビューにアクセスする操作で

す。

59 SaveProfile Investigationプロファイルを保

存する操作です。

60 ApplyProfile Investigationプロファイルを適

用する操作です。

61 DeleteProfile Investigationプロファイルを適

用する操作です。

62 DeactivateProfile Investigationプロファイルを適

用する操作です。

63 VisualizePreferences Informerビジュアル化  リクエス

トに関連する操作です。

64 ExportMetaGroup 複数のSA UIメタ グループをエ

クスポートする操作です。

65 userPredicates 複数のSA UIメタ グループをエ

クスポートする操作です。

66 FileView ファイル ビューの再構築リクエ

ストの操作です。

67 resource.update Liveサブスクリプションの状態  

が変化したときの操作です。

Respond

次の表に、対応のコンポーネントによってログに記録される操作のリストを示します。
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シリアル

番号
操作名 意味

1 update 通知設定の更新

2 update 統合設定の構成の更新

3 delete アラートの削除

4 create 新しいインシデントの作成

5 update インシデント詳細の更新

6 read インシデント詳細の読み取り

7 delete インシデントの削除

8 read 改善タスクの読み取り

9 delete 改善タスクの削除

10 update 改善タスクの更新

11 create 新しいルールの作成

12 update 既存のアラート  ルールの更新

13 reorder アラート  ルールの優先度の並べ替え
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監査ログのローカル保存場所

NetWitness Suiteには、グローバル監査ログ機能が用意されています。グローバル監査ログを構

成すると、すべてのNetWitness Suiteコンポーネントの監査ログを一元化されたシステムに集め、

そこで必要な形式に変換して、サード  パーティのSyslogサーバまたはLog Decoderに転送するこ

とができます。  

個々のサービスからの監査ログは、ローカル監査ログの場所で確認できます。次の表に、

NetWitness Suiteユーザ インタフェースとさまざまなNetWitness Suiteサービスの監査ログのローカ

ル ディレクトリ パスを示します。

サービス/モジュー

ル
監査ログの場所

NetWitness Suite

ユーザ インタフェース

( NetWitness Suite 

Webサーバ)

NetWitness Suiteユーザ インタフェースは、監査ログを次の場所に送

信します。

 l /var/lib/netwitness/uax/logs/audit/audit.log( ヒューマンリーダブル形

式)

 l ローカル ホストで実行されているSyslog( JSON形式)
 NetWitness Suiteユーザ インタ－フェイスインタ－フェイスは、Syslogの

AUTHファシリティを使用して、監査ログをSyslogに書き込みます。最

初の場所( /var/lib/netwitness/uax/logs/audit/audit.log) でのみ監査ログ

を確認できます。

Coreサービス

( Decoder、Log 

Decoder、

Concentrator、

Broker、Archiver) 、

Log Collector、

 Warehouse 

Connector、

Workbench、IPDB 

Extractor

Coreサービスおよび同様のサービスは、監査ログを、ローカル ホストで

実行されているSyslogに送信します。

パス：/var/log/secure( JSON形式)

Core サービスは、SyslogのAUTHPRIVファシリティを使用して、監査ロ

グをSyslogに書き込みます。
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サービス/モジュー

ル
監査ログの場所

Reporting Engine、

 Malware Analysis、

 対応、

ESA( Event Stream 

Analysis)

これらのサービスは、監査ログを次の場所に送信します。

 l <application home directory>/logs/audit/audit.log( ヒューマンリー

ダブル形式)

 l ローカル ホストで実行されているSyslog( JSON形式)
 これらのサービスの監査ログの場所を次に示します。

Reporting Engine：

/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/logs/audit/audit.log

 Respond Server

/var/log/netwitness/respond-server/respond-server-audit.log

 
 Malware Analysis：

/var/lib/netwitness/rsamalware/spectrum/logs/audit/audit.log

 Event Stream Analysis：

/opt/rsa/esa/logs/audit/audit.log

 これらのサービスでは、SyslogのAUTHファシリティを使用して、監査ロ

グをSyslogに書き込みます。最初の場所( <application home 

directory>/logs/audit/audit.log) でのみ監査ログを確認できます。

ヘルスモニタ、ESM

( イベント  ソース管

理) 、ASG

( Appliance and 

Service Grouping)

これらのサービスは、監査ログを次の場所に送信します。

 l /opt/rsa/sms/logs/audit/audit.log( ヒューマンリーダブル形式)

 l ローカル ホストで実行されているSyslog( JSON形式)
 これらのサービスでは、SyslogのAUTHファシリティを使用して、監査ロ

グをSyslogに書き込みます。最初の場所

( /opt/rsa/sms/logs/audit/audit.log) でのみ監査ログを確認できます。
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システム構成のトラブルシューティング

このセクションのトピックでは、NetWitness Suiteのシステム全体に適用される設定を構成する管

理者向けに、トラブルシューティングについて説明します。

グローバル監査ログのトラブルシューティング

NTPサーバ構成のトラブルシューティング

グローバル監査ログのトラブルシューティング

このトピックでは、NetWitness Suiteでグローバル監査ログを実装するときに、NetWitness Suiteで
発生する可能性のある問題について説明します。このトピックで解決策を確認してください。

グローバル監査ログを構成した後は、監査ログをテストして、監査ログ テンプレートで定義した

とおりに監査イベントが表示されることを確認する必要があります。サード  パーティ製のSyslog
サーバまたはLog Decoderに監査ログが表示されない場合や、監査ログの表示が期待と異な

る場合は、以下の基本的なトラブルシューティングを参照してください。それでも問題が解決さ

れない場合は、高度なトラブルシューティングを参考にしてください。   

基本的なトラブルシューティング

サード  パーティ製のSyslogサーバまたはLog Decoderで監査ログを表示できない場合は、次の

手順を実行します。

 l RabbitMQが動作していることを確認します。

 l Syslog通知サーバの構成が有効になっていることを確認します

 ( この構成は、［管理］＞［システム］＞［グローバル通知］にあります。［レガシー通知］を選

択しないでください) 。

 l グローバル監査ログの構成を確認します。

手順については、「             グローバル監査ログの構成」と「グローバル監査ログの検証」を参照してくださ

い。監査ログをLog Decoderに送信する場合は、次の手順を実行します。

 l Log DecoderがConcentratorで集計されていることを確認します( ［管理］＞［サービス］＞

( Concentratorの選択) ＞ ＞［表示］＞［構成］) 。

 l 最新のCEF Parserが導入され、有効化されていることを確認します。

 l 監査ログ通知テンプレートをチェックします。CEFテンプレートを使用する必要があり、Log 
Decoderに入力されるすべてのログでCEFテンプレートを使用する必要があります。

監査ログをサードパーティ製Syslogサーバに送信する場合は、次の手順を実行します。
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 l サードパーティ製Syslogサーバ向けに構成された送信先ポートがファイアウォールによってブ

ロックされていないことを確認します。  

高度なトラブルシューティング

グローバル監査ログをネットワーク上で使用するには、RabbitMQが正しく機能していなければ

なりません。  

監査ログを一元化するため、NetWitness Suiteの各サービスは、ローカル ホスト上でUDPを使

用してポート50514をリスンするrsyslogに監査ログを書き出します。監査ログ パッケージに含まれ

ているrsyslogプラグ インは、追加情報を付加して、これらのログをRabbitMQにアップロードしま

す。NetWitnessサーバホストで実行されるLogstashは、すべてのNetWitness Suiteサービスからの

監査ログを集計して、必要な形式に変換し、サード  パーティ製SyslogサーバまたはLog 
Decoderに送信します。グローバル監査ログの形式とLogstashによって使用される送信先ポート

の構成は、NetWitness Suiteのユーザ インタフェースを使用して行います。  

「             グローバル監査ログの構成の定義」には手順が記載されています。   

ホスト上のパッケージとサービスの検証

NetWitness Suiteホスト

以下のパッケージまたはサービスは、NetWitnessサーバホスト上に存在する必要があります。

 l rsyslog-8.4.1

 l rsa-audit-rt

 l logstash-1.5.4-1

 l rsa-audit-plugins

 l rabbitmq server

NetWitness Suiteホスト以外のホスト上にあるサービス

以下のパッケージまたはサービスは、NetWitnessサーバホスト以外の各NetWitness Suiteホスト

上に存在する必要があります。

 l rsyslog-8.4.1

 l rsa-audit-rt

 l rabbitmq server

Log Decoder

グローバル監査ログをLog Decoderに転送する場合は、次のParserが存在し、有効化されてい

る必要があります。

 l CEF

発生する可能性のある問題
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アクションを実行したにもかかわらず、構成済みのサードパーティ製SyslogサーバまたはLog 
Decoderに監査ログが到達しないことがあります。  

この問題は、以下のいずれかまたはすべてが原因となって発生する可能性があります。

 l サービスが、ローカルのSyslogサーバにログを出力していない。

 l 監査ログがローカルのSyslogからRabbitMQにアップロードされていない。  

 l 監査ログがNetWitnessサーバホストで集計されていない。

 l NetWitnessサーバホストで集計されたログが、構成されたサード  パーティ製Syslogサーバまた

はLog Decoderに転送されていない。

 l Log DecoderがCEF形式でグローバル監査ログを受信するよう構成されていない。

 l Log Decoderの収集機能が有効になっていない

 l CEF Parserが存在しない

 l CEF Parserが有効化されていない

有効な解決策

次の表に、各問題に対する有効な解決策を示します。

問題 有効な解決策

サービスが、ローカルのSyslog

サーバにログを出力していない。

 l rsyslogが動作していることを確認します。

次のコマンドを使用できます。

service rsyslog status

 l rsyslogがUDPを使用してポート50514をリスンしているこ

とを確認します。

次のコマンドを使用できます。

netstat -tulnp|grep rsyslog

 l アプリケーションまたはコンポーネントが監査ログをポート

50514に送信していることを確認します。ローカル インタ

フェースのポート50514に対して、 tcpdumpユーティリティを

実行します。

次のコマンドを使用できます。

sudo tcpdump -i lo -A udp and port 50514

コマンド出力については、以下の「解決策の例」を参照し

てください。
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問題 有効な解決策

監査ログがローカルのSyslogから

RabbitMQにアップロードされてい

ない。

 l rsyslogプラグインが動作していることを確認します。

次のコマンドを使用できます。

ps -ef|grep rsa_audit_onramp

 l RabbitMQサーバが動作していることを確認します。

次のコマンドを使用できます。

service rabbitmq-server status

コマンド出力については、「解決策の例」を参照してくださ

い。

監査ログがNetWitnessサーバホ

ストで集計されていない。
 l Logstashが動作していることを確認します。

次のコマンドを使用できます。

ps -ef|grep logstash 

service logstash status

 l RabbitMQサーバが動作していることを確認します。

次のコマンドを使用できます。

service rabbitmq-server status

 l RabbitMQサーバがポート5672をリスンしていることを確

認します。

次のコマンドを使用できます。

netstat -tulnp|grep 5672

 l Logstashレベルで生成されたエラーがあるかどうかを調

べます。

ログ ファイルの場所は、次のコマンドを使用して確認で

きます。

ls -l /var/log/logstash/logstash.*

コマンド出力については、「解決策の例」を参照してくださ

い。
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問題 有効な解決策

NetWitnessサーバホストで集計

されたログが、構成されたサード  
パーティ製Syslogサーバまたは

Log Decoderに転送されていな

い。

  

 l Logstashが動作していることを確認します。

次のコマンドを使用できます。

ps -ef|grep logstash 

service logstash status

 l Logstashレベルで生成されたエラーがあるかどうかを調

べます。

ログ ファイルの場所は、次のコマンドを使用して確認で

きます。

ls -l /var/log/logstash/logstash.

コマンド出力については、以下の「解決策の例」を参照し

てください。

 l 転送先のサービスが動作していることを確認します。

 l 転送先のサービスが正しいプロトコルを使用して正しい

ポートをリスンしていることを確認します。

 l 転送先のホストに構成されたポートがブロックされてい

ないことを確認します。

Logstashから転送される監査ロ

グにより、Log Decoderで解析エ

ラーが発生している。

 l 適切な通知テンプレートを使用していることを確認しま

す。

Log Decoderによって解析される監査ログはCEF形式

でなければなりません。Log Decoderに直接的または間

接的に監査ログを転送するサービスでも、CEFテンプ

レートを使用する必要があります。

 l 通知テンプレートはCEF規格に従っていなければなりま

せん。

このガイドの手順を実行してデフォルトのCEFテンプレー

トを使用するか、厳格なガイドラインに従ってカスタムの

CEFテンプレートを作成してください。詳細については、

「グローバル監査ログ テンプレートの定義」を参照してくだ

さい。

 l Logstash構成を確認します。

Investigationでカスタム メタデータが表示されない
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通常、メタ キーがInvestigationに表示されない場合、そのメタ キーのインデックスが作成されて

いないことを意味します。調査またはレポート作成目的でカスタムのメタ キーを使用する必要

がある場合は、選択したメタ キーがLog Decoder上のtable-map-custom.xmlファイルでインデッ

クス作成されていることを確認します。Log Decoder上のtable-map-custom.xmlファイルを変更

するには、「テーブル マップ ファイルの維持」の手順に従ってください。

カスタムのメタ キーがConcentrator上のindex-concentrator-custom.xmlでもインデックス作成さ

れていることを確認します。「サービス インデックス ファイルの編集」で追加情報を提供していま

す。

次の図は、NetWitnessサーバのtable-map-custom.xmlファイルの例を示しています( ［管理］＞

［サービス］＞( Log Decoderを選択) ＞ ＞［表示］＞［構成］) 。ここでは、カスタム メタの
例としてurlがハイライト表示されています。

次のサンプル コードは、前掲のtable-map-custom.xmlファイルからの抜粋です。カスタム メタの
例としてurlがハイライト表示されています。

<mapping envisionName="url" nwName="url" flags="None" 

envisionDisplayName="Url"/>

 <mapping envisionName="protocol" nwName="protocol" flags="None" 

envisionDisplayName="Protocol"/><mapping envisionName="cs_devservice" 

nwName="cs.devservice" flags="None" envisionDisplayName="DeviceService" 

/><mapping envisionName="cs_paramkey" nwName="cs.paramkey" flags="None" 

envisionDisplayName="ParamKey" /><mapping envisionName="cs_paramvalue" 

nwName="cs.paramvalue" flags="None" envisionDisplayName="ParamValue" 

/><mapping envisionName="cs_operation" nwName="cs.operation" 

flags="None" envisionDisplayName="Operation" /><mapping 
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envisionName="sessionid" nwName="log.session.id" flags="None" 

envisionDisplayName="sessionid" /><mapping envisionName="group" 

nwName="group" flags="None" envisionDisplayName="group" /><mapping 

envisionName="process" nwName="process" flags="None" 

envisionDisplayName="process" /><mapping envisionName="user_agent" 

nwName="user.agent" flags="None"/><mapping envisionName="info" 

nwName="index" flags="None"/>

次の図は、NetWitnessサーバのindex-concentrator-custom.xmlファイルの例を示しています

( ［管理］＞［サービス］＞( Concentratorの選択) ＞ ＞［表示］＞［構成］) 。カスタム メタの
例としてurlがハイライト表示されています。

前掲のindex-concentrator-custom.xmlファイルからの次のサンプル コードでは、カスタム メタの
例のurlがハイライト表示されています。

<key description="Severity" level="IndexValues" name="severity" 

valueMax="10000" format="Text"/><key description="Result" 

level="IndexValues" name="result" format="Text"/><key 

level="IndexValues"  name="ip.srcport" format="UInt16" 

description="SourcePort"/><key description="Process" level="IndexValues" 

name="process" format="Text"/><key description="Process ID" 

level="IndexValues" name="process_id" format="Text"/><key 

description="Protocol" level="IndexValues" name="protocol" 

format="Text"/><key description="UserAgent" level="IndexValues" 

name="user_agent" format="Text"/><key description="DestinationAddress" 

133 システム構成のトラブルシューティング



システム構成ガイド

level="IndexValues" name="ip.dst" format="IPv4"/><key 

description="SourceProcessName" level="IndexValues" name="process.src" 

format="Text"/><key description="Username" level="IndexValues" 

name="username"  format="Text"/><key description="Info" 

level="IndexValues" name="index"  format="Text"/><key 

description="customdevservice" level="IndexValues" name="cs.devservice"  

format="Text"/> 

<key description="url" level="IndexValues" name="url"  format="Text"/>

 <key description="Custom Key" level="IndexValues" name="cs.paramkey"  

format="Text"/><key description="Custom Value" level="IndexValues" 

name="cs.paramvalue"  format="Text"/><key description="Operation" 

level="IndexValues" name="cs.operation"  format="Text"/><key 

description="CS Device Service" level="IndexValues" name="cs.device" 

format="Text" valueMax="10000" defaultAction="Closed"/>

解決策の例

次の解決策の例は、サンプル コマンドの出力を示しています。有効な解決策の全リストは、前

掲の表を参照してください。

rsyslogが動作していることを確認します

次のコマンドを使用できます。
service rsyslog status

rsyslogがUDPを使用してポート50514をリスンしていることを確認します

次のコマンドを使用できます。
netstat -tulnp|grep rsyslog

アプリケーションまたはコンポーネントが監査ログをポート50514に送信していることを確認します

次の図は、ローカル インタフェースのポート50514に対してtcpdumpユーティリティを実行した出力
結果を示しています。

次のコマンドを使用できます。
sudo tcpdump -i lo -A udp and port 50514
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rsyslogプラグ インが動作していることを確認します。

次のコマンドを使用できます。
ps -ef|grep rsa_audit_onramp

RabbitMQサーバが動作していることを確認します

次のコマンドを使用できます。
service rabbitmq-server status
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Logstashが動作していることを確認します

次のコマンドを使用できます。

ps -ef|grep logstash
service logstash status

RabbitMQサーバがポート5672をリスンしていることを確認します

たとえば、次のようなコマンドを入力します。
netstat -tulnp|grep 5672

Logstashレベルで生成されたエラーがあるかどうかを調べます

ログ ファイルの場所は、次のコマンドを使用して確認できます。
ls -l /var/log/logstash/logstash.*

問題と有効な解決策の全リストは、前掲の表「有効な解決策」を参照してください。
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NTPサーバ構成のトラブルシューティング

このトピックでは、NTPサーバを構成する際に発生する可能性のある問題と、その解決策につ

いて説明します。

［NTP設定］パネルまたはログ ファイルのメッセージによって特定される問題

このセクションでは、NetWitness Suiteの［NTP設定］パネルおよびログ ファイルに表示されるメッ

セージによって特定される問題のトラブルシューティングについて説明します。

メッセー

ジ

ユーザ インタフェース： 予期しないエラーが発生しました。ログで詳細を確認する

か、カスタマー サポートまでお問い合わせください。
System Log:

Timestamp              Level  Message

yyyy-dd-mmThh:mm:ss:ms  ERROR  
com.rsa.smc.sa.adm.exception.MCOAgent
                               Exception: No request sent, we did
                               not discover any nodes 

考えられ

る原因

低レベルのNetWitness Suite構成にエラーがあるか、対応するサービスが実行され

ていません。  

解決策 カスタマ サポートにお問い合わせください。

メッセー

ジ
ユーザ インタフェース： 無効なホスト名です。

考えられ

る原因

IPアドレスまたは完全修飾ドメイン名として認識できない値をNTPサーバのホスト

名として入力しようとしました。

解決策 正しい構文でホスト名を再度入力してください。

メッセー

ジ
ユーザ インタフェース： 指定されたNTPサーバは既に存在しています

考えられ

る原因

既にNetWitness Suiteに定義されているNTPサーバのホスト名を入力しようとしま

した。

解決策
まだNetWitness Suiteに構成されていないNTPサーバのホスト名を入力してくださ

い。
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メッセー

ジ

ユーザ インタフェース： NTPサーバhostnameに接続できません。   アドレスが正しい

ことを確認し、ファイアウォール設定を確認してください。

考えられ

る原因

サーバのアドレスまたはファイアウォールの設定が誤っている可能性があります。

解決策
サーバのアドレスとファイアウォールの設定を確認し、必要であれば修正してくださ

い。
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参考情報

このトピックでは、NetWitness Suiteのシステムを構成するためのユーザ インタフェースについて説

明し、定義するパラメータに関する参考資料を示します。管理者は［管理］の［システム］ビュー

のオプションを使用して、システム設定の構成を行います。各パネルの機能については、個別

のトピックで説明されています。

 l ［グローバル監査ログの構成］パネル

 l ［グローバル通知］パネル

 l ［通知サーバの定義］ダイアログ

 l ［通知出力の定義］ダイアログ

 l ［通知テンプレートの定義］ダイアログ

 l ［出力］タブ

 l ［サーバ］タブ

 l ［テンプレート］タブ

 l ［HTTPプロキシ設定］パネル

 l ［メールサーバ設定］パネル

 l ［ESAの設定］パネル

 l ［Investigation］パネル

 l ［Liveサービス構成］パネル

 l ［NTP設定］パネル

 l ［コンテキスト  メニュー］パネル

 l ［レガシー通知構成］パネル
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［グローバル監査ログの構成］パネル

［グローバル監査ログの構成］パネル( ［管理］＞［システム］＞［グローバル監査］) では、グロー

バル監査ログを外部Syslogシステムに転送する方法を定義することにより、グローバル監査ログ

を構成します。グローバル監査ログは、グローバル監査ログ構成の中で選択した通知テンプ

レートを使用し、選択した通知サーバに転送されます。  

グローバル監査ログは、監査者への一元的かつリアルタイムな監査ログの提供により、

NetWitness Suite内でのユーザ アクティビティに対する統合的な可視化を実現します。

ワークフロー

このワークフローは、グローバル監査ログの構成と確認に必要な手順を示しています。

グローバル監査ログの構成を定義する前に、［グローバル通知］＞［サーバ］タブでSyslog通知

サーバを作成する必要があります。Syslog通知サーバは、グローバル監査ログを受信する送信

先です。次に、［グローバル通知］＞［テンプレート］タブで監査ログ テンプレートを選択または

定義する必要があります。監査ログ テンプレートは、Log Decoderまたはサード  パーティの

Syslogサーバに送信される監査ログの形式およびメッセージ フィールドを定義します。Log 
Decoderを使用する場合は、LiveからCommon Event Format Parserを取得し、Log Decoderに
導入します。

注：グローバル監査ログの場合は［グローバル通知］＞［出力］タブを構成する必要はありま

せん。  

ここでグローバル監査ログの構成を追加すると、構成で選択した通知サーバに監査ログが転

送されます。監査ログを確認して、監査ログ テンプレートで定義されているように、監査イベン

トが表示されることを確認します。

実行したいことは何ですか?

ロール 実行したいこと 手順

管理者 Syslog通知サーバの作成。 グローバル監査ログの送信先の構成

管理者 監査ログ テンプレートの選

択。

グローバル監査ログ テンプレートの定義
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ロール 実行したいこと 手順

管理者 グローバル監査ログの構成 グローバル監査ログの構成の定義

完全な手順については、「グローバル監査ログ

の構成」の「グローバル監査ログ - 手順の概

要」を参照してください。

管理者 グローバル監査ログの検証 グローバル監査ログの検証

関連トピック

 l グローバル監査ログのトラブルシューティング

 l ［新しい構成の追加］ダイアログ

 l サポートされるCEFメタ キー

 l グローバル監査ログでサポートされるメタ キー変数

 l グローバル監査ログに記録される操作の一覧

 l 監査ログのローカル保存場所

簡単な説明

次の例は、グローバル監査ログの構成を示しています。この構成は、NetWitness Suiteがグロー

バル監査ログを外部のSyslogシステムに転送する方法を定義します。

1 ［グローバル監査ログの構成］パネルが表示されます。

2 グローバル監査ログの構成を識別する名前。

3 グローバル監査ログの構成に割り当てられた通知サーバ。

4 グローバル監査ログの構成に割り当てられた通知テンプレート。

5 グローバル監査ログを構成するために必要なサーバとテンプレートを設定する、［グローバ
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ル通知］パネルが表示されます。

ツールバー

次の表は、ツールバーのアクションについて説明しています

アイコン 説明

グローバル監査ログの構成を追加します。

グローバル監査ログの構成を削除します。グローバル監査の構成を削除し

ても、関連づけられた通知サーバとテンプレートは削除されません。グローバ

ル監査ログの構成を削除した後、その構成で指定したグローバル監査ログ

の転送は中止されます。

グローバル監査ログの構成を編集します。別の通知サーバを選択することに

より、グローバル監査ログの送信先を変更することができます。別の通知テ

ンプレートを選択して、グローバル監査ログのエントリーの形式およびメッセー

ジ フィールドを変更することもできます。グローバル監査ログへの記録および

送信の対象となるNetWitness Suiteユーザ アクションを変更することはできま

せん。

構成

次の表に、表示される構成の説明を示します。

タイトル 説明

個々の構成を選択するには、構成の横のチェックボックスを選択します。

すべての構成を選択するには、表のタイトル バー内のチェックボックスを選

択します。

名前 グローバル監査ログ構成の名前を表示します。たとえば、HQ SAやMy 

Syslog Serverなど、グローバル監査ログの宛先に基づいて構成に名前を

付けることができます。
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タイトル 説明

通知サーバ グローバル監査ログの送信先として選択されたSyslog通知サーバを表示

します。グローバル監査ログをLog Decoderに転送する場合、Syslogタイ

プの通知サーバを作成します。グローバル監査ログ用のSyslog通知サー

バを作成する手順は、「グローバル監査ログの送信先の構成」で説明して

います。

通知テンプレート 構成で使用する監査ログ通知テンプレートを表示します。テンプレート

は、監査ログ エントリーのフォーマットとメッセージ フィールドを定義します。

Log Decoderの場合は、Default Audit CEF Templateを使用します。特

定の要件がある場合は、CEF( Common Event Format) テンプレートの

フィールドを追加および削除することもできます。「グローバル監査ログ テン

プレートの定義」で手順を説明し、「サポートされるCEFメタ キー」で使用でき

るCEFメタ キーについて説明します。

サード  パーティのSyslogサーバの場合は、デフォルトの監査ログ テンプレー

トを使用するか、独自の形式( CEFまたはCEF以外) を定義することがで

きます。「グローバル監査ログ テンプレートの定義」ではその手順について説

明し、「グローバル監査ログでサポートされるメタ キー変数」では使用可能な

メタ キー変数について説明しています。
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［グローバル通知］パネル

「［グローバル通知］パネル」では、通知設定の構成のための機能について説明します。グロー

バル通知の構成では、ESM( イベント  ソース管理) 、ヘルスモニタ、グローバル監査ログ、ESA
( Event Stream Analysis) 、対応で使用する通知設定を定義します。  

［グローバル通知］パネルでは、次のグローバル通知設定を構成できます。

 l 通知出力

 l 通知サーバ

 l テンプレート

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ロール 実行したいこと 手順

管理者 通知サーバの構成 ［サーバ］タブ

管理者 通知出力の構成 ［出力］タブ

管理者 通知テンプレートの構成  ［テンプレート］タブ

関連トピック

 l Syslog通知サーバの構成

 l 通知サーバとしてのスクリプトの構成

簡単な説明
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1 ［グローバル通知］パネルが表示されます。

2 ［出力］タブが表示されます

3 ［サーバ］タブが表示されます

4 ［テンプレート］タブが表示されます

ツールバーと機能

［グローバル通知］パネルには、［出力］、［サーバ］、［テンプレート］という3つのタブがあります。

機能 説明

［出力］タブ このタブでは、通知の出力を構成できます。詳細については「［出力］タブ」を

参照してください。

［サーバ］タ

ブ

このタブでは、通知サーバを構成できます。詳細については「［サーバ］タブ」を

参照してください。

［テンプレー

ト］タブ

このタブでは、通知テンプレートを構成できます。詳細については「［テンプレー

ト］タブ」を参照してください。

次の表に、通知出力と通知サーバのグリッドに含まれる列とその説明を示します。
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列 説明

アクションの対象となる行(サービス)を選択します。列のタイトルのチェックボックスをク

リックすると、グリッドのすべての行を選択または選択解除します。

有

効

化

構成が有効化されているかどうかを示します。緑色で塗りつぶされた丸は、構成が有

効化されていることを示します。塗りつぶされていない白い丸は、構成が有効化され

ていないことを示します。

名

前

構成を識別またはラベル付けする名前。

出

力

構成の出力。出力にはメール、SNMP、Syslog、スクリプトがあります。  

説

明

構成の簡単な説明。

最

終

更

新

日

構成が最後に変更された日時を示します。  

アク

ショ

ン

選択した構成で実行できるアクションが含まれる［アクション］メニュー を表示しま

す。［アクション］メニューを使用して、構成の削除、編集、複製、エクスポートを行うこ

とができます。  

次の表に、通知テンプレートのグリッドに含まれる列とその説明を示します。

列 説明

アクションの対象となる行(サービス)を選択します。列のタイトルのチェックボックスをク

リックすると、グリッドのすべての行を選択または選択解除します。

名前 テンプレートを識別またはラベル付けする名前。
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列 説明

テンプ

レート  

タイプ

テンプレートのタイプ。タイプには、監査ログ、Event Stream Analysis、イベント  ソース 

モニタリング、ヘルス アラームがあります。

説明 テンプレートの簡単な説明。

アク

ション

選択したテンプレートで実行できるアクションが含まれる［アクション］メニュー が

表示されます。［アクション］メニューを使用して、テンプレートの削除、編集、複製、

エクスポートを行うことができます。  

［グローバル通知］パネルのツールバー

［グローバル通知］パネルのツールバーは、［出力］、［サーバ］、［テンプレート］の各タブの上部

にあります。

次の図は、［出力］タブと［サーバ］タブのツールバーを示しています。

次の図は、［テンプレート］タブのツールバーを示しています。

この表では［グローバル通知］パネルのツールバーの機能について説明します。

機能 説明

通知サーバを［サーバ］タブに、通知出力( 通知) を［出力］タブに、

通知テンプレートを［テンプレート］タブに追加します。

［サーバ］タブと［出力］タブでは、通知タイプとして、メール、SNMP、

Syslog、スクリプトを選択できます。
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機能 説明

選択した通知構成を削除します。

グローバル監査ログ構成に関連付けられている通知サーバや通知

タイプを削除することはできません。

アラートによって使用されている通知出力( 通知) を削除しようとす

ると、その通知を使用しているアラートが正しく機能しなくなるという

警告と確認のメッセージが表示されます。このメッセージには使用

中のアラートの数が表示されます。

構成の削除は、構成の［アクション］列で ＞［削除］を選択す

る方法でも実行できます。

選択した通知の構成を編集します。構成の編集は、構成の［アク

ション］列で ＞［編集］を選択する方法でも実行できます。  

選択した通知構成を複製します。構成の複製は、構成の［アク

ション］列で ＞［複製］を選択する方法でも実行できます。

次のオプションを表示します。

 l インポート：通知サーバ、出力、テンプレートをインポートします。

たとえば［サーバ］タブでは、通知サーバの構成をインポートでき

ます。

 l すべてエクスポート：すべての構成をエクスポートします。たとえば

［サーバ］タブでは、すべての通知サーバの構成をエクスポートで

きます。

 l エクスポート：選択した構成をエクスポートします。構成のエクス

ポートは、構成の［アクション］列で ＞［エクスポート］を選択

する方法でも実行できます。

メール、SNMP、Syslog、スクリプトでフィルタします。

参考情報 148



システム構成ガイド

機能 説明

グリッド内で構成を検索します。
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［通知サーバの定義］ダイアログ

このトピックでは、さまざまなタイプの通知サーバの構成に使用する［通知サーバの定義］ダイア

ログについて説明します。通知サーバは、［管理］＞［システム］＞［グローバル通知］＞［サー

バ］タブで構成します。

通知は、ESA( Event Stream Analysis) 、対応、グローバル監査ログなど、NetWitness Suiteのさ

まざまなコンポーネントで使用されます。通知設定を通知サーバといいます。［通知］パネルの

［管理］の［システム］ビューの［サーバ］タブで、複数の通知サーバ構成を作成できます。   

NetWitness Suiteでは、次のタイプの通知サーバを構成できます。

 l メール

 l SNMP

 l Syslog

 l スクリプト

グローバル監査ログでは、Syslog通知サーバのみを使用できます。

通知サーバに関連する処理手順は、「通知サーバの構成」で説明されています。

［通知サーバの定義］ダイアログにアクセスするには、次の処理手順を実行します。

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. 左のナビゲーション パネルで、［グローバル通知］を選択します。

 3. ［通知サーバ］パネルで、 をクリックしてから、通知サーバのタイプ( メール、SNMP、

Syslog、スクリプト ) を選択します。

選択内容に応じた［通知サーバの定義］ダイアログが表示されます。

通知サーバを構成するダイアログは4種類あります。

メール

メール通知サーバでは、メール サーバ設定を構成して、アラート通知を送信することができま

す。  
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次の図に、［メール通知サーバの定義］ダイアログを示します。

次の表に、メール通知サーバに対して定義する必要のあるパラメータを示します。

パラメータ 説明

有効化 選択すると、通知サーバが有効化されます。

名前 通知サーバを識別またはラベル付けするための名前。

説明  通知サーバに関する簡単な説明。

サーバIPまたは

ホスト名

メール サーバのホスト名。ESM/SMSおよびESAの通知の場合は、ホスト名

またはFQDNを指定する必要があります。

サーバ ポート サーバのポート。

SSL 通信にSSLを使用する場合、このオプションを選択します。

差出人メール 

アドレス

メール通知の差出人のメール アカウント。
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パラメータ 説明

ユーザ名 メールを正しくリレーするためにSMTPサーバでユーザ認証が必要な場合、

メール アカウントへのログイン ユーザ名を指定します。

パスワード メールをリレーするためにSMTPサーバでユーザ認証が必要な場合、メール 

アカウントにログインするためのユーザ パスワードを指定します。

1分あたり最大

アラート数

1分あたりの最大アラート数を表します。

最大アラート待

ちキュー サイズ

キューに登録できる最大アラート数で、これを超えるとアラートは破棄され

ます。

SNMP

SNMP通知サーバでは、SNMPトラップ ホスト設定を通知サーバとして構成して、アラート通知

を送信することができます。

次の図に、［SNMP通知サーバの定義］ダイアログを示します。
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次の表に、SNMP通知サーバに対して定義する必要のあるパラメータを示します。

パラメータ 説明

有効化 選択すると、通知サーバが有効化されます。

名前 通知サーバを識別またはラベル付けするための名前。

説明  通知サーバに関する簡単な説明。

サーバIPま

たはホスト

名

SNMPトラップ ホストのIPアドレスまたはホスト名。
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パラメータ 説明

サーバ ポー

ト

SNMPトラップ ホストがリスンするポート番号。
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パラメータ 説明

SNMPバー

ジョン

SNMPのバージョン。次のオプションから選択できます。

 l V1

 l V2C

 l V3
SNMPバージョン3( v3) を選択した場合、次のパラメータが表示されます。

パラメータ 説明

通知のタイプ 通知タイプに基づいて、アラートが生

成されるたびにSNMPメッセージが 送
信されます。

次の通知  タイプがサポートされていま

す。

 l 通知：通知は確認されるトラップで

す。送信者は、受信者からの確認

を取得します。

 l トラップ：トラップは確認されない通

知です。

信頼できるエンジンID

( このオプションは、トラッ

プの通知タイプにのみ使

用可能です)

エージェントを識別するために使用さ

れる識別子。信頼できるエンジンIDと

ユーザ名が、エージェントを一意に識

別するために使用されます。

セキュリティ レベル セキュリティ レベルを定義します。次の

 オプションから選択できます。

 l 認証なし/暗号化なし

 l 認証あり/暗号化なし

 l 認証あり/暗号化あり

認証プロトコル( このオプ

ションは、認証あり/暗号

化なしおよび認証あり/

サーバへのアクセスを提供する前に

ユーザの妥当性検査を行うために使

用される認証プロトコルプロトコル。オ

プションは次のとおりです。
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パラメータ 説明

暗号化ありのセキュリ

ティ レベルにのみ使用

可能です)

 l SHA

 l MD5

認証キー( このオプション

は、認証あり/暗号化な

しおよび認証あり/暗号

化ありのセキュリティ レベ

ルにのみ使用可能で

す)

認証に使用するパスワード。

プライバシー プロトコル

( このオプションは、認証

あり/暗号化ありのセキュ

リティ レベルにのみ使用

可能です)

プライバシー プロトコルは、データ通信

の暗号化技術です。

プライバシー キー( このオ

プションは、認証あり/暗

号化ありのセキュリティ 

レベルにのみ使用可能

です)

暗号化に使用するパスワード。

コミュニティ SNMPトラップ ホストでの認証に使用するコミュニティ文字列。デフォルト値は

publicです。

再試行回

数

トラップの再試行回数。

1分あたり

最大アラー

ト数

1分あたりの最大アラート数。
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パラメータ 説明

最大アラー

ト待ち

キュー サイ

ズ

キューに登録できる最大アラート数で、これを超えるとアラートは破棄されます。

Syslog

Syslog通知サーバでは、通知サーバとしてSyslog設定を構成して、通知を送信できます。

Syslog通知サーバを有効にした場合、RFC 5424 Syslogプロトコルを使用して監査を行うことが

できます。Syslogは、さまざまなオープン ソースや独自システムからのログを統合し、レポート作

成や解析を行う場合に効果的な形式です。

グローバル監査ログ構成に関連づけられた通知サーバは無効化できません。  

次の図に、［Syslog通知サーバの定義］ダイアログを示します。

次の表に、Syslog通知サーバに対して定義する必要のあるパラメータを示します。
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パラメー

タ
説明

有効化 選択すると、通知サーバが有効化されます。

名前 通知サーバを識別またはラベル付けするための名前。

説明  通知サーバに関する簡単な説明。

サーバIP

またはホ

スト名

ターゲットSyslogプロセスが動作しているホストの名前。

サーバ 

ポート

ターゲットSyslogプロセスがリスンしているポート番号。

プロトコ

ル

Syslogファイルの転送に使用するプロトコル。

ファシリ

ティ

すべての送信メッセージに使用するSyslogファシリティ。

メッセージをログに記録するプログラムの種類を指定するために使用されます。使

用可能な値はKERN、USER、MAIL、DAEMONです。これにより、送信元の

ファシリティごとにメッセージの処理を分けるように構成ファイルで指定できます。

1分あた

り最大ア

ラート数

1分あたりの最大アラート数。

このフィールドはグローバル監査ログには使用されません。

最大ア

ラート待

ちキュー 

サイズ

キューに登録できる最大アラート数で、これを超えるとアラートは破棄されます。

このフィールドはグローバル監査ログには使用されません。

スクリプト

スクリプト通知サーバでは、通知サーバとしてスクリプトを構成できます。

次の図に、［スクリプト通知サーバの定義］ダイアログを示します。
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次の表に、スクリプト通知サーバに対して定義する必要のあるさまざまなパラメータを示します。

パラメータ 説明

有効化 選択すると、通知サーバが有効化されます。

名前 通知サーバを識別またはラベル付けするための名前。

説明  通知サーバに関する簡単な説明。

実行ユーザ スクリプトが実行されるユーザIDの名前。デフォルトのユーザIDは

notificationです。

ESAの場合、ESAホストにアカウントを作成しない限り、他の値を設定す

ることはできません。

最大実行時間

( 秒)

スクリプトの実行が許可される最大時間( 秒) 。
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［通知出力の定義］ダイアログ

このトピックでは、さまざまな通知出力ダイアログについて説明します。通知出力は、［管理］＞

［システム］＞［通知］＞［出力］タブで構成します。通知は、基本的に、通知を送信するため

に使用される宛先です。ESAの場合、通知により、ESAアラートの受信方法を定義できます。

NetWitness Suiteでサポートされている各種通知を次に示します。

 l メール

 l SNMP

 l Syslog

 l スクリプト

通知出力に関連する処理手順については、「通知出力の構成」を参照してください。

［通知の定義］ダイアログにアクセスするには、次のステップを実行します。

 1. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［グローバル通知］を選択します。

 3. ［出力］タブで、 をクリックし、通知出力のタイプ( メール、SNMP、Syslog、スクリプト ) を選

択します。

選択したタイプの［通知の定義］ダイアログが表示されます。

機能

通知出力を構成するダイアログは4種類あります。

メール

メール通知では、アラートの送信先のメール アドレスを定義できます。また、メールの件名にカ

スタムの説明を追加したり、複数の送信先メール アドレスを定義したりすることもできます。

次の図に、［メール通知の定義］ダイアログを示します。
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次の表に、メール通知の定義に必要なパラメータを示します。

パラメー

タ
説明

有効化 選択すると、通知が有効になります。

名前 通知を識別またはラベル付けする名前。

説明 通知の簡単な説明。

宛先メー

ル アドレ

ス

アラートの送信先のメール アドレス。

注：複数のメール アドレスを定義できます。

件名テン

プレート  

タイプ

件名を作成するときに使用できるテンプレートのリストを表示します。テンプレート

を選択すると、選択したテンプレートのコードが［件名］フィールドに自動的に入

力されます。
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パラメー

タ
説明

件名 トリガーされるアラートに関するカスタムの説明。この情報は、定義済みテンプレー

トのいずれかを［件名テンプレート  タイプ］ドロップダウン メニューから選択すると自

動的に入力されます。

注：カスタムの件名を指定する場合は、「システム メンテナンス ガイド」の「デ

フォルトのメール件名を含める」トピックを参照してください。

SNMP
SNMP通知では、アラート通知を送信するようにSNMP設定を定義できます。

次の図に、［SNMP通知の定義］ダイアログを示します。

次の表に、SNMP通知に対して定義する必要のあるパラメータを示します。
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パラ

メー

タ

説明

有

効

化

選択すると、通知が有効になります。

名

前

通知を識別またはラベル付けする名前。

説

明

通知の簡単な説明。

ト

ラッ

プ

OID

イベントを受信するトラップ ホストのSNMPトラップに対するオブジェクト ID。デフォルト値

は1.3.6.1.4.1.36807.1.20.1です。この値は、トラップを生成するシステムを表す階層の名

前です。1.3.6.1.4.1はすべての企業の共通のプレフィックスであり、36807.1.20.1は

NetWitness Suiteを識別します。

メッ

セー

ジ

OID

SNMPトラップのメッセージ オブジェクト識別子。

変

数

トラップに含める必要がある追加情報。変数は名前と値のペアとして定義します。

Syslog
Syslog通知では、アラート通知を送信するようにSyslog設定を定義できます。

次の図に、［Syslog通知の定義］ダイアログを示します。
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次の表に、Syslog通知に対して定義する必要のあるパラメータを示します。

パラメー

タ
説明

有効化 選択すると、通知が有効になります。

名前 通知を識別またはラベル付けする名前。

説明 通知の簡単な説明。

重大度 アラートの重大度を定義します。

エンコー

ディング

エンコーディング形式を定義します。標準の文字セットが使用されない一部の環

境( 日本語文字など) では、文字の適切なエンコーディングを選択するのにこの

フィールドが役立ちます。
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パラメー

タ
説明

最大長 Syslogメッセージの最大長( バイト単位) 。デフォルト値は2048です。

［Syslogメッセージをトランケート］チェックボックスがオンのとき、最大長を超えたメッ

セージはトランケートされます。このチェックボックスは、［管理］＞［システム］＞［レ

ガシー通知］にあります。詳細については、「［レガシー通知構成］パネル」を参照し

てください。

ローカル 

タイム ス

タンプを

含める

メッセージにローカルのタイム スタンプを含めるには、このチェックボックスをオンにし

ます。

ローカル 

ホスト名

を含める

Syslogメッセージにローカル ホスト名を含めるには、このチェックボックスをオンにしま

す。

ID文字

列

各Syslogアラートの先頭に付加するID文字列。この文字列が空白の場合、送

信Syslogアラートの先頭にID文字列は付加されません。この文字列を使用し

て、ESAからのアラートを識別できます。

スクリプト

スクリプト通知では、アラートに応じて実行されるスクリプトを定義できます。任意のスクリプトを

ESA通知用に使用できます。

次の図に、［スクリプト通知の定義］ダイアログを示します。
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次の表に、スクリプト通知に対して定義する必要のあるパラメータを示します。

パラメータ 説明

有効化 選択すると、通知が有効になります。

名前 通知を識別またはラベル付けする名前。

説明 通知の簡単な説明。

スクリプト スクリプトを定義します。  
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［通知テンプレートの定義］ダイアログ

［グローバル通知］パネルでは、通知サーバ、通知出力、通知テンプレートを構成できます。

［テンプレート］タブでは、さまざまな通知のテンプレートを構成します。通知テンプレートは、通

知の形式およびメッセージ フィールドを定義します。デフォルト  テンプレートを選択するか、［テン

プレートの定義］ダイアログを使用してテンプレートの構成と編集を行うことができます。

次のテンプレート  タイプを定義できます。

 l 監査ログ

 l Event Stream Analysis

 l イベント  ソース モニタリング

 l ヘルス アラーム

通知テンプレートに関連した手順は、「通知テンプレートの構成」で説明されています。  

［テンプレートの定義］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. ［管理］＞［システム］に移動します。

 2. 左のナビゲーション パネルで、［グローバル通知］＞［テンプレート］タブを選択します。
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 3. ［通知構成］パネルで、 をクリックするか、構成を選択して、 をクリックします。

［テンプレートの定義］ダイアログが表示されます。

機能

次の表に、［テンプレートの定義］ダイアログの機能とその説明を示します。

フィー

ルド
説明

名前 通知テンプレートの一意の名前を入力します。

テンプ

レート  

タイプ

作成するテンプレートのタイプを選択します。

 l 監査ログ：グローバル監査ログにはこのテンプレートを使用します。

 l Event Stream Analysis：ESAアラート通知にはこのテンプレート  タイプを使用しま

す。  

 l イベント  ソース モニタリング：ESM通知にはこのテンプレート  タイプを使用します。

 l ヘルス アラーム：ヘルスモニタ通知にはこのテンプレート  タイプを使用します。

参考情報 168



システム構成ガイド

フィー

ルド
説明

説明 テンプレートの説明を追加します。たとえば、グローバル監査ログに使用する通知テ

ンプレートを作成する場合は、その情報を説明に加えることができます。

テンプ

レート

テンプレートの形式を指定します。グローバル監査ログで使用する監査ログ テンプ

レートの定義については、「グローバル監査ログ テンプレートの定義」を参照してくださ

い。ESA( Event Stream Analysis) 用のテンプレートの定義については、「ESAアラート

通知テンプレートの定義」を参照してください。
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［出力］タブ

［グローバル通知］パネルの［出力］タブ( ［管理］＞［システム］＞［通知］＞［出力］) で通知出

力を構成します。グローバル通知の構成では、ESM( イベント  ソース管理) 、ヘルスモニタ、グ

ローバル監査ログ、ESA( Event Stream Analysis) 、対応で使用する通知設定を定義します。  

通知出力の構成は、メール アドレスと件名、SNMPトラップOID設定、Syslog出力設定、スクリ

プト  コードを定義します。

ESAでは、ESAサービスから送信されるアラートの通知先を構成します。［出力］タブでは、ア

ラート通知の出力先として次の項目を構成できます。

 l メール

 l SNMP

 l Syslog 

 l スクリプト

注：グローバル監査ログの場合は［出力］タブを構成する必要はありません。詳細な手順に

ついては、「グローバル監査ログの構成」を参照してください。  

ワークフロー

このワークフローは、グローバル通知用の出力を構成および確認するために必要な手順を示し

ています。次のアクションを実行できます。

 l メール通知の構成。

 l SNMP通知の構成。

 l Syslog通知の構成。

 l スクリプト通知の構成。

実行したいことは何ですか?

ロール 実行したいこと 手順

管理者 通知出力の定義。 通知出力の構成
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関連トピック

 l 通知出力の概要

 l メール通知の構成

 l スクリプト通知の構成

 l SNMP通知の構成

 l Syslog通知の構成

簡単な説明

次の例は、グローバル通知出力の構成を示しています。

1 アクションの対象となる行(サービス)を選択します。列のタイトルのチェックボックスを選択す

ると、グリッドのすべての行が選択または選択解除されます。

2 構成が有効化されているかどうかを示します。緑色で塗りつぶされた丸は、構成が有効

化されていることを示します。塗りつぶされていない白い丸は、構成が有効化されていな

いことを示します。

3 構成を識別またはラベル付けします。

4 構成の出力を識別します。出力にはメール、SNMP、Syslog、スクリプトがあります。  

5 構成について説明します。
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6 構成が最後に変更された日時を示します。  

7 選択した構成で実行できるアクションが含まれる［アクション］メニュー を表示します。

［アクション］メニューを使用して、構成の削除、編集、複製、エクスポートを行うことができ

ます。  

［グローバル通知］パネルのツールバーは［出力］タグの上部にあり、次のオプションがあります。

1 通知出力を追加します。

2 メール、SNMP、Syslog、スクリプト通知の設定を構成します。

3 選択した通知構成を削除します。グローバル監査ログ構成に関連付けられている通知

サーバや通知タイプを削除することはできません。アラートによって使用されている通知出

力( 通知) を削除しようとすると、その通知を使用しているアラートが正しく機能しなくなる

という警告と確認のメッセージが表示されます。このメッセージには使用中のアラートの数

が表示されます。構成の削除は、構成の［アクション］列で ＞［削除］を選択する方

法でも実行できます。

4 選択した通知の構成を編集します。構成の編集は、構成の［アクション］列で ＞

［編集］を選択する方法でも実行できます。  

5 選択した通知構成を複製します。構成の複製は、構成の［アクション］列で ＞［複

製］を選択する方法でも実行できます。

6 次のオプションを表示します。

 l インポート：通知サーバ、出力、テンプレートをインポートします。たとえば［サーバ］タブ

では、通知サーバの構成をインポートできます。

 l すべてエクスポート：すべての構成をエクスポートします。たとえば［サーバ］タブでは、す

べての通知サーバの構成をエクスポートできます。

 l エクスポート：選択した構成をエクスポートします。構成のエクスポートは、構成の［アク

ション］列で ＞［エクスポート］を選択する方法でも実行できます。

7 メール、SNMP、Syslog、スクリプトでフィルタします。

8 グリッド内で構成を検索します。
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［サーバ］タブ

「［サーバ］タブ」では、［グローバル通知］＞［サーバ］タブのコンポーネントについて説明します。

このタブでは、通知サーバを構成できます。グローバル通知の構成では、ESM( イベント  ソース

管理) 、ヘルスモニタ、グローバル監査ログ、ESA( Event Stream Analysis) 、対応で使用する通

知設定を定義します。  

通知サーバの構成は［サーバ］タブで行います。［サーバ］タブでは、ユーザ宛てにシステム通知

を送信するサーバを追加します。グローバル監査ログでは、Syslog通知サーバとしてLog 
Decoderを定義できます。

Event Stream Analysisでは、ESAサービスでアラートがトリガーされた場合に、メール、SNMP、
Syslogでユーザに通知を送信できます。このようなアラート通知の送信元を通知サーバといいま

す。複数の通知設定を構成し、ESAルールを定義するときにその設定を使用できます。たとえ

ば、複数のメール サーバまたはSyslogサーバを構成し、ESAルールを定義するときにそれらを使

用できます。

ワークフロー

このワークフローは、グローバル通知用のサーバを構成および確認するために必要な手順を示

しています。次のアクションを実行できます。

 l 通知サーバとしてのメール設定の構成。

 l 通知サーバとしてのSNMP設定の構成。

 l 通知サーバとしてのSyslog設定の構成。

 l 通知サーバとしてのスクリプトの構成。

実行したいことは何ですか?

ロール 実行したいこと 手順

管理者 通知サーバの定義 通知サーバの構成
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関連トピック

 l 通知サーバの概要

 l 通知サーバとしてのメール設定の構成

 l 通知サーバとしてのスクリプトの構成

 l 通知サーバとしてのSNMP設定の構成

 l Syslog通知サーバの構成

簡単な説明

次の例は、グローバル通知サーバの構成を示しています。

1 サーバ タブ パネルが表示されます。

2 アクションの対象となる行(サービス)を選択します。列のタイトルのチェックボックスを選択す

ると、グリッドのすべての行が選択または選択解除されます。

3 構成が有効化されているかどうかを示します。緑色で塗りつぶされた丸は、構成が有効

化されていることを示します。塗りつぶされていない白い丸は、構成が有効化されていな

いことを示します。

4 構成を識別またはラベル付けします。

5 構成の出力を識別します。出力にはメール、SNMP、Syslog、スクリプトがあります。  

6 構成について説明します。

7 構成が最後に変更された日時を示します。  
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8 選択した構成で実行できるアクションが含まれる［アクション］メニュー を表示します。

［アクション］メニューを使用して、構成の削除、編集、複製、エクスポートを行うことができ

ます。

［グローバル通知］パネルのツールバーは［出力］タグの上部にあり、次のオプションがあります。

 

1 通知出力を追加します。

2 メール、SNMP、Syslog、スクリプト通知の設定を構成します。

3 選択した通知構成を削除します。グローバル監査ログ構成に関連付けられている通知

サーバや通知タイプを削除することはできません。アラートによって使用されている通知出

力( 通知) を削除しようとすると、その通知を使用しているアラートが正しく機能しなくなる

という警告と確認のメッセージが表示されます。このメッセージには使用中のアラートの数

が表示されます。構成の削除は、構成の［アクション］列で ＞［削除］を選択する方

法でも実行できます。

4 選択した通知の構成を編集します。構成の編集は、構成の［アクション］列で ＞

［編集］を選択する方法でも実行できます。  

5 選択した通知構成を複製します。構成の複製は、構成の［アクション］列で ＞［複

製］を選択する方法でも実行できます。

6 次のオプションを表示します。

 l インポート：通知サーバ、出力、テンプレートをインポートします。たとえば［サーバ］タブ

では、通知サーバの構成をインポートできます。

 l すべてエクスポート：すべての構成をエクスポートします。たとえば［サーバ］タブでは、す

べての通知サーバの構成をエクスポートできます。

 l エクスポート：選択した構成をエクスポートします。構成のエクスポートは、構成の［アク

ション］列で ＞［エクスポート］を選択する方法でも実行できます。

7 メール、SNMP、Syslog、スクリプトでフィルタします。

8 グリッド内で構成を検索します。
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［テンプレート］タブ

［通知テンプレート］タブでは、通知テンプレートを構成できます。グローバル通知の構成では、

ESM( イベント  ソース管理) 、ヘルスモニタ、グローバル監査ログ、ESA( Event Stream 
Analysis) 、対応で使用する通知設定を定義します。通知テンプレートは、通知の形式とメッ

セージ フィールドを定義します。

デフォルト  テンプレートを選択するか、テンプレートのタイプによって、メール、SNMP、Syslog、ス
クリプトのテンプレートを構成します。ESA( Event Stream Analysis) テンプレートについては、メー

ル、SNMP、Syslog、スクリプトを構成します。監査ログ テンプレートについては、Syslogを構成

します。

Event Stream Analysisテンプレートは、特定のタイプのアラート通知専用ではありません。つま

り、同じテンプレートをすべてのタイプの通知に使用できます。

NetWitness Suite 10.4からアップグレードする場合、既存のすべての通知テンプレートは、Event 
Stream Analysisテンプレート  タイプに移行されます。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ロール 実行したいこと 手順

管理者 通知テンプレートの定義 通知テンプレートの構成

関連トピック

グローバル通知テンプレートの構成

テンプレートの構成

ESAアラート通知テンプレートの定義

テンプレートの削除

テンプレートの複製

テンプレートの編集

グローバル通知テンプレートのインポートとエクスポート

簡単な説明

次の例は、［グローバル通知］の［テンプレート］タブを示しています。
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1 アクションの対象となる行(サービス)を選択します。列のタイトルのチェックボックスを選択す

ると、グリッドのすべての行が選択または選択解除されます。

2 テンプレートを識別またはラベル付けします

3 テンプレート  タイプを選択します 

4 テンプレートについて説明します

5 選択したテンプレートで実行できるアクションが含まれる［アクション］メニュー が表示さ

れます。［アクション］メニューを使用して、構成の削除、編集、複製、エクスポートを行う

ことができます。  
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［HTTPプロキシ設定］パネル

「［HTTPプロキシ設定］パネル」では、［管理］＞［システム］ビューの［HTTPプロキシ設定］パネ

ルのプロキシ サポート機能について説明します。

注：プロキシのサポートは、HTTPとHTTPSのプロキシに限定されます。SOCKS5ではサポート

されません。

［HTTPプロキシ設定］パネルは、NetWitness Suiteのモジュールとサービス全体で使用するプロ

キシを構成するためのユーザ インタフェースを提供します。NetWitness Suiteでプロキシが必要

な場合には、［HTTPプロキシ設定］パネルでプロキシを設定します。このパネルで行った設定に

よって、Malware AnalysisやLiveなどの個々のサービスで構成したプロキシ設定は上書きされ

ます。

関連トピック
NetWitness Suiteのプロキシの構成

簡単な説明

次の例は、［HTTPプロキシ設定］パネルを示しています。

1 ［HTTPプロキシ設定］パネルが表示されます。

2 ユーザがHTTPプロキシ設定を構成できます。
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ツールバーと機能

この表は、［HTTPプロキシ設定］セクションの機能について説明しています。

機能 説明

有効化 NetWitness Suiteでプロキシ設定を有効にします。

プロキシ ホス

ト

プロキシ ホストのホスト名。

プロキシ ポー

ト

プロキシ ホストでの通信に使用するポート。

プロキシ ユー

ザ名

( オプション) プロキシで認証が必要な場合に、プロキシ ホストへのログオンに

使用するユーザー名。

プロキシ パス

ワード

( オプション) プロキシで認証が必要な場合に、プロキシ ホストへのログオンに

使用するパスワード。

NTLM認証 NTLM認証を使用します。

NTLMドメイ

ン

NTLMドメインの名前。

SSL ( オプション) SSLによる通信を有効にします。

適用 変更を適用し、ただちに有効にします。
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［メールサーバ設定］パネル

［メール サーバ設定］パネルには、［システム］ビュー＞［メール サーバ設定］パネルでのメール構

成の設定に関する情報が表示されます。RSA NetWitness® Suiteは、各種のシステム イベント

に関する通知をユーザにメールで送信します。メール通知機能を利用するには、まずSMTP 
メール サーバを構成します( 「メール サーバおよび通知アカウントの構成」を参照) 。

［メール サーバ設定］パネルでは、次の機能を使用できます。

 l メール サーバの構成。

 l 通知を受信するアカウントの設定。

 l メール操作に関する統計の表示。

ワークフロー

このワークフローは、［メール］パネルの構成と確認に必要な手順を示しています。

実行したいことは何ですか?

ロール 実行したいこと 手順

管理者 SMTP メール サーバの構成 メール サーバおよび通知アカウントの構成

管理者 通知サーバとしてのメール設

定

通知サーバとしてのメール設定の構成

管理者 メール アカウントの構成、確

認、有効化

メールでの通知の受信  

関連トピック

 l 通知サーバとしてのメール設定の構成

 l メール通知の構成

 l メール サーバおよび通知アカウントの構成

簡単な説明

参考情報 180



システム構成ガイド

次の例は、メール構成を示しています。この構成では、メールでイベントがどのように通知される

かを定義します。

1 ［メール サーバ設定］パネルが表示されます。

2 ユーザがメール サーバ設定を構成できます。

3 メールの運用に関するフィードバックを提供します。

ツールバーと機能

［メール サーバ設定］パネルには、［メール サーバ設定］と［メール統計］の2つのセクションがあり

ます。

メール サーバ設定

［メール サーバ設定］セクションでは、次のパラメータを構成します。

機能 説明

メール 

サーバ

メール サーバ名。デフォルト値はmail.google.comです。

サーバ 

ポート

メールの送受信に使用するサーバ ポート。デフォルト値は25です。
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機能 説明

SSL メール サーバとNetWitness Suiteの通信にSSLを使用する場合の設定。デフォルト

では、有効になっていません( オフ) 。

差出人

アドレス

NetWitness Suiteから送信するすべてのメールで使用される差出人アドレス。メー

ルのデフォルトの差出人アドレスは、do-not-reply@rsa.comです。

ユーザ

名

メール サーバにアクセスするためのユーザ名。デフォルト値は空白です。

ユーザ 

パスワー

ド

メール サーバにアクセスするためのユーザ パスワード。デフォルト値は空白です。

接続の

テスト

メール サーバへの接続をテストします。

適用 メール通知の構成をこのNetWitness Suiteのインスタンスに適用します。

メール統計

［メール統計］セクションには、メール通知( 成功および失敗) の数や、最後に実行されたメール

通知の時刻などが表示されます。統計ごとに値が表示されます。
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［ESAの設定］パネル

［ESAの設定］パネルでは、クロスサイト相関を有効化 /無効化できます。クロスサイト相関は、

評価環境でのみ使用可能な新しい機能です。この機能は、広く使用されることを想定したも

のではありません。

注意：クロスサイト相関機能を有効にする場合は、評価プログラムに参加いただく必要があ

ります。この機能は本番環境ではサポートされていません。  

関連トピック

 l ESAアラート通知テンプレートの定義

 l 調査およびマルウェア解析ガイド

 l Context Hub構成ガイド

簡単な説明

1 ［ESAの設定］パネルが表示されます。

ツールバーと機能

［ESAの設定］パネルの機能：
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 l ［クロスサイト相関の有効化］チェックボックス：オンの場合、ESAのクロスサイト相関は有効で

す。［管理］＞［アラート］＞［構成］で導入環境を追加するとき、同じルール セットを複数の

ESAサービスに導入することによって、ルールの処理を一元化することができます。  

 l ［適用］ボタン：選択をアクティブ化します。
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［Investigation］パネル

［システム］ビュー＞［Investigation］パネルは、NetWitness Suite Investigationでデータを分析し、

イベントを再構築するときに使用するシステム全体の設定を管理者が構成するためのユーザ 
インタフェースを提供します。

［Investigation］パネルでの設定により、管理者は、Investigationのアプリケーション パフォーマン

スを管理できます。アナリストが調査中のセッションを分析し、再構築するとき、大量のデータの

ロード、検索、ビジュアル化、再構築を伴う操作がパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があ

ります。

注：アナリストは、［プロファイル］ビューと［ナビゲート］ビューで、アナリスト固有のInvestigationの
環境設定を行うこともできます。  

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ロール 実行したいこと 手順

管理者 ナビゲート、イベント、コンテキスト  ルックアップ設定

の構成

Investigationの設定の構

成

管理者 サービスの再構築キャッシュのクリア Investigationの設定の構

成

関連トピック

 l 標準的な手順

簡単な説明

［Investigation］パネルには、［ナビゲート］、［イベント］、［コンテキスト  ルックアップ］という3つのタ

ブがあります。
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タブのほとんどのフィールドは、選択リストの形式になっており、指定可能な範囲の値を一定の

幅で増減させながら選択することができますが、指定可能な範囲の値を直接入力することも

できます。入力が無効な場合は、フィールドが赤色でハイライト表示されます。有効な値を選

択し、該当するセクションの［適用］をクリックすると、変更がすぐに有効になります。

［ナビゲート］タブ

次の図は、［ナビゲート］タブを示します。

1 ［Investigation］パネルが表示されます。

2 ［ナビゲート］タブが表示されます。

ツールバーと機能

［ナビゲート］タブには、［表示スレッド設定］と［座標表示の設定］という2つのセクションがありま

す。

表示スレッド設定

［表示スレッド設定］では、1～20の値を選択できます。［ナビゲート］ビューでの値の同時ロード

数を定義します。デフォルト値は1です。
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座標表示の設定

［座標表示の設定］は、［ナビゲート］ビューの座標表示チャートに適用されます。座標表示

チャートに表示できるデータ量には一定の制限があります。NetWitness Suiteでは、管理者は、

座標表示の制限をここで構成できます。

注：パフォーマンスを向上するための推奨設定値は、［メタ値のスキャン制限］が100000、［メ
タ値の結果制限］が 1,000～10,000です。  

次の表は、［座標表示の設定］について説明しています。

パラメー

タ
説明

メタ値の

スキャン

制限

アナリストが［ナビゲート］ビューで選択した調査時間の範囲内でスキャンされるメ

タ値の最大数。指定可能な値は、1,000～10,000,000の範囲です。デフォルト値

は100,000です。

メタ値の

結果制

限

アナリストが［ナビゲート］ビューで選択した調査時間の範囲内で返されるメタ値の

最大数。指定可能な値は、100～1,000,000,000の範囲です。デフォルト値は

10,000です。
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簡単な説明

［イベント］タブ

次の図は、［イベント］タブを示します。

このパネルに関連する処理手順は、「標準的な手順」に記載されています。

1 ［Investigation］パネルが表示されます。

2 ［イベント］タブが表示されます。

ツールバーと機能

［イベント］タブには、イベントの調査に影響する構成可能な設定があります。このタブは次の4
つのセクションに分かれています: ［イベント検索の設定］、［再構築の設定］、［Webビューの再

構築の設定］、［再構築キャッシュの設定］

イベント検索の設定

［イベント検索の設定］では、［イベント］ビューで検索を実行するときにスキャンされるイベントの

数を制限できます。
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次の表は、［イベント検索の設定］について説明しています。

パラメータ 説明

スキャン件数 ［イベント］ビューで検索を実行するときにスキャンするイベントの最大数

イベント結果件数 ［イベント］ビューで検索を実行したときに返される結果の最大数

再構築の設定

アナリストが調査中のセッションを再構築するとき、一部のイベントはサイズが非常に大きくな

り、数千個のソース パケットを含む場合があります。特にマルチ ユーザ環境でこのようなセッショ

ンを再構築すると、アプリケーションのパフォーマンスが低下する可能性があります。［再構築の

設定］により、管理者は、再構築時の1つのイベントのパケット数とサイズを制限できます。

注：［再構築の設定］セクションの設定は、Webビューに対しては［Webビューの再構築の設

定］セクションの設定で上書きされます。
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次の表は、［再構築の設定］セクションの機能について説明しています。

パラメータ 説明

最大パケット

数

この設定では、1つのイベントの再構築時に処理されるパケットの数を制限

することで、パフォーマンスを保護します。

指定可能な値は、100～10,000パケットの範囲で、手動で入力するか、選

択リストから100ずつ値を増減させて選択します。デフォルト値は100パケット

です。
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パラメータ 説明

最大サイズ

( バイト )

この設定では、1つのイベントの再構築の最大サイズ( バイト単位) を制限す

ることで、パフォーマンスを保護します。

指定可能な値は、102,400～104,857,600バイトの範囲で、手動で入力する

か、選択リストから10,240ずつ値を増減させて選択します。デフォルト値は

2,097,152バイトです。

フル パケット

再構築の上

書きを許可

このチェックボックスをオンにすると、アナリストに［再構成］パネルの［さらにパ

ケットを使用］ボタンが表示されます。これにより、NWサーバはイベントで使

用可能なすべてのパケットを使用してイベントを再生成することができます。

Webページの

HTML文字

セットの解析

を許可

このオプションを使用することで、NetWitnessサーバはHTTPヘッダーではなく

HTMLメタ タグで定義されたWebページ エンコーディングを識別できます。デ

フォルト設定はdisabledです。

Webビューの再構築の設定

［Webビューの再構築の設定］では、管理者は、同じサポート  ファイルを含んだ関連イベントを

スキャンして再構築することにより、Webビューの再構築を向上させるための設定を行います。

NetWitness Suiteが複数のイベントにまたがるWebビューを再構築するときは、イメージ、CSS( カ
スケーディング スタイル シート ) ファイルなどのサポート  ファイルを含んだ関連イベントをスキャンし

て再構築することにより、ターゲット  イベントの再構築を向上させることができます。

 l スキャンされる関連イベントは、ソース アドレスがターゲット  イベントと同じで、ターゲット  イベ

ントの前後の指定された時間内のタイム スタンプを持つHTTPサービス タイプのイベントだけ

です。

 l スキャンする関連イベントの最大数は構成可能です。

  

［詳細設定］オプションをクリックすると、このセクションで構成可能なすべての設定が表示されま

す。
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次の表で、［Webビューの再構築の設定］について説明します。

パラメータ 説明

Webビューで

サポート  ファ

イルを有効

化します

このオプションにより、他のセッションに関連データがあるWebビューの再構築方

法を指定します。デフォルトでは、有効化されています。

有効化すると、関連イベントから取得したサポート  ファイルをWebビューの再

構築に使用することができます。アナリストは、再構築でCSSを使用するか否

かを選択できるようになります。また、このセクションの詳細設定で、パフォーマ

ンスを調整できるようになります。

無効化すると、関連イベントから取得したサポート  ファイルは使用されず、ア

ナリストには、再構築でのCSSの使用を有効化する設定が表示されなくなり

ます。

関連イベン

トをスキャン

する時間範

囲

［Webビューでサポート  ファイルを有効化します］チェックボックスがオンのときに

設定できます。サービス タイプがHTTPで、ソース アドレスがターゲット  イベント

と同じである関連イベントをNetWitness Suiteがスキャンする時間の範囲を構

成します。0～60の値を指定します。

 l ターゲット  イベントの前( 秒数)

 l ターゲット  イベントの後( 秒数)
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パラメータ 説明

処理する関

連イベントの

数を制限し

ます

ターゲット  イベントのサポート  ファイルを検出するために指定の時間範囲内で

NetWitness Suiteがスキャンする関連イベントの最大数を構成できます。デフォ

ルトでは、無効になっています。   有効化すると、［最大関連イベント数］

フィールドがアクティブになります。

最大関連イ

ベント数

［処理する関連イベントの数を制限します］を有効化したとき、このフィールド

では、ターゲット  イベントのサポート  ファイルを検出するために指定の時間範

囲内でNetWitness Suiteがスキャンする関連イベントの最大数を指定します。

10～1,000の範囲で、100ずつ増減させて値を選択します。デフォルト値は100

です。

関連イベン

トのパケット

数とサイズを

制限します

  

関連イベントの最大パケット数と最大サイズ( バイト ) の一般設定を上書きし

ます。

単一の関連

イベントの最

大パケット数

指定可能な値は、100～10,000パケットの範囲で、選択リストから100ずつ増

減させて値を選択します。デフォルト値は100パケットです。

単一の関連

イベントの最

大サイズ( バ

イト単位)

指定可能な値は、102,400～104,857,600バイトの範囲で、選択リストから

10,240ずつ増減させて値を選択します。デフォルト値は524,288バイトです。

再構築キャッシュの設定

再構築キャッシュによって間違ったコンテンツが表示される可能性があります。このため

NetWitness Suiteでは、1日以上経過した再構築はキャッシュから削除されます。   キャッシュ

は、毎日深夜にクリアされます。日次のキャッシュ クリーニングの合間に操作を実行すると、古

いキャッシュが再構築に使用される可能性があります。管理者は必要に応じて、NetWitness
サーバに接続する1つ以上のサービスのキャッシュを手動でクリアできます。
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次の表は、［再構築キャッシュの設定］機能について説明しています。

機能 説明

選択ボックス 各行およびタイトル バーにある選択ボックスでは、キャッシュを手動でクリ

アする任意のサービスまたはすべてのサービスを選択できます。

選択したサービス

のキャッシュをクリア

選択した各サービスの再構築キャッシュをクリアします。

すべてのサービス

のキャッシュをクリア

すべてのサービスの再構築キャッシュをクリアします。

簡単な説明

［コンテキスト  ルックアップ］タブ

次の図は、［コンテキスト  ルックアップ］タブを示しています。
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このパネルに関連する手順については、「Context Hub構成ガイド」の「メタ タイプとメタ キーの

マッピングの管理」で説明します。

1 ［Investigation］パネルが表示されます。

2 ［コンテキスト  ルックアップ］タブが表示されます。

ツールバーと機能

［コンテキスト  ルックアップ］タブでは、Investigationのメタ キーとメタ タイプのマッピングを構成する

ことができます。管理者は、Context Hubサービスでサポートされるメタ タイプのリストに

Investigationで見つけ出されたメタ キーを追加したり、それらを削除したりできます。

次の表で［コンテキスト  ルックアップ］タブの機能について説明します。

機能 説明

選択したメタ タイプに、メタ キーを追加します。

選択したメタ タイプからメタ キーを削除します。

適用 ［コンテキスト  ルックアップ］タブに加えた変更を保存します。
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［Liveサービス構成］パネル

「［Liveサービス構成］パネル」では、Liveアカウントの設定およびCMSサーバの接続設定のため

の機能について説明します。

［Liveアカウント］セクションには、［RSA Liveステータス］と［Liveフィードバック アクティビティ ログ

のダウンロード］の2つの機能があります。Liveサービスにアクセスするには、Liveアカウント認証

情報を入力してサインインします。NetWitness SuiteのLiveアカウントのアクティブ化については、

RSAカスタマー サポートまでお問い合わせください。Liveアカウントのアクティブ化が完了したこと

を確認したら、「Liveサービス設定の構成」の説明に従ってCMSサーバへの接続を構成できます

［Liveサービス］パネルには、以下のユーザ インタフェースがあります。

 l Liveアカウント

 l Liveコンテンツの更新スケジュールおよび更新通知の設定

 l Liveフィードバックへの参加

 l Liveコンテンツの使用状況の詳細の共有

 l RSA Live Connect( ベータ)

［新しい機能が有効化されました］ダイアログ

NetWitness Suiteに初めてログオンしたときには、［新しい機能が有効化されました］というダイア

ログ ボックスが表示されます。

機

能
説明

承諾 ［承諾］をクリックすると、次のことに承諾することになります。

 l Liveフィードバックへの参加  

 l Liveアカウントが構成されている場合に、自分の環境に関するNWホストの使用メ

トリックとバージョンを、NetWitness SuiteがRSAに送信することを許可。

 l Live Connectからの脅威インテリジェンスでデータの受信。

設定

を表

示

［設定を表示］をクリックすると、LiveサービスのUIにリダイレクトされ、設定が表示され

ます。Liveアカウントが構成されていない場合は、マスクされた画面が表示されます。

Liveフィードバックについては、「Liveフィードバックの概要」を参照してください

Analyst Behaviorsおよびデータ共有については、「Liveサービス管理ガイド」の「NetWitness 
Suite Feedback and Data Sharing」を参照してください。

Live ConnectのThreat Insightsの詳細については、「Liveサービス設定の構成」を参照してください

参考情報 196



システム構成ガイド

ワークフロー

実行したいことは何ですか?
 

ロール 実行したいこと 手順

管理者 LiveアカウントとCMSサーバ

接続の構成

通知サーバとしてのメール設定の構成

管理者 Liveフィードバック用にデータ

をRSAにアップロード

Liveフィードバック用にデータをRSAにアップロード

管理者 ［Liveサービス構成］パネルの

設定、確認
［Liveサービス構成］パネル

管理者 Liveフィードバックの概要の

確認  

Liveフィードバックの概要

関連トピック

 l Liveフィードバックの概要

 l Liveサービス設定の構成

 l Liveフィードバック用にデータをRSAにアップロード

 l Liveサービス管理ガイド

Liveサービスの簡単な説明
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このビューにアクセスするには、［管理］＞［システム］＞［Liveサービス］を選択します。

注：Liveアカウントでサイン インしていない場合は、マスクされた画面が表示されます。

1 ［Liveサービス構成］パネルが表示されます

2 カスタマーカスタマー サービスからの支援を受けて、Liveアカウントの認証情報を入力し

ます。

3 Liveコンテンツの更新を提供します 

4 追加のLiveサービスは、Liveフィードバックを提供します 
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ツールバーと機能

［Liveサービス構成］パネルには、［Liveアカウント］、［Liveコンテンツ］、［付加的なLiveサービ

ス］の3つのセクションがあります。

［Liveアカウント］セクション

［Liveアカウント］セクションには、Liveサービスにアクセスするための認証情報を入力する必要

があります。ユーザのLiveアカウントの設定に必要な情報は、ユーザ名、パスワードのほか、

RSAコンテンツ管理システムのURLです。この情報は、RSAカスタマー サポートから提供されま

す。

次の表は、［Live アカウント］セクションの機能について説明しています。

機

能
説明

ホス

ト

コンテンツ管理システムのURL。RSA CMSのデフォルトURLはcms.netwitness.comで

す。

ポー

ト

Liveのコンテンツ管理システムにリクエストを送信するために使用する通信ポート。こ

のフィールドのデフォルト値は443です。これは、コンテンツ管理システムの通信ポートで

す。

SSL SSL通信を許可します。
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機

能
説明

ユー

ザ名

RSAから提供されるLiveアカウントのユーザー名。

パス

ワー

ド

RSAから提供されるLiveアカウントのユーザ パスワード。

接続

のテ

スト

接続が成功するかどうかをテストします。

適用 構成を保存して適用します。

［Liveアカウント］セクションでは、［Liveフィードバック アクティビティ ログ］をクリックして、Liveフィー

ドバック履歴データをダウンロードおよび共有できます。

履歴データをダウンロードする方法の詳細については、「Liveフィードバック用にデータをRSAにアッ

プロード」を参照してください

［Liveコンテンツ］セクション

Liveコンテンツの同期間隔や通知を構成できます。NetWitness Suiteは、ここで構成した間隔

でLiveコンテンツの更新の有無をチェックします。

［新しい更新の確認］フィールドを使用して、間隔を変更します。ドロップダウン リストから間隔

を選択します。この設定のデフォルト値は［1日に1回］です。
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次の表は、［Liveコンテンツ］セクションの機能について説明しています。

機能 説明

新しい

更新の

確認

NetWitness SuiteがサブスクライブするLiveリソースの更新の有無を確認し、同期す

る頻度を選択します。

 l 1日に1回

 l 1日に2回

 l 1日に4回

 l 1時間ごと

 l 2時間ごと

 l 30分ごと

この設定のデフォルト値は［1日に1回］です。

次回の

確認

更新確認の間隔に基づき、次回の同期スケジュールの日時が表示されます。

メール 

アドレ

ス

ここで指定したメールアドレスに、過去24時間以内に更新されたサブスクライブ済

みリソースのリストを送信します。

HTML

形式

メール メッセージの形式を指定します。

 l オン = HTML

 l オフ = テキスト

今すぐ

確認

更新スケジュールの設定に関係なく、NetWitness Suiteがサブスクライブするリソース

を直ちに同期します。

注意：更新にLua ParserまたはFlex Parserが含まれる場合、同期によってParser
の再ロードが行われることがあるため、この機能は注意して使用してください。

Parserの再ロードを頻繁に行うと、Decoderでのパケット損失が発生する可能性

があります。FlexParserの導入は多くても1日2回程度までにするようにしてくださ

い。SA導入の直後で、まだLiveリソース サブスクリプションを構成していない場合

には、［今すぐ同期］は実行しないでください。サブスクリプションを構成してから実

行します。

適用 変更した構成を適用します。変更はすぐに反映されます。更新確認の頻度を変

更した場合は、［次回の確認］フィールドの時間も変更されます。
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今すぐ同期

今すぐ同期するには、［今すぐ確認］をクリックします。  NetWitness Suiteでサブスクライブ済みリ

ソースの更新がチェックされます。

更新スケジュールの設定に関係なく、NetWitness Suiteがサブスクライブするリソースを直ちに同

期します。構成変更の影響をすぐに確認したい場合などに使用します。たとえば、新しいサー

ビスを追加したり、新しいリソースを自動適用するよう構成変更した場合などに使用します。

Liveサービスを1日数回同期するよう設定している場合、スケジュール設定された同期が数時

間ごとに実行されることになります。

注意：同期サイクルの中でFlexParserが導入されることがあれば、Parserの再ロードが発生し

ます。Parserの再ロードを頻繁に行うと、Decoderでのパケット損失が発生する可能性があり

ます。FlexParserの導入は多くても1日2回程度までにするようにしてください。SA導入の直後

で、まだLiveリソース サブスクリプションを構成していない場合には、［今すぐ同期］は実行し

ないでください。サブスクリプションを構成してから実行します。

付加的なLiveサービス
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注：RSAが収集するデータについて確認するには、［詳細情報］をクリックしてください。詳細

については、「Liveフィードバックの概要」を参照してください

次の表は、［付加的なLiveサービス］の機能について説明しています。
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機能 説明

Liveフィードバック RSAが収集するデータのタイプをリストします。

 l 製品名

 l 製品のバージョン

 l 製品のインスタンス

 l アクティベーション キー

 l 各コンポーネントの詳細：

 l ID

 l 名前

 l バージョン

 l インスタンスID

 l 各コンポーネントのメトリック

Live コンテンツの使用状況

の詳細の共有

NetWitness Suiteによる コンテンツの使用状況メトリックに

関する 匿名の技術データのRSAへの送信を有効化しま

す。このオプションは、デフォルトで有効です。

RSA Live Connect Live Connectサービスの詳細を確認し、Liveサービスを構

成することができます。

有効化( Threat Insights) Threat Insights機能を有効化します。Live Connectが
Context Hubサービスのデータ ソースとして追加され、アナリ

ストが調査中に脅威インテリジェンス データを取得できるよ

うになります。この機能を有効化する前に、Context Hubが
すでに構成されていることを確認してください。

このオプションは、デフォルトで有効( オン) です。

有効化( Analyst Behaviors) 自分の環境に関する匿名の技術データをNetWitness 

SuiteからRSAに送信することを有効化します。  このオプショ

ンは、デフォルトで有効( オン) です。

適用 構成の変更を適用します。変更はすぐに反映されます。

注：このオプションは、Threat InsightsとAnalyst Behaviors
にのみ適用されます。
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Liveフィードバックへの参加について

Liveフィードバックに参加すると、さらなる改善のための関連情報が収集されます。Liveフィード

バックについては、「Liveフィードバックの概要」を参照してください。

NetWitness Suiteをインストールすると、Liveフィードバックに参加するよう促されます。詳細につ

いては、「Liveサービス設定の構成」を参照してください。

必要な場合は、手動で使用状況の履歴データをダウンロードし、RSAと共有することができま

す。使用状況の履歴データをダウンロードし、RSAと共有する方法については、Liveフィード

バックの「Liveフィードバック用にデータをRSAにアップロード」を参照してください。
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［NTP設定］パネル

NTP設定パネルは、ネットワーク経由でホスト  マシンの時刻を同期させるために設計されたプロ

トコルです。NTPの詳細については、NTPプロジェクトのホーム ページ( http://www.ntp.org/) を参

照してください。

注：NetWitness Suite コア ホストは、NTPによる時刻同期のために、UDPポート123を使用し

てNWホストと通信する必要があります。  

［ADMIN］＞［システム］＞［NTP設定］ビューを使用して、1台以上のNTPサーバを構成しま

す。NTPサーバを構成すると、NetWitness Suiteはホスト  マシンの時刻の同期にNTPを使用す

るようになります。フェイルオーバーを行うには、NTPサーバを複数台構成します。

ワークフロー

必要な作業

ロール 実行したいこと 手順

管理者 NTPサーバの追加または変更 NTPサーバの構成

関連トピック

 l NTPサーバの構成

 l NTPサーバ構成のトラブルシューティング

簡単な説明

次の例は、［NTP設定］パネルを示しています。このパネルでは、NTPサーバを［NTP設定］パネ

ルに追加する方法を定義します。
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1 ［NTP設定］パネルが表示されます。

2 NTPサーバのIPアドレスまたはホスト名を入力します。

3 既存のホスト名をクリックします

ツールバーと機能

次の表では、［NTP設定］パネルの設定について説明します。

設

定
説明

 NTPサーバのIPアドレスまたはホスト名を入力します。

追

加

NetWitness SuiteにNTPサーバを追加します。

選択したNTPサーバを削除します。

選択したNTPサーバの時間を同期します。
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設

定
説明

削除または同期するNTPサーバを選択します。

NTP

サー

バ

NTPサーバのIPアドレスまたはホスト名。既存のホスト名をクリックすると、NetWitness 
Suiteによってホスト名が編集可能になり、次のコマンド  ボタンが表示されます。

 l ［更新］：編集内容を適用します。

 l ［キャンセル］：編集をキャンセルします。

  

  

適

用

NTPサーバの設定を適用し、ホスト  マシンの時刻をNTPと同期させます。
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［コンテキスト  メニュー］パネル

［コンテキスト  メニュー］パネルでは、管理者が、標準で組み込まれているコンテキスト  メニュー

のアクションを表示し、コンテキスト  メニューにオプションとして表示するカスタム アクションを追

加、編集、削除することができます。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ロール 実行したいこと 手順

管理

者

［コンテキスト  メニュー］パネルのカスタマ

イズ

コンテキスト  メニューのカスタム アクションの追

加。

関連トピック

 l コンテキスト  メニューのカスタム アクションの追加

簡単な説明

次の図は、［コンテキスト  メニュー］パネルの例を示しています。
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1 ［コンテキスト  メニュー］パネルが表示されます

2 ツールバーを使用すると、ユーザがコンテキスト  メニューのアクションを追加、編集、削除

することができます

ツールバーと機能

［コンテキスト  メニュー］パネルには、グリッドとツールバーがあります。次の表で、ツールバーのオプ

ションとグリッドの機能について説明します。

機能 説明

［コンテキスト  メニュー構成］ダイアログが表示されます。ここで新しいコンテキスト  アク

ションを作成できます。

リストを更新します。

選択したコンテキスト  アクションを削除します。アクションを削除する時、NetWitness 

Suiteによる再確認は行われません。選択したアクションはただちに削除されます。

［コンテキスト  アクションの編集］ダイアログが表示されます。ここで既存のコンテキスト  

アクションを編集できます。
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機能 説明

メ

ニュー 

アイテ

ム

コンテキスト  メニューに表示されるメニュー アイテムの表示名。

コンテキスト  メニュー アクションを作成する場合、パラメータはdisplayNameです。

次にサンプル コードを示します。

"displayName": "User Agent String Lookup”

ID コンテキスト  アクションの一意のID。コンテキスト  メニュー アクションを作成する場合、

パラメータはidです。

次にサンプル コードを示します。

"id": "UserAgentStringAction"

バー

ジョン

コンテキスト  メニュー アクションのバージョン番号。コンテキスト  メニュー アクションを作

成する場合、パラメータはversionです。

次にサンプル コードを示します。

"version": "1"

タイプ コンテキスト  アクションのタイプ。

コンテキスト  メニュー アクションを作成する場合、パラメータはtype.です。すべての

NetWitness Suiteのコンテキスト  アクションのタイプは、次の文字列で始まります。

UAP.common.contextmenu.actions.

文字列の最後の部分には、NetWitness Suiteのメニューを指定します。例えば、

URLContextActionやLivePostContextActionを指定します。

次にサンプル コードを示します。

"type": "UAP.common.contextmenu.actions.URLContextAction"

モ

ジュー

ル

コンテキスト  メニュー アクションが使用されるモジュール名。現在、標準で組み込まれ

ているコンテキスト  メニュー アクションは、すべて調査モジュールで使用するものです。

コンテキスト  メニュー アクションを作成する場合、パラメータはmodulesです。

次にサンプル コードを示します。

"modules": [ 

          "investigation" 

      ],
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機能 説明

モ

ジュー

ル ク

ラス

コンテキスト  メニュー アクションが使用されるモジュールのビューの名前を特定する

CSSクラス。現在、標準で組み込まれているコンテキスト  メニュー アクションは、すべ

て調査モジュールで使用されます。非メタ キー モジュール クラスについては、以下で

詳細に説明します。

次に数行のサンプル コードを示します。

"moduleClasses": [ 

          "UAP.investigation.navigate.view.NavigationPanel”, <-- 

Enabled in Navigate pane--> 

         “UAP.investigation.events.view.EventGrid”

      ],

CSS

クラス

コンテキスト  メニュー アクションに適用されるCSSクラス。CSSクラスは、右クリックしたと

きにコンテキスト  メニューが表示される調査モジュール内の場所を定義します。コンテ

キスト  メニュー アクションを作成する場合、パラメータはcssClassesです。

次にサンプル コードを示します。

"cssClasses": [ 

          “client”

 ]

追加できるCSSクラスのほとんどはメタ キーです。一部の非メタ キーのCSSクラスを追

加することもできます。詳細と例については以下を参照してください。

CSSクラスと例

CSSクラスには、メタ キーと非メタ キーがあります。

メタ キーCSSクラス

追加できるCSSクラスのタイプの1つはメタ キーです。メタ キーにピリオドが含まれている場合は、

CSSクラスを定義するときにピリオドをダッシュに変更します。たとえば、alias.hostというメタ 
キーは、alias-hostというCSSクラスになります。ip.srcというメタ キーは、ip-srcというCSSク
ラスになります。   

非メタ キーCSSクラス

標準提供の非メタ キーCSSクラスも利用できます。次の表のクラスは、アクションとそのアクション

を使用できるユーザ インタフェースの場所を定義します。
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CSSクラス タイプ 説明

meta-value-session-link アクション メタのセッション カウント数

の上で開く

meta-value-name-link アクション メタの値の名前の上で開く

nw-event-value アクション

  

メタ値の再構築コンテキス

ト  アクションで使用します。

UAP.investigation.navigate.view.

 NavigationPanel

ユーザ イ

ンタフェー

ス

［ナビゲート］ビューに適用

します。

UAP.investigation.events.view.

 EventGrid

ユーザ イ

ンタフェー

ス

［イベント］ビューに適用しま

す。

UAP.investigation.reconstruction.view.

 content.ReconstructedEventDataGrid

ユーザ イ

ンタフェー

ス

［イベントの再構築］ビュー

に適用します。

例

これは、コンテキスト  メニュー アクションのコメント入りのサンプルコードです。クライアント  アプリ

ケーション( client) メタ キーからユーザ エージェントを検証します。コメントは、［管理］＞［システ

ム］ビューで適用すると自動的に削除されます。ブラウザを再起動した後、新しいメニュー アイ

テムが表示されます。
{
      "displayName": "User Agent String Lookup”, <!-- What name shows up 
in NW UI --> 
      "cssClasses": [ 
          “client”  <!-- What meta key to launch from --> 
      ], 
      "description": "", 
      "type": "UAP.common.contextmenu.actions.URLContextAction", 
      "version": "1", 
      "modules": [ 
          "investigation" 
      ], 
      "local": "false", 
      "groupName": "externalLookupGroup”, <!-- What group to show link 
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in. Remove line to show in main list --> 

      "urlFormat": "http://www.useragentstring.com/?uas={0}&getText=all”, <!-- The 
{0} gets replaced with whatever was right clicked on --> 
      "disabled": "", 
      "id": "UserAgentStringAction", 
     "moduleClasses": [ 
          "UAP.investigation.navigate.view.NavigationPanel”, <-- Enabled 
in Navigate pane--> 
         “UAP.investigation.events.view.EventGrid” <-- Enabled in Event 
View pane --> 
      ], 
      "openInNewTab": "true", 
      "order": "15" 
 }  
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［レガシー通知構成］パネル

［レガシー通知構成］パネルでは、SyslogおよびSNMP通知の設定を構成できます。これらの構

成は、ライセンス、レガシーESM( イベント  ソース モニタリング) 、レガシーWarehouse Connectorモ
ニタリング、レガシーArchiverモニタリングで使用されます。

これらの設定に関連する手順については、「SyslogおよびSNMP設定の構成」で説明します。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ロール 実行したいこと 手順

管理者 Syslog設定の構成 SyslogおよびSNMP設定の構成

管理者 SNMP設定の構成 SyslogおよびSNMP設定の構成

関連トピック

 l SyslogおよびSNMP設定の構成

簡単な説明
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1 ［レガシー通知構成］パネルが表示されます。

2 ユーザが ライセンス、レガシーESM( イベント  ソース モニタリング) 、レガシーWarehouse 

Connectorモニタリング、レガシー ArchiverモニタリングのSyslog通知を構成できます。

3 ユーザが ライセンス、レガシーESM( イベント  ソース モニタリング) 、レガシーWarehouse 

Connectorモニタリング、レガシー ArchiverモニタリングのSNMP通知を構成できます。

ツールバーと機能

［レガシー通知構成］パネルは、［Syslog設定］と［SNMP設定］の2つのセクションで構成されま

す。

Syslog設定

次の表は、ライセンス、レガシーESM( イベント  ソース モニタリング) 、レガシーWarehouse 
Connectorモニタリング、レガシーArchiverモニタリングのためのSyslog通知の構成に使用できるオ

プションについて説明しています。

機能 説明

有効化 ここで構成したSyslog設定を有効にします。

サーバ名 ターゲットSyslogプロセスが動作しているホストを指定します。
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機能 説明

サーバ ポート ターゲットSyslogプロセスがリスンしているポートを指定します。

ファシリティ 送信するすべてのSyslogメッセージに使用するSyslogファシリティ

を指定します。指定できる値は、KERN、USER、MAIL、

DAEMON、AUTH、SYSLOG、LPR、NEWS、UUCP、

CRON、AUTHPRIV、FTP、LOCAL1からLOCAL7までです。

エンコーディング Syslogメッセージのテキストに使用するエンコーディング( UTF-8な

ど) を指定します。

形式 メッセージ形式を指定します。使用可能な値：デフォルト、PCI 

DSS、SEC。

プロトコル Syslog送信時に使用される通信プロトコルとして、UDPまたは

TCPを指定します。デフォルトではUDPプロトコルが選択されま

す。

最大長 すべてのSyslogメッセージの最大長をバイト単位で指定します。

デフォルト値は2048です。［Syslogメッセージをトランケート］チェッ

クボックスが選択されていると、最大長を超えたメッセージはトラ

ンケートされます。

Syslogメッセージをトラン

ケート

オンにすると、最大長を超えたメッセージがトランケートされます。

Syslogメッセージにローカ

ル タイムスタンプを含める

オンにすると、NetWitness Suiteでメッセージにローカル タイム スタ

ンプが付加されます。

Syslogメッセージにローカ

ル ホスト名を含める

オンにすると、NetWitness SuiteでSyslogメッセージにローカルのホ

スト名が付加されます。

IDENTプロトコルを使用 オンにすると、NetWitness Suiteが送信するSyslogアラートにID文

字列が付加されます。

217 参考情報



システム構成ガイド

機能 説明

ID文字列 これは、各Syslogアラートに付加するID文字列です。この文字

列が空白の場合、送信するSyslogアラートにID文字列は付加

されません。アラートの送信元を識別するために使用されます。

一般的には、Syslogメッセージを送信するプログラムの名前に設

定します。

適用 Syslog構成設定を適用します。

SNMP設定

次の表は、ライセンス、レガシーESM( イベント  ソース モニタリング) 、レガシーWarehouse 
Connectorモニタリング、レガシーArchiverモニタリングのためのSNMP通知の構成に使用できるオ

プションについて説明しています。

機能 説明

有効化 ここで構成したSNMP設定を有効にします。

サーバ名 SNMPトラップ ホストを指定します。

サーバ ポート SNMPトラップ ホストがリスンするポートを指定します。

SNMPバージョン SNMPバージョンとしてv1またはv2cを指定します。

トラップOID 監査イベントを受信するトラップ ホストのSNMPトラップに対する

オブジェクト IDを指定します。デフォルト値は0.0.0.0.0.1です。

コミュニティ SNMPトラップ ホストでの認証に使用するコミュニティ文字列を

指定します。デフォルト値はpublicです。

有効化 ここで構成したSNMP通知を有効にします。

適用 SNMP設定を適用します。
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