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ESAの使用開始

このトピックには、RSA NetWitness® SuiteESA( Event Stream Analysis) のクイック スタート  トピッ

クが含まれており、ESAの使用を開始するときに役立ちます。以降のトピックは、ESA相関ルー

ルを扱う際に役立ちます。

 l ベスト  プラクティスでは、最適な設定、導入、ルール作成の方法を分かりやすく説明します。

 l ESAのトラブルシューティングは、ルールの記述や導入など、ESAのさまざまな側面のトラブル

シューティングに役立ちます。

 l ルールのメモリ メトリックの表示は、ESAサービスのメモリ使用量を把握するためにメモリ メトリッ
クを使用する場合に役立ちます。

ESAホストで実行できるESAサービスは2つあります。

 l Event Stream Analysis( ESA相関ルール)

 l Event Stream Analytics Server( ESA Analytics)

最初のサービスは、ESAルールからアラートを作成するEvent Stream Analysisサービスです。これ

はESA相関ルールとも呼ばれ、手動で作成するか、Liveからダウンロードします。このユーザ ガ
イドでは、ESA相関ルールを使用したアラートについて説明します。ESA相関ルールの構成に

ついては、「ESA構成ガイド」の「ESA相関ルールの構成」セクションを参照してください。

2番目のサービスはESA Analyticsサービスで、自動脅威検出に使用されます。ESA Analytics
サービスでは自動脅威検出に事前設定されたESA Analyticsモジュールが使用されるため、こ

のサービスを使用するためにルールを作成またはダウンロードする必要はありません。ESA 
Analyticsサービスの詳細については、「自動脅威検出ガイド」と「ESA構成ガイド」の「ESA 
Analyticsの構成」セクションを参照してください。

ベスト  プラクティス

ベスト  プラクティスは、ルールの記述と管理、ルールの導入、ESAサービスのシステム稼働状態

の維持のガイドラインとなります。

Event Stream Analysisルール タイプの理解

Event Stream Analysisサービスは、相関イベントや複雑なイベント処理など、詳細なストリーム

解析を高スループットかつ低レイテンシで提供します。ESAでは、Concentratorからの大量の雑

多なイベント  データを処理することができます。ただし、Event Stream Analysisを使用する場合

は、効率的なルールを作成するために、リソース使用率に影響する要因を理解しておく必要

があります。  
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ESAは、受信するすべてのイベントを個別に評価し、それがアラートをトリガーするかどうかを判

断します。ルールには3つのタイプがあり、タイプによってESAエンジンが受信イベントをどのように

処理するかが決まります。3つのルール タイプは、それぞれにシステム リソースの使用率に異な

るインパクトを与えます。3つすべてのルール タイプは、ルール ビルダまたは詳細EPLを使用して

作成するか、RSA Liveからダウンロードすることができます。次の表に、ルール タイプとこのルー

ルがシステム リソースに与えるインパクトをまとめています。

ルール 
タイプ

説明

シンプル 
フィルタ 
ルール

このルールは、他のイベントとの相関はありません。イベント受信時に、このルール

の条件が評価され、イベントが条件を満足していればアラートが生成されます。

一致する条件がない場合、エンジンがイベントをただちにリリースして、メモリを解

放します。これらのルールでは、イベントを初回評価した後イベントが保持されな

いためメモリを占有しません。導入するシンプル フィルタ ルールの数が増えても、メ

モリ使用率は増加しません。ただし、フィルタ条件があまりにも一般的なものであ

ると、過剰にアラートが生成され、アラートの保存と検索のためにシステム リソース

が消費されることになります。                              
たとえば、HTTPネットワークのアクティビティが標準のHTTPポート以外のポートに

到着したときに、アラートを生成するルールを作成した場合が考えられます。                          

イベント  
ウィンド

ウ ルール

このルールは、一定期間内に受信したイベントのセットに対して、特定の条件を

評価します。イベント受信時に、ルールの条件が評価されます。これらの条件を

満たした場合、イベントは一定時間メモリに保持されます。指定された時間が経

過すると、収集したイベント数がアラートをトリガーする閾値を満たしていない場

合、イベントはタイム ウィンドウから削除されます。このようなルールのメモリ消費量

は、イベントの受信レート ( トラフィック) 、イベントあたりのデータ量、イベント  ウィン

ドウで指定された時間の長さによって、大きく異なります。一致したそれぞれのイ

ベントは、タイム ウィンドウが経過するまでメモリに保持されます。したがってタイム 
ウィンドウが長くなると、そのボリュームも大きくなります。  例えば、ユーザがシステム

のログインに10分間に5回失敗した場合に、アラートを生成するルールが考えられ

ます。

ESAの使用開始 10
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ルール 
タイプ

説明

Followed 
Byルー

ル

このルールは、受信イベントのチェーンを評価し、イベントのシーケンスが特定の条

件に一致するかどうかを判断します。イベント受信時に、ルールの条件が評価さ

れます。条件を満たしている場合は、次のアクションのいずれかが実行されます。

 l シーケンスの最初のイベントである場合は、新しいイベント  スレッドが開始さ

れ、シーケンスの先頭に保持されます。

 l イベントが既存のイベント  スレッドに属する場合は、そのシーケンスに追加され

ます。

どちらのケースでも、イベントはメモリに保持されます。このタイプのルールを使用す

る場合、リソース使用量に大きく影響します。フィルタによって多数のイベント  ス
レッドが生成される場合は、イベントに加えて新しいスレッドによってリソースが消

費されます。さらに、イベント  スレッドの最後の条件が一致しない( つまり、アラート

が生成されない) 場合、スレッド内のイベント全体がメモリに無期限に保存されま

す。   たとえば、ユーザがサーバへのログインに失敗した後でログインに成功し、新

しいアカウントを作成したときに、アラートを生成するルールを作成する場合が考

えられます。

 

前述したメモリの使用量以外にも、アラートが生成されるとシステム リソースが消費されます。

生成されたそれぞれのアラートは参照のためにディスクに格納され、NetWitness Respondによっ

て処理される必要があります。この処理により、格納のためのディスク領域が使用され、データ

ベース メモリが消費され、クエリを実行するCPUの使用率が上昇します。  

ルールを作成し導入するときは、これらのアクションのそれぞれがシステム リソースに「負担をかけ

る」ということを認識する必要があります。次のセクションは、使用率を健全なレベルに維持し

て、システムが過負荷状態になったときに生じる問題を監視するための参考になります。  

ルール作成のベスト  プラクティス

ルールを作成するための一般的なガイドラインを以下に示します。

 l アクションが必要なイベントに対してアラートを作成します。アラートの目的は、ただちに特定

のアクションが必要となるイベントをユーザに通知することです。アクションが必要でないイベン

トの場合、またはイベントを認識するだけで問題がない場合は、レポートを作成できます。

 l 新しいルールを評価版ルールとして構成し、実際の環境でルールの動作を観察します。新

しいルールを評価版ルールとして導入した場合は、構成されたメモリ閾値を超えるとルール

が無効化されます。メモリ スナップショット機能を使用して、評価版ルールが無効化されたと
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きに使用されていたメモリ量を表示することもできます。詳細については、「評価版ルールの使

用」を参照してください。

 l ルールのテストとチューニングが完了した後で初めて、アラート通知を構成します。これによ

り、ルールが予想外の動作をした場合に大量のアラートが生成されることを防ぎます。  

 l リソースの使用量を制限するために、ルールは具体的なものにします。使用量を制限する

には、次のガイドラインに従います。

 l ルールのフィルタで、ルールを正確に起動させるのに必要なイベント以外のものを除外し

ます。

 l ウィンドウ( 相関のタイム ウィンドウ) のサイズをできるだけ小さくします。

 l ウィンドウに含めるイベントを制限します。たとえば、IDSイベントだけを確認する場合は、

タイム ウィンドウにIDSイベントだけが含まれるようにします。  

 l 管理可能なレベルのアラートを生成するようルールを調整します。大量のアラートが発生す

るようでは、アラートの目的と実用性は失われます。たとえば、他の国へ向けた暗号化され

たトラフィックについて知りたいとします。ここで、リストを既知のリスクがある国に限定すること

ができます。これにより、アラートのボリュームが管理可能なレベルに制限されます。

RSA Liveルールを使用するベスト  プラクティス

RSA Liveルールのガイドラインを以下に示します。

 l RSA Liveルールを小さなバッチに分けて導入します。すべてのルールがあらゆる環境に適し

ているわけではありません。RSA Liveルールを正常に導入するための最善の方法は、ルール

を小さなバッチで導入し、実際の環境でテストすることです。小さなバッチで導入すれば、問

題のあるルールを特定するのがはるかに容易になります。  

 l RSA Liveルールの説明を読みます。ESAルールは「それ1つでどんな場合にも適応できる」も

のではありません。ご使用の環境ですべてのルールが機能するわけではありません。ルールの

説明には、実際の環境にルールを正常に導入するためにはどのパラメータを変更する必要

があるかが記載されています。

 l パラメータを設定します。  RSA Liveルールには、変更が必要なパラメータがあります。パラ

メータを変更しない場合は、ルールが機能しない、またはメモリを使い切ってしまう可能性が

あります。

 l 新しいルールを評価版ルールとして導入し、実際の環境でルールの動作を観察します。  新
しいルールを評価版ルールとして導入した場合は、構成されたメモリ閾値を超えるとルール

が無効化されます。詳細については、「評価版ルールの使用」を参照してください。
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ルールを導入するためのベスト  プラクティス

ルールを導入するための一般的なガイドラインを以下に示します。

 l ルールを小さなバッチに分けて導入し、実際の環境でルールの動作を観察します。  すべて

の環境が同じではありません。メモリ使用量、アラートのボリューム、イベントの検出効率を

元に、ルールを調整する必要があります。

 l アラート通知を構成する前にルールをテストします。ルールのテストとチューニングが完了した

後で初めて、アラート通知を構成します。これにより、ルールが予想外の動作をした場合に

大量のアラートが生成されることを防ぎます。

 l 導入プロセスの一部として、システムの稼働状態を監視します。ルールを導入するときは、

導入プロセスの一部として、システムの稼働状態を監視します。［ヘルスモニタ］タブで、ESA
でのメモリの合計使用率を表示できます。詳細については、「ESAのトラブルシューティング」の

「ヘルスモニタの統計の表示」を参照してください。

システム稼働状態のベスト  プラクティス

システムの稼働状態の一般的なガイドラインを以下に示します。

 l 新しいルールを評価版ルールとしてセットアップします。新しいルールには、メモリの問題を引

き起こす可能性があるという共通した問題があります。新しいルールを評価版ルールとして

セットアップすることで、これを防ぐことができます。構成されたメモリ閾値に達した場合、すべ

ての評価版ルールが無効化され、システムがメモリを完全に消費するのを防ぎます。  評価

版ルールの詳細については、「評価版ルールの使用」を参照してください。

 l ヘルスモニタ モジュールで閾値をセットアップしてメモリの使用量が多すぎる場合にアラートを

生成します。ヘルスモニタ モジュールには、メモリの使用量を追跡するメトリックがあります。ア

ラートと通知をセットアップして、これらの閾値を超えた場合にメールを送信するようにしま

す。  表示できるメモリ統計の詳細については、「ESAのトラブルシューティング」の「ヘルスモニタ

の統計の表示」を参照してください。  

 l ヘルスモニタ モジュールでルールごとにメモリ メトリックを監視します。ヘルスモニタ モジュールで

ルールごとに推定メモリ使用量を表示できるようになりました。この情報を使用してルールで

大量のメモリが使用されないようにすることができます。表示できるメモリ統計の詳細につい

ては、「ESAのトラブルシューティング」「ヘルスモニタの統計の表示」を参照してください。  

ESAのトラブルシューティング

このセクションでは、ESAを使用するときに発生する可能性がある一般的な問題について説明

し、その問題に対する一般的な解決策を提案します。
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ESAを使用したアラート ガイド

ESAサービスのトラブルシューティング

問題

考

え

ら

れ

る

原

因

解決策

NetWitness Suiteダッシュ

ボードで、ESAサービス

がオフラインであることを

示す赤で表示されま

す。

［構成］＞［ESAルール］

ビューで、次のメッセージ

が表示されます。「サー

ビスがオフラインである

か、アクセスできません」

というメッセージが表示さ

れます。

複

数

ESAサービスがオフラインである場合、考えられる理由は多

数あります。ただし、一般的なのは、作成したルールがメモリ

を使いすぎていて、ESAサービスで障害が発生するという問

題です。この問題のトラブルシューティングについては、「メモリ

が原因でESAサービスがオフラインになった場合のトラブルシュー

ティング手順」を参照してください。

他の一般的な原因として、ファイアウォールによってESAと

NetWitness Suiteの間の接続がブロックされている、ESAサー

ビス マシンがダウンしているなどがあります。   

  ESAサービスを開始するには、次の手順を実行します。

［管理］＞［サービス］で、ESAサービスの［アクション］アイコン

を選択し、［開始］を選択します。

ESAサービスの停止と再開が繰り返される場合は、カスタ

マー サポートに連絡してください。
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ESAを使用したアラート ガイド

問題

考

え

ら

れ

る

原

因

解決策

最近のアップグレードの

後、NetWitness Suite
ダッシュボードで、ESA
サービスがオフラインであ

ることを示す赤で表示さ

れます。

［構成］＞［ESAルール］

ビューで、次のメッセージ

が表示されます。「サー

ビスがオフラインである

か、アクセスできません」

というメッセージが表示さ

れます。

構

成

の

問

題

システムが最近アップグレードされている場合は、構成エラー

が発生した可能性があります。［管理］＞［サービス］で、

ESAサービスを選択し、［サービスの編集］をクリックします。

［サービスの編集］フィールドで、［接続のテスト］をクリックしま

す。接続できない場合は、構成エラーが発生している可能

性があります。構成エラーを修正した後、再度試してくださ

い。  

ESAの処理速度が遅い

ように見えます。

構

成

の

問

題

バッファ( デフォルト値は10,485,760バイト ) を変更するか、

TCPの設定をTCPNoDelayに変更し、TCP ACKの受信遅

延を回避し、パフォーマンスを向上させることができます。これ

らの設定( readBufferSizeおよびTcpNoDelay) は、

エクスプローラで/Workflow/Source/nextgenAggregationに移動

して変更できます。
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ESAを使用したアラート ガイド

ESAのRSA Liveルールのトラブルシューティング

問題 考えられる原因 解決策

RSA Liveから

一連のルールを

インポートした

後、ESAサービ

スがクラッシュし

ます。なぜです

か？

RSA Liveルールのパラ

メータを、実際の環境

に合わせて構成してい

ない可能性がありま

す。  

RSA Liveの各ルールの説明には、構成が必要

なパラメータや、実際の環境で満足すべき前提

条件が記載されています。この説明を確認し、

ルールが実際の環境に適しているかどうかを確

認してください。

ルールを安全かつ確実に導入するには、新しい

ルールを評価版ルールとして構成し、実際の環

境でテストします。評価版ルールは、新しいルー

ルをテストするための保護対策です。   詳細につ

いては、「評価版ルールとしてのルールの導入」を参

照してください。

RSA Liveから

ルールのグルー

プをインポート

し、ルールはエ

ラーなしで導入

されましたが、

後で無効にな

ります。

すべてのRSA Liveルー

ルが、どの環境にも適

しているわけではありま

せん。ESAに正しいメタ

を指定していないた

め、ルールを実行でき

ない可能性がありま

す。

［構成］＞［ESAルール］＞［サービス］＞［導入さ

れたルールの統計］に移動して無効になったルー

ルを確認できます。  ルールが無効になっている場

合、ルールの横に緑のアイコンは表示されませ

ん。  

 ルールが正しく導入されたのに、無効になってい

る場合は、ルールに関連する例外が発生してい

ないかをログでチェックします。特に、メタがないた

めにルールが無効になっていないかを確認しま

す。これを確認するには、［管理］＞［サービス］

に移動し、ESAサービスを選択してから、 ＞

［表示］＞［ログ］を選択します。

次に、以下のようなメッセージを検索します。

"Property named ‘<meta_name>' is not 

valid in any stream"

たとえば、次のようなメッセージです。

Failed to validate filter expression 
'(medium=1 and streams=2 or 
medium=3...(238 chars)': Property 
named 'tcp_flags_seen' is not valid 
in any stream

同様のメッセージが見つかった場合は、Log 
DecoderまたはConcentratorにカスタム メタ キーを

追加する必要がある場合があります。これを行う

には、「DecoderおよびLog Decoder構成ガイド」

の「カスタムFeedを使用したカスタム メタ キーの

作成」の手順に従います。
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ESAを使用したアラート ガイド

導入のトラブルシューティング

問題 考えられる原因 解決策

ルールを作成し、構文も確認しまし

た。ルールに問題はないように見えま

す。このルールを導入しようとすると、エ

ラーが発生しました。なぜですか？

正しいメタを指定し

ていないため、ルー

ルを導入できない

可能性があります。  

メタ キー参照を確認してくだ

さい。正しいメタを指定して

いないため、ルールを導入で

きない可能性があります。  

ルールのトラブルシューティング

問題

考え

られ

る原

因

解決策

カスタム ルールを作

成しましたが( ルー

ル ビルダまたは詳

細EPLを使用) 、ア

ラートが生成されま

せん。なぜです

か？

接続

に問

題が

ある

可能

性が

ありま

す。

［構成］＞［ESAルール］＞［サービス］タブで、「検出レート」統

計を確認します。

検出レートがゼロの場合、ESAサービスはConcentratorからデー

タを受信していません。Concentratorの接続を検証してくださ

い。［管理］＞［サービス］に移動し、ESAを選択して［表示］＞

［構成］を選択します。Concentratorが有効になっていることを

確認します。Concentratorをダブルクリックし、［接続のテスト］を

クリックします。

検出レートがゼロでない場合は、ルールで使用されているメタ 
キー名とタイプが、イベントに存在するメタ キーと一致していな

い可能性があります。ルールで使用されているメタ キーの名前

とタイプが有効かどうかを確認してください。これを行うには、

［構成］＞［ESAルール］＞［設定］タブでメタ キーの名前を検

索します( メタ キー参照の検索) 。
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ESAを使用したアラート ガイド

問題

考え

られ

る原

因

解決策

 ルー

ルに

問題

があ

る可

能性

があ

りま

す。

特定のルールが実行されない場合は、［構成］＞［ESAルー

ル］＞［サービス］に移動して、ルールが無効になっていないかど

うかを確認します。［導入されたルールの統計］セクションで、

無効になっているルールには、( 緑の有効ボタンではなく) 白い

ボタンが表示されます。

［一致イベント数］フィールドも確認できます。［構成］＞［ESA
ルール］＞［サービス］に移動します。一致したイベントの数を

［一致イベント数］列で確認します。

一致したイベントがない場合は、ルールのロジックにエラーがな

いかどうかを確認します。たとえば、構文の大文字と小文字の

区別に関するエラーや、タイム ウィンドウに関するエラーを確認

します。それでもアラートが生成されない場合は、ルールのロ

ジックを簡略化し、より簡単なルールでアラートが生成されるか

どうかを確認します。  

メモリが原因でESAサービスがオフラインになった場合のトラブルシューティング手順

ステップ1. ホストが稼働中かどうかの検証

トラブルシューティングの最初のステップとして、ホストが稼働していることを確認します。これを実

行するには、［管理］＞［ホスト］に移動します。ホストがダウンしている場合、システム パラメー

タは表示されず( ただし、ホスト情報の更新が遅れている可能性があります) 、［サービス］列は

赤で表示されます。また、［更新］フィールドにはエラー メッセージが表示されます。  

ホストがダウンしている場合は、NetWitness Suite管理者に連絡して再起動してください。それ

以外の場合は、ステップ2に進みます。  
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ESAを使用したアラート ガイド

ステップ2. ヘルスモニタで詳細な統計情報を表示

ESAサービスがダウンしていることを確認したら、ヘルスモニタに移動して、潜在的な問題が発

生している場所を確認します。最もよくあるのは、ESAサービスがメモリ閾値を超えたことにより

停止する、または障害が発生するという問題です。

 1. ［管理］＞［ヘルスモニタ］＞［アラーム］に移動して、ESAによってアラームがトリガーされてい

ないかどうかを確認します。次のアラームを探してください。

 l ESA Overall Memory Utilization > 85%

 l ESA Overall Memory Utilization > 95%

 l ESA Service Stopped

 2. ［管理］＞［ヘルスモニタ］＞［システム統計ブラウザ］に移動して、各ルールのパフォーマンス

のメモリ メトリックを確認します。メトリックを表示するには、フィルタに次の情報を入力しま

す。

ホスト  コンポーネント カテゴリ

<your host> Event Stream Analysis esa-metrics

各ルールのメモリが［値］列に表示されます。値はバイト単位で表示されます。［履歴チャー

ト］列には、メモリ使用量の履歴が表示されます。  
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ESAを使用したアラート ガイド

 3. ［管理］＞［ヘルスモニタ］＞［システム統計ブラウザ］に移動して、ESAのパフォーマンスの詳

細を確認します。ホストを選択し、次のフィルタを指定して、次の統計情報を表示します。

ホスト  コンポーネント カテゴリ 統計情報 例

<your 
host>

ホスト SystemInfo CPU Utilization 1.08%

<your 
host>

ホスト SystemInfo Memory 
Utilization

45.43%

<your 
host>

ホスト SystemInfo Used Memory 7.08 GB

<your 
host>

ホスト SystemInfo Total Memory 15.58 GB

<your 
host>

ホスト SystemInfo Uptime 77758、1週間、2日 ...

<your 
host>

Event Stream 
Analysis

ProcessInfo Memory 
Utilization

7.07 GB

<your 
host>

Event Stream 
Analysis

ProcessInfo CPU Utilization 0.2%
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ホスト  コンポーネント カテゴリ 統計情報 例

<your 
host>

Event Stream 
Analysis

JVM.Memory all Committed Heap Memory 
Usage 8.0 GB

<your 
host>

Event Stream 
Analysis

ESA-Metrics Total 
ESA Memory 
Usage %

4.64%

メモリまたはCPUの利用率に問題がある場合は、ステップ3に進みます。  

ステップ3. ESAサービスの開始

 1. ［管理］＞［サービス］で、ESAサービスのアクション アイコン を選択し、［開始］を選択

します。  

 2. ESAサービスに戻って、どのルールによってメモリの問題が発生しているかのトラブルシュー

ティングを行います。  

ESAサービスの停止と再開が繰り返される場合は、カスタマー サポートに連絡してください。

シャットダウンすることなくESAサービスを開始できた場合は、ステップ4に進みます。

ステップ4. アラートとイベントのボリュームの確認

ESAサービスがシャットダウンすることなく再開できたら、ルールの統計情報を調べて、どのルール

がリソースを過剰に使用しているかを確認します。ルールによって生成されるアラートが多すぎ

る、またはルールと一致するイベントが多すぎることが原因で、ESAサービスに障害が発生する

場合もあります。ESAサービスのシャットダウンの原因がメモリ使用量にあると判断した場合は、

この両方の問題を調べます。  
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アラート  サマリの表示

アラートの量が多すぎるとシステムに負荷がかかり、システムがダウンしたり、再起動したりするこ

とがあります。  アラート  サマリを表示するには、［対応］＞［アラート］に移動します。左側の［フィ

ルタ］パネルの［アラート名］セクションで、ルールのアラート名を選択します。その名前のアラート

の数が［アラート］リスト結果の下部に表示されます。特定のルールについてアラート数が極端

に多い場合は、そのルールを無効にし、より効率的なルールになるよう記述を変更する必要が

あります。

フィルタをクリアするには、［フィルタのリセット］をクリックします。

一致イベント数の表示

ルールと一致するイベント数が多すぎるために、メモリを使い果たしてしまうことがあります。これ

は、通常、ルールのイベント  ウィンドウが長く、アラートをトリガーしないイベントが大量に蓄積さ

れる場合に発生します。  これらは、アラートがトリガーされるのをルールが待っている間に各イベ

ントがメモリに格納されるため問題になります。この問題を確認するには、［構成］＞［ESAルー

ル］＞［サービス］に移動します。［一致イベント数］列で一致するイベントの数を確認できま

す。特定のルールについて一致イベント数が極端に多い場合は、ルールをさらに詳しく調査し

て、そのルールを効率化できるかどうかを確認します。
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ステップ5. 問題の原因になっているルールの無効化および修正

変更が必要なルールを特定したら、そのルールを無効にして、大量のアラートやイベントを生成

しないよう記述を変更します。より効率的なルールを記述するポイントについては、「ベスト  プラ

クティス」を参照してください。

ルールの無効化

 1. ルールを無効にするには、［構成］＞［ESAルール］＞［サービス］に移動し、［導入された

ルールの統計］フィールドで無効にするルールのチェックボックスを選択します。

 2. ［無効化］を選択して、ルールを無効にします。  

ルールの編集

 1. ルールを修正するには、［構成］＞［ESAルール］＞［ルール］＞［ルール ライブラリ］に移動し

ます。編集するルールを選択し、［アクション］アイコン をクリックします。

 2. ［編集］を選択します。

 3. ルールを編集して効率的なルールに変更します。ルールを作成する手順については、「ルー

ル ライブラリへのルールの追加」を参照してください。

 4. 納得できるルールになったら、それを評価版ルールとして保存し、メモリの問題が発生しても

ESAサービスのパフォーマンスに影響を及ぼさないようにします。それには、「評価版ルールの

使用」のステップを実行します。
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ルールの有効化

 1. ルールを有効にするには、［構成］＞［ESAルール］＞［サービス］に移動し、［導入された

ルールの統計］フィールドで、有効にするルールを選択します。

 2. ［有効化］を選択して、ルールを有効にします。  

(オプション) ESAログ ファイルで詳細を確認

サービスがダウンしていること、およびシステム ダウンの潜在的な原因を検証したら、サービスの

停止と再開が繰り返されるかどうかを確認します。  それには、ESAログに移動します。［管

理］＞［サービス］ビューで、ESAサービスを選択し、［ ］＞［表示］＞［ログ］を選択します。  

NetWitness SuiteインタフェースからESAログにアクセスできない場合は、システムにSSH接続し、

opt/rsa/esa/logs/esa.logを参照します。

ルールのメモリ メトリックの表示

このトピックでは、ESAルールを記述する担当者を対象に、ルールのメモリ メトリックを表示する

方法を説明します。サーバで実行されている各ルールの推定メモリ使用量を表示できます。こ

の情報を使用して、メモリの使用量が多すぎる場合はルールのステートメントと条件を変更す

ることができます。

ルールによって消費するメモリの量が予想よりも多くなり、ESAが低速になる、または停止する

原因になる場合があります。ルールが使用しているメモリのおおよその量を表示するには、メモリ 
メトリックを構成します。メモリ メトリックにより、ヘルスモニタのシステム統計ブラウザ( このモジュー

ルにアクセスするための権限が必要です) に各ルールの推定メモリ使用量を表示できます。この

情報を使用して、ルールをより効率的なものに変更できます。  

ルールのメモリ使用量をトラブルシューティングするためにメモリ メトリック機能を使用するには、

概要レベルで次の手順を実行する必要があります。

 1. メモリ メトリック機能が有効になっていることを確認します( ［エクスプローラ］＞［CEP］＞［メト

リック］＞［EnableStats］) 。メモリ メトリック機能は、デフォルトで有効です。

 2. ヘルスモニタ モジュールを表示するための適切な権限があるかどうかを確認します。ロールと

権限についての詳細は、「ロールの権限」を参照してください。  

 3. ヘルスモニタにメモリの統計情報を表示します。

 4. ( 推奨) メモリ閾値を超過した場合にメールで通知するようにヘルスモニタのESAポリシーを

構成します。メール通知を送信する方法については、「システム メンテナンス ガイド」の「ポ

リシーの管理」を参照してください。

 5. 必要に応じて、メモリ メトリック データを使用して、ルールがより効率的になるよう変更しま

す。

ESAの使用開始 24



ESAを使用したアラート ガイド

前提条件

メモリ メトリックの使用要件は次のとおりです。

 l メモリ メトリック機能を有効にします( ［エクスプローラ］＞［CEP］＞［メトリック］＞

［EnableStats) 。

 l ヘルスモニタの統計を表示するための権限が必要です。  

 l  ( 推奨) メモリ閾値を超過した場合にメールで通知するようにヘルスモニタのポリシーを構成

します。

手順

ヘルスモニタの監視モジュールでのメモリ メトリックの表示

 1. ［管理］＞［ヘルスモニタ］＞［監視］に移動します。

 2. ESAサービスの詳細が表示されます。

 3. ［ルール］タブをクリックします。  

 4. 過去1時間分の各ルールの平均メモリ使用量が表示されます。  

ヘルスモニタのシステム統計ブラウザでのメモリ メトリックの表示

 1. ［管理］＞［ヘルスモニタ］＞［システム統計ブラウザ］に移動します。

 2. コンポーネントとして［Event Stream Analysis］を選択します。カテゴリに、「ESA-Metrics」と
入力します。
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［サブアイテム］フィールドにルールの名前が、［値］列にメモリの使用量が表示されます。

 3. ルールのメモリ使用量の履歴を表示するには、［履歴チャート］アイコンをクリックします。  

注：［最終更新］フィールドには、ヘルスモニタがESAをポーリングした時間が表示されます。た

だし、メモリ メトリックの時刻はヘルスモニタのポーリング時刻と同期しません。例えば、メモリの

閾値超過が2015年10月10日午後12時に発生し、ヘルスモニタのポーリングが2015年10月10
日午後12時10分に行われた場合、［最終更新］フィールドには2015年10月10日午後12時
10分のタイムスタンプが表示されます。  

メモリ メトリック機能の有効化または無効化

 1. ［管理］＞［サービス］に移動し、ESAを選択します。

 2. ESAを選択したら、［アクション］＞［表示］＞［エクスプローラ］をクリックし、次のように

［CEP］＞［メトリック］＞［構成］に移動します。

 3. メモリ メトリック機能を有効にするか無効にするかに応じて、EnabledStatsフィールドをtrueま
たはfalseに変更します。
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ESAでのアラート生成方法

このトピックでは、ESA( Event Stream Analysis) サービスがどのようにルールを実行し、アラートを

生成するかについて簡単に説明します。ESA( Event Stream Analysis) サービスは、ネットワーク

内の問題のある動作や脅威と考えられるイベントを特定するための基準をルールとして定義

し、実行します。ESAは、ルール基準に一致する脅威を検出するとアラートを生成します。

アラートを生成するために、ESAは次の機能を実行します。

 1. データを収集

 2. データに対してESAルールを実行

 3. ルール基準に適合するイベントを収集

 4. 収集したイベントに対してアラートを生成

アラート  モジュールを使用して、ネットワークを可視化し、問題を検出することができます。

機微データ

このトピックでは、ユーザ名やIPアドレスなど、ESAがコア サービスから受信した機微データを処

理する方法について説明します。DPO( データ プライバシー責任者) ロールは機微データを含

むメタ キーを特定でき、難読化されたデータを表示する必要があります。ESAは、機微データ

を表示または格納しません。その結果、ESAでは機微データをNetWitness Respondに渡しませ

ん。

オプションで、ESAは、難読化された機微データをイベントに追加できます。たとえば、DPOが

user_dstを機微データに指定したとします。ESAは、user_dst_hashなどの難読化したデータをイ

ベントに追加できます。難読化されたメタは機微データではないため、ESAは、その他の非機

微データと同じ方法で表示および格納します。

データを難読化する戦略と利点の詳細については、「データ プライバシー管理ガイド」を参照し

てください。

このトピックでは、次の項目について説明します。

 l ESAがコア サービスから受け取った機微データを処理する方法

 l 詳細EPLルールで機微データの漏えいを防止する方法

ESAがコア サービスからの機微データを処理する方法

ESAは、コア サービスから機微データを受け取ると、難読化されたデータのみを送出します。

ESAは、機微データの格納と表示を行いません。

次の機能が影響を受けます。
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 l 出力：ESAは、機微データを出力に転送しません。出力には、アラート、通知、MongoDBス
トレージが含まれます。

 l 詳細EPLルール：EPLステートメントで機微メタ キーのエイリアスを作成する場合、機微デー

タが漏えいします。このトピックでは、漏えいが発生する状況と回避方法について説明して

います。

 l エンリッチメント：結合条件で機微メタ キーが使用された場合、機微データが漏えいします。

このトピックでは、漏えいが発生する状況と回避方法について説明しています。

詳細EPLルール

EPLクエリ ステートメントによって機微メタ キーの名前が変更されると、データは保護されなくな

ります。

ESAは、機微メタ キーを名前で識別します。

ip_srcは、機微メタ キーです。

ip_src_hashは、難読化されているため機微ではありません。

データ プライバシーを確保するため、EPLクエリで機微メタ キーの名前を変更しないでください。

機微メタ キーの名前を変更すると、それ以降データは保護されなくなります。

たとえば、select ip_src as ip_alias...のようなルールではip_aliasには機微データが含まれます

が、ESAは、 ip_aliasではなくip_srcのみ認識しているため、機微データは保護されません。この

場合、IPアドレスは難読化されません。実際の値が表示されることになります。

エンリッチメント  ソース

結合条件で機微メタ キーが使用された場合、機微データが表示される可能性があります。

結合条件の相手であるエンリッチメント  データベースには、機微メタ キーに一致する列が1つ存

在します。この相互参照は、難読化された値ではなく、実際の値に対するものです。その結果

として、実際の値が表示されます。

次の例では、結合条件の両方の部分がハイライト表示されています。

 l ip_srcには、機微データが含まれます。

 l ipv4はアラートに追加され、非機微データとして表示されます。

しかし、 ipv4値はip_src値と同じであるため、 ipv4には機微データが含まれており、結果として機

微データが表示されることになります。  
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ESAルール タイプ

このトピックでは、各ESAルール タイプとそれを使用するタイミング、各ロールに割り当てられた

権限について説明します。次の表は、各ルール タイプとその説明、各ルール タイプを使用する

タイミングを示しています。

ルー

ル 
タイ

プ

説明 使用するタイミング

ルー

ル ビ

ルダ

ルール ビルダでは、使いやすいインタ

フェースでルール条件を定義します。  

ルール ビルダは、最初のルールを作成する場

合に使用します。ルール条件の多くはリストか

ら選択します。

詳

細

EPL

EPL( イベント処理言語) を使用する

と、クエリを記述してルール条件を定

義できます。

ルール条件をEPL構文で定義するには、詳

細EPLルールを使用します。

RSA 

Live 

ESA

RSA Liveには、ESAルールのカタログ

があり、そこからルールをダウンロード

して編集し、ネットワークで実行する

ことができます。

既製のルールを利用するには、RSA Live 

ESAルールをダウンロードします。構成可能な

パラメータを変更して、要件を満たすようにカ

スタマイズします。

スターター パック ルール

NetWitness Suiteにはルール ビルダのサンプルのルールがいくつか付属しており、ルール ライブラリ

に表示されます。独自に作成する前に、ルールの操作に慣れるには、スターター パック ルール

を使用します。これらのサンプル ルールは安全に編集して導入できます。

評価版ルール モード

どのタイプのルールに対しても、追加的な安全措置として評価版ルール設定を選択できます。

評価版ルールは、管理者によって設定されたメモリ閾値を超過すると無効化されます。評価

版ルール モードでルールを実行してメモリ使用状況を監視し、メモリ使用量が閾値の許容範

囲を超えた場合にルールを自動的に無効化することができます。
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ロールの権限

このトピックでは、すべてのESA権限の一覧を表示し、事前構成された各NetWitness Suite
ロールにどの権限が割り当てられているかを示します。ユーザ アクセスは、ロールとそれに割り当

てられている権限に基づいて制限されます。

 l Administrators

 l Operators

 l Analyst

 l Security Operations Center (SOC) Managers

 l Malware Analysts (MA)

 l Data Privacy Officer

ESAには4種類の権限があります。

 1. Alertingモジュールへのアクセス：すべての権限に必要

 2. ルールの表示：ルール ライブラリ内のルールの表示専用の権限

 3. アラートの表示：ESA が生成するアラートの表示専用の権限

 4. ルールの管理：ルールを表示、作成、編集、削除する権限

次の表に、ESAの各権限とそれが割り当てられているロールを示します。各ロールがルールおよ

びアラートに対して行える操作を調べるには、この表を参照してください。

権限 Administrators Operators Analysts
SOC 
Managers

MA DPO

Alertsモ

ジュールへの

アクセス

可 可 可 可  可

ルールの表

示

可 可  可  可

アラートの表

示

可  可 可  可

ルールの管

理

可 可  可  可
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ロールと権限の詳細については、「システム セキュリティとユーザ管理ガイド」を参照してくださ

い。

スターター パック ルールの練習

NetWitness Suiteにはスターター パック ルールが付属しています。独自のルールを作成する前

に、ルールがどのようなものかを理解するのに役立ちます。スターター パック ルールを使用して、

ルール ビルダの操作に慣れ、またルールの編集や導入作業を練習してください。

スターター パック ルールはルール ライブラリにインストールされます。ルール ライブラリにはダウン

ロードまたは作成したすべてのルールが格納されます。次の図は、ルール ライブラリのサンプル 
ルールを示しています。

使用可能なスターター パック ルールを次に示します。

 l SAMPLE: P2P Software as Detected by an Intrusion Detection Device 

 l SAMPLE: Non SMTP Traffic on TCP Port 25 Containing Executable

 l SAMPLE: Whitelist-From outside of Germany, P2P Software as Detected by an Intrusion 
Detection Device

 l SAMPLE: Blacklist - From inside countries that are not the US, Non-SMTP Traffic on 
TCP Port 25 Containing Executable

 l SAMPLE: User Added to Admin Group Same User su Sudo

それぞれの名前は「SAMPLE」から始まり、NetWitness Suiteと一緒にインストールされたもので

あり、ユーザがダウンロードまたは作成したものではないことを示しています。
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ルール ライブラリ

ルール ライブラリには、ルールに関する次の情報が表示されます。

 l ［ルール名］：そのルールで収集するデータやイベントを要約したものです。

 l ［説明］：ルールについて詳しく説明しますが、ルール ライブラリでは先頭の部分しか表示さ

れません。

 l ［評価版ルール］：このルールに対して評価版モードが有効か無効かを示します。

 l ［タイプ］：ルール ビルダまたは詳細EPLで作成、RSA Liveからのダウンロードなど、ルールの

作成元を示します。

手順

 1. 構成＞［ESAルール］に移動します。

［ESAルール］ビューが表示され、［ルール］タブが開きます。

 2. ルール ライブラリでサンプル ルールを選択して をクリックするか、ルールをダブル クリックしま

す。
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ルール ビルダでルールが開かれます。

 3. スターター パック ルールを使用して操作を練習する際、詳細な説明や手順については次

のトピックを参照してください。

 l ルール ビルダのユーザ インタフェースの操作に慣れるには、「［ルール ビルダー］タブ」で各

フィールドの説明を参照してください。

 l ルールを編集する方法については、「ルール ビルダ ルールの追加」で詳細な手順を確認し

てください。

 l スターター パック ルールの導入については、「ESAで実行するルールの導入」を参照して、

ルールをESAサービスに関連づける方法を確認してください。

スターター パック ルールを使用した練習が終了すれば、独自のルールをダウンロード、作成、

導入できるようになります。
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評価版ルールの使用

ルールのメモリ使用量が多すぎると、ESAサービスの処理が遅延したり、無応答状態になったり

する可能性があります。ルールがメモリを過剰に使用するのを防ぐには、あらゆる種類のルール

で評価版ルールを有効にします。デフォルトでは、作成した新しいルールとインポートしたRSA 
Liveルールは、評価版ルールとして構成されます。RSAでは、お使いの環境の通常時とピーク

時のネットワーク トラフィックで新しいルールをテストした後でのみ、評価版ルール設定を無効化

することをお勧めします。評価版ルールを作成するときに、ルールが使用できるメモリの割合をグ

ローバル閾値として設定します。設定されたメモリ閾値を超えると、すべての評価版ルールが

無効になります。

NetWitness Suite ESA( Event Stream Analysis) サービスは、Concentratorから受信する大量の

雑多なイベント  データを処理することができます。ただし、過度なメモリを使用するルールを作

成してしまう場合があります。このようなルールにより、ESAサービスの処理が遅延したり、予期

しないシャットダウンが発生する場合があります。ルールを評価版ルールとして構成することで、

このようなことが起こらないようにできます。評価版ルールを構成する場合は、ルールが使用可

能なメモリの割合をグローバル閾値として設定します。構成されたメモリ閾値を超えた場合は、

すべての評価版ルールが自動的に無効になります。

より効率的なルールを作成するヒントについては、ベスト  プラクティスの「ルール作成のベスト  プラ

クティス」を参照してください。

デフォルトでは、新しいルールとRSA Liveルールは、評価版ルールとして構成されます。ベスト  
プラクティスとして、既存のルールを編集するときにも、評価版ルール オプションを選択します。

このオプションを選択すると、次のことが可能になります。

 l 安全対策を講じた上で、ルールを導入する。

 l オプションで、メモリ使用率のスナップショットを表示して、ルールによってメモリに問題が生じて

いないか確認する。

 l ルールの条件を変更してパフォーマンスを向上させる必要があるがどうかを判断する。

注：ルールを評価版ルールとして実行し、通常時およびピーク時のネットワーク トラフィックで

十分な時間をかけてパフォーマンスを評価してください。  

評価版ルールとしてのルールの導入

このトピックでは、管理者を対象として、新規のルールを作成するときやルールを編集するとき

に評価版ルールを有効にする方法について説明します。指定されているJVMメモリ全体の使

用量の閾値を超過すると、評価版ルールは自動的に無効になります。

手順

評価版ルールとしてルールを導入するには、次の手順を実行します。
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 1. ［構成］＞［ESAルール］に移動します。

［ESAルールの構成］ビューが表示され、［ルール］タブが開きます。

 2. ルール ライブラリで、ルールの追加または編集を選択します。ルール ビルダが新しい

タブに表示されます。

 3. 新規または編集するルールを評価版ルールにするには、［評価版ルール］チェックボックスを

選択します。

 4. 必要に応じてルールの条件を追加するか、ルールを編集します。ルールを編集する方法に

ついては、「ルール ライブラリへのルールの追加」を参照してください。

 5. ［保存］をクリックします。  

 6. ESAに対して評価版ルールが有効になっていることと、評価版ルールに構成された閾値が

十分であることを確認してください。

メモリの閾値は、構成ファイルで設定します。設定の手順については、「ESA構成ガイド」の

「評価版ルールのメモリ閾値の変更」を参照してください。

閾値はESAごとに構成し、Java仮想メモリのパーセンテージで指定します。

メモリ閾値の構成パラメータであるMemoryThresholdforTrialRulesのデフォルト値は85です。

 7. オプションで、ヘルスモニタのポリシーを構成し、JVMメモリ全体の使用量の閾値を超過した

ときにメール通知を送信することができます。

このルールを次に導入するときには、評価版ルール モードで実行されます。
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注： 評価版ルールが無効の場合は、［構成］＞［ESAルール］＞［サービス］タブに移動して、

評価版ルールを再度有効にする必要があります。  サービスに対して評価版ルールを再度有

効にする方法については、「ESAの統計とアラートの表示」を参照してください。

評価版モードでのルールのメモリ メトリックの表示

このトピックでは、ESAルールを記述する担当者を対象に、評価版ルールに構成されているメモ

リの閾値を超えた場合のメモリ メトリックの表示方法について説明します。メモリの閾値を超え

た場合、評価版ルールが無効になった時点でのESAルールのメモリ使用量について、スナップ

ショットを作成するよう構成できます。これによってメモリの使用量を調査して、より効率的にな

るようルールを編集することができます。

評価版ルールを構成したときにメモリ スナップショット機能を有効にすると、メモリの閾値を超過

した場合にすべての評価版ルールが無効になり、無効になった時点ですべてのESAルールのメ

モリ使用量のスナップショットが作成されます。これにより、どのくらいのメモリが使用されている

か、また効率性を高めるためにどのようにESAルールを変更する必要があるかが分かります。メ

モリのスナップショットはヘルスモニタのシステム統計ブラウザで表示できます。そのため、このモ

ジュールに対するアクセス権が必要です。システム統計ブラウザで詳細を確認した後、評価版

ルールの構文を変更して、評価版ルールを再度有効にすることができます。

ルールのメモリ使用量をトラブルシューティングするためにメモリ スナップショット機能を使用するに

は、概要レベルで次の手順を実行する必要があります。

 1. 導入するすべての新規ルールに対して評価版モードを有効にします。「評価版ルールとして

のルールの導入」を参照してください。

 2. メモリの閾値を超過した場合にメールを送信するようにヘルスモニタのESAポリシーを構成し

ていることを確認します。

 3. ヘルスモニタ モジュールを表示するための適切な権限があるかどうかを確認します。ロールと

権限についての詳細は、「ロールの権限」を参照してください。

 4. メモリ スナップショット機能が有効になっていることを確認します( NetWitness Suiteエクスプ

ローラでEnabledCaptureSnapshotパラメータを確認) 。メモリ スナップショット機能はデフォルト

で無効になっています。下記の「メモリ スナップショット機能の有効化と無効化」を参照して

ください。RSAでは、新しいルールのテストが完了した後に、この機能を無効にすることを推

奨します。

 5. 評価版ルールによってメモリ閾値超過がトリガーされた場合は、ヘルスモニタでメモリ使用率

統計を表示します。

 6. アラームをトリガーしたルールを変更します。ルールを記述する場合のベスト  プラクティスにつ

いては、「ベスト  プラクティス」を参照してください。
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 7. メモリ閾値を超過したときに無効化された評価版ルールを再び有効化します。評価版ルー

ルを再度有効にする方法については、「ESAの統計とアラートの表示」を参照してください。

 8. 評価版ルールのテストを続けます。  

 

注：他のデバッグ ツールと同様に、メモリ スナップショット機能の使用により、通常とは異なる

負荷がかかる場合があります。スナップショットを積極的に作成すると、メモリ スナップショット

機能によりESAサービスに遅延が生じることがあります。スナップショット作成時には、ESAサー

ビスはアラートの生成を停止します。RSAでは、新しいルールのテストが完了した後に、メモリ 
スナップショット機能を無効にすることを推奨します。メモリ スナップショット機能を無効にする

と、メモリ使用量が構成した閾値を超過したときに評価版ルールは無効になりますが、メモリ

のスナップショットは作成されず、ヘルスモニタのシステム統計ブラウザに統計も表示されなくな

ります。

前提条件

メモリ メトリックを表示するための要件は次のとおりです。

 l 1つ以上のESAルールを評価版ルールとして構成する必要があります。

 l メモリ スナップショットを有効にする必要があります( NetWitness Suiteエクスプローラの

EnabledCaptureSnapshotパラメータを使用) 。

 l ヘルスモニタの統計を表示するための権限が必要です。  

 l メモリ閾値を超過した場合にメールで通知するよう、ヘルスモニタのポリシーが構成されてい

る必要があります。

手順

メモリ メトリックの表示

 1. ［管理］＞［ヘルスモニタ］＞［システム統計ブラウザ］に移動します。

 2. コンポーネントとして［Event Stream Analysis］を選択します。カテゴリに、「ESA-Metrics」と
入力します。
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［サブアイテム］フィールドにルールの名前が、［値］列にメモリの使用量が表示されます。

注：［最終更新］フィールドには、ヘルスモニタがESAをポーリングした時間が表示されます。し

かし、メモリ スナップショットを取得するのはメモリ閾値が超過した場合だけであるため、スナッ

プショットが作成または更新された時間はこのフィールドには反映されません。スナップショット

は、メモリの閾値超過が再び発生するまでそのまま残ります。たとえば、メモリの閾値超過が

2015年10月10日の正午に発生した、ヘルスモニタのポーリングが2015年10月10日の午後3時
に行われた場合は、［最終更新］フィールドの日付には「2015/10/10 3 p.m.」と表示されます。  

メモリ スナップショット機能の有効化と無効化

 1. ［管理］＞［サービス］に移動し、ESAを選択します。  

 2. ＞［表示］＞［エクスプローラ］を選択し、以下に示すように［CEP］＞［メトリック］＞

［構成］に移動します。

 3. メモリ スナップショット機能を有効にするか無効にするかに応じて、EnabledCaptureSnapshot
フィールドをtrueまたはfalseに変更します。  
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ルール ライブラリへのルールの追加

このトピックでは、ルールのタイプごとに、ルールをルール ライブラリに追加する方法について説明

します。ルールを導入する前に、ルール ライブラリに追加する必要があります。このセクション内

のすべてのタスクでは、ルールを管理する権限が必要です。ルールを追加するには、RSA Live
からルールをダウンロードするか、ルール ビルダでルールを作成するか、詳細EPLルールを作成

することができます。

各手順の詳細については、次のトピックを参照してください。

 l 構成可能なRSA Live ESAルールのダウンロード

 l ルール ビルダ ルールの追加

 l 詳細EPLルールの追加

ルールの導入だけでなく、ルール ライブラリでルールの編集、コピー、インポート、エクスポート、

削除ができます。これらの手順の詳細ついては、「ルールの使用」ルールの使用

構成可能なRSA Live ESAルールのダウンロード

このトピックでは、構成可能なルールをNetWitness Suite Liveコンテンツ管理システムからダウン

ロードする方法について説明します。ダウンロードしたルールは、ニーズに合わせてカスタマイズ

することができます。

RSA Liveには、ルールのカタログがあります。ルールごとに構成可能なパラメータがあるため、

ルールはご使用の環境に合わせてカスタマイズできます。例えば、自社のネットワークで検出し

たいイベントを検出するためのルールがRSA Liveで提供されている場合は、そのルールをダウン

ロードして時間を節約できます。構成可能なパラメータを編集して、ルールをルール ライブラリ

に保存できます。  

次の表は、RSA Liveで公開されるRSA Live ESAルールとルールの説明のサンプルです。

ルール名 説明

Logins across Multiple 

Servers

5分以内の、3つ以上の別のサーバでの同じユーザからのログイン

を検出します。

The time window and number of unique destinations are 

configurable.

As the name shows, the rule looks for logins across multiple servers. ルールの説明には、ルール

の条件についての詳細な記述と、変更できるパラメータが記載されています。
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注：ルールの説明に構成可能なパラメータが記載されている場合、そのパラメータにはデフォ

ルト値が設定されています。このサンプル ルールでは、説明に5分と記述されています。ただ

し、タイム ウィンドウは構成可能であるため、5分はデフォルトの分数です。

前提条件

構成可能なRSA Live ESAルールをダウンロードするための前提条件は次のとおりです。

 l ルールを管理する権限が必要です。

 l Liveアカウントを作成します。詳細については、「Liveサービス管理ガイド」を参照してくださ

い。

 l NetWitness SuiteでLiveを設定します。詳細については、「Liveサービス管理ガイド」を参照

してください。

手順

構成可能なRSA Live ESAルールをダウンロードするには、次の手順を実行します。

 1. 構成＞［ESAルール］に移動します。

［ルール］タブが表示されます。

 2. ［オプション］パネルで、［RSA Liveからルールを取得］をクリックします。

［Liveコンテンツの検索］ビューが表示されます。

 3. ［検索条件］で、［リソース タイプ］に［RSA Event Stream Analysis Rule］を選択します。
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 4. 目的のルールを探すため、検索条件として次のいずれかを指定します。

検索条件の詳しい説明については、「Liveサービス管理ガイド」の「Liveの［検索］ビュー」を

参照してください。

 a. キーワード

 b. タグ

 c. 必要なメタ キー

 d. 生成されるメタ値

 e. リソース作成日

 f. リソース更新日

 5. ［検索］をクリックします。検索条件に一致するルールが［一致するリソース］に表示されま

す。

 6. ダウンロードするルールをそれぞれ選択して、［導入］をクリックします。

導入ウィザードが表示されます。

 7. ウィザードの手順に従います。詳細については、「Liveサービス管理ガイド」の「Liveでのリ

ソースの導入」を参照してください。

ウィザードのステップが完了すると、選択したルールは、ルール ライブラリに表示されます。

RSA Live ESAルールのカスタマイズ

このトピックでは、RSA Live ESAルールのパラメータを構成する方法について説明します。RSA 
Live ESAルールをダウンロードすると、そのルールはルール ライブラリに表示されます。ルール ラ
イブラリの列を次に示します。

 l 名前

 l 説明

 l 評価版ルール

 l タイプ

タイプは、「RSA Live ESAルール」です。
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前提条件

 l Administratorロール、Operatorロール、SOC Managerロール、DPOロールのいずれかの権限

が必要です。

 l ルールはルール ライブラリにダウンロードする必要があります。

手順

RSA Live ESAルールをカスタマイズするには、次の手順を実行します。

 1. 構成＞［ESAルール］＞［ルール］タブに移動します。

 2. ［ルール ライブラリ］でRSA Live ESAルールを選択し、 をクリックします。

［RSA Live ESAルール］タブが表示されます。

 3. ( オプション) 次のフィールドを変更します。

 l ルール名

 l 説明

 l 評価版ルール( デフォルトで有効になっています。RSAは、ルールを評価版ルールとして

実行し、通常時およびピーク時のネットワーク トラフィックで十分な時間をかけてパフォー

マンスを評価することを推奨します。)

 l 重大度

 4. 実際の環境に合わせてルールを構成するには、［パラメータ］セクションの［値］列でデフォル

トを置き換えます。

 5. ［保存］をクリックします

ルール ビルダ ルールの追加

このトピックでは、ルール ビルダ タイプのルールを追加するための全体的な手順について説明し

ます。

ESAの各ルールは、ネットワークで以下のような事象を検出し、それに関するアラートを生成す

るよう設計されています。

 l 許可されていないユーザ アクティビティ( 認可されていないソフトウェアのダウンロード試行な

ど)
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 l 疑わしい挙動( 監査の一括クリアなど)

 l 悪意のある既知の脅威( ワームの伝播、パスワード解析ツールなど)

ESAでは、次の2つの方法でルールを設計できます。

 l ルール ビルダは使いやすいインタフェースです。メタ キーとメタ値を指定し、リストから値を選

択して条件を完成させます。

 l 詳細EPLを使用すると、イベント処理言語でクエリを記述できます。EPL構文を理解してい

る必要があります。

EPLを理解している場合は、いずれの方法でもルールを設計できます。EPLを理解していない

場合は、ルール ビルダを使用する必要があります。これらのトピックでは、ルール ビルダについて

説明します。  
  

ステップ1. ルールの名前と説明を入力

このトピックでは、ルールの名前を指定し、評価版ルールかどうかを指定して、重大度レベルを

割り当てる手順について説明します。新しいルールを追加する場合、最初に入力するのは、

一意の名前とそのルールの検出対象の説明です。ルールの作成後、この情報はルール ライブ

ラリに表示されます。  

前提条件

ルールを管理する権限が必要です。「ロールの権限」を参照してください。

手順

ルールの名前と説明を入力するには、次の手順を実行します。

 1. 構成＞［ESAルール］＞［ルール］タブに移動します。

 2. ルール ライブラリで、 ＞［ルール ビルダ］を選択します。

［新しいルール］タブが表示されます。
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 3. ［ルール名］フィールドに、一意の分かりやすい名前を入力します。

この名前はルール ライブラリに表示されるため、他のルールと区別しやすいものにしてくださ

い。

 4. ［説明

］フィールドに、ルールによって検出されるイベントの説明を入力します。説明の先頭部分

はルール ライブラリに表示されます

 5. デフォルトでは、新しいルールは評価版ルールとして構成されます。評価版ルール全体でメ

モリの閾値を超えたときに、ルールが自動的に無効になるように、［評価版ルール］を選択

します。既存のルールを編集している場合は、［評価版ルール］を選択し、ルールの編集を

安全にテストします。

評価版ルール モードは、ルールが効率的に実行されているかどうかを確認し、メモリ不足に

よるダウンタイムを回避するための安全措置として使用してください。詳細については、「評

価版ルールの使用」を参照してください。

 6. ［重大度］で、ルールを［低］、［中］、［高］、［クリティカル］のいずれかに分類します。

ステップ2. ルール ステートメントのビルド

このトピックでは、ルール ビルダでステートメントを追加して、ルールの基準を定義する方法につ

いて説明します。ルール ビルダのステートメントは、ルールの基準を論理的なグループにまとめた

ものです。ステートメントを追加して、ルールの検出対象を定義することができます。  
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例

次の図は、ルール ビルダのステートメントの例を示しています。

すべてのステーメントには、キーと値が含まれています。次に、オプションを選択してメタキーと値

のペアに対してロジックを作成します。

前提条件

ルール ステートメントを作成するには、メタ キーとメタ値を理解する必要があります。

メタ キーの完全な一覧は構成＞［ESAルール］＞［設定］＞［メタ キー参照］を参照してくださ

い。

手順

ルール ステートメントを作成するには、次の手順を実行します。

 1. ［構成］＞［ESAルール］に移動します。

デフォルトで［ルール］タブが表示されます。

 2. ［ルール ライブラリ］で、 ＞［ルール ビルダ］をクリックするか、既存のルール ビルダ ルー

ルを編集します。

［ルール ビルダ］ビューが表示されます。

 3. ［条件］セクションで、 をクリックします。

［ステートメントのビルド］ダイアログが表示されます。
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 4. ステートメントの［名前］を指定します。分かりやすい名前を指定してください。ステートメン

トの名前はルール ビルダに表示されます。

 5. ドロップダウン リストから、必要な条件を選択します。

 l すべての条件を満たす場合

 l いずれかの条件を満たす場合

 6. ステートメントの基準を設定します。

 a. ［キー］に、メタ キーの名前を入力します。

 b. ［演算子］にメタ キーと値との関係を指定します。

選択肢は、［等しい］、［等しくない］、［NULLでない］、［次より大きい］( >) 、［次の値

以上］( >=) 、［次より小さい］( <) 、［次の値以下］( <=) 、［次の値を含む］、［次の値を

含まない］、［次の値で始まる］、［次の値で終わる］です。

 c. メタ キーの値を入力します。

値には引用符を付けないでください。複数の値は、コンマで区切ります。

 d. ［大文字と小文字を区別しない］フィールドは、文字列と文字列の配列に適用されま

す。［大文字と小文字を区別しない］フィールドを選択すると、クエリはすべての文字列

テキストを小文字の値として扱います。  これにより、Johnsonという名前のユーザを検索

するルールは、イベントに「johnson」、「JOHNSON」、または「JoHnSoN」が含まれている

場合にトリガーします。

 e. ［配列］フィールドは、［値］フィールドの内容が1つの値か、複数の値かを示します。
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［値］フィールドに複数のコンマ区切りの値を入力した場合は［配列］チェックボックスをオ

ンにします。たとえば、「ec_activity is Logon, Logoff」の場合は、［配列］チェックボックス

をオンにする必要があります。

 7. ステートメントで別のメタ キーを使用するには、 をクリックして、［メタ条件の追加］を選択

し、ステップ6を繰り返します。  

 8. ホワイトリストを追加するには、 をクリックし、［ホワイトリスト条件の追加］を選択します。

 9. ブラックリストを追加するには、 をクリックし、［ブラックリスト条件の追加］を選択します。

 10. ステートメントを保存するには、［保存］をクリックします。  

ホワイトリストの追加

ホワイトリストを使用して、指定されたイベントがルールのトリガー対象から除外されるようにしま

す。  ホワイトリストは、地理的な位置情報またはカスタムのCSV形式のエンリッチメント  ソース

によって定義できます。たとえば、米国以外のIPアドレスに対してのみトリガーするルールを作

成する場合は、米国のIPアドレスのホワイトリストを作成できます。

 1. メタ条件を追加した後に、 をクリックし、［ホワイトリスト条件の追加］を選択します。

 2. ［リスト名の入力］フィールドでエンリッチメント  ソースを選択します。CSVまたはEsperの名前

付きウィンドウからロードされた任意のエンリッチメント  ソースをホワイトリストのソースとして使

用できます。  

 3. ホワイトリストにGeoIPソースを使用した場合、サブ条件としてipv4が自動的に入力されま

す。対応する［値］フィールドにメタ値を入力します。たとえば、「ipv4 is ip_src」と入力して、

GeoIPレコードがip_srcを元にGeoIPデータベースから検出されるようにします。さらに、ホワイ

トリストにGeoIPソースを使用した場合は、サブ条件を追加してルールの結果から除外する

地域を指定します。たとえば、国コードが米国の場合に除外するには、「CountryCode is 
US」と入力します。

ブラックリストの追加

ブラックリストを使用して、指定されたイベントでルールがトリガーされるようにします。ブラックリス

トは地理的な位置情報またはカスタムのCSV形式のエンリッチメント  ソースによって定義できま

す。たとえば、ルールにドイツの結果のみが含まれるよう指定できます。

 1. メタ条件を追加した後に、 をクリックし、［ブラックリスト条件の追加］を選択します。

 2. ［ブラックリスト名の入力］フィールドで、エンリッチメント  ソースを選択します。CSVまたは

Esperの名前付きウィンドウからロードされた任意のエンリッチメント  ソースをブラックリストの

ソースとして使用できます。  
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 3. ブラックリストにGeoIPソースを使用した場合、サブ条件としてipv4が自動的に入力されま

す。対応する［値］フィールドにメタ値を入力します。たとえば、「ipv4 is ip_src」と入力して、

GeoIPレコードがip_srcを元にGeoIP検索データベースから検出されるようにします。さらに、

ブラックリストにGeoIPソースを使用した場合は、サブ条件を追加してルールの結果に含める

地域を指定します。たとえば、ドイツの結果のみを含むルールを指定するには、

「CountryCode is DE」と入力します。

例：ブラックリスト

次のステートメントは、米国以外の国を送信元とする、宛先TCPポート25への実行可能ファイ

ルを含む非SMTPトラフィックを監視するルールのブラックリスト  ステートメントを示しています。  

 ステートメント 説明

service is not 25 トラフィックはSMTPトラフィックではありません。  

tcp_dstport is 25 トラフィックはTCPポート25で稼働しています。  

extension is exe, 

com,vb,vbs,vbe,cmd,bat,ws,wsf,src,sh

ファイル拡張子は実行可能ファイルです。

GeoIpLookup ブラックリストのソースはGeoIPLookupです。

ipv4 is ip_src GeoIPレコードは、event.ip_srcを元にGeoIP検索デー

タベースから検出されます。  
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 ステートメント 説明

countryCode is not US  GeoIPデータベースでevent.ip_srcのIPアドレスを検索

した結果、GeoIPレコードのcountryCodeフィールドに

「US」が含まれません。

例：大文字と小文字を区別しない、厳格なパターン マッチング、「Is Not Null」演算子の使用

次の例では、大文字と小文字を区別せず、null値を除外し、厳格なパターン マッチングによ

り、予想されるルール結果が返されるようにします。次の条件によりルールが構成されます。

ルールの条件 説明

Failures この条件では、［Followed By］コネクタを含む5回のログイン失敗を検索し

ます。つまり、条件( Failures) の後には次の条件( Success) が続く必要が

あります。

Success この条件では、1回のログイン成功を検索します。  

ModifyPassword この条件では、パスワードの変更を検索します。

GroupBy: user_

dst, device class

［GroupBy］フィールドによって、前述のすべての条件がuser_dstメタ( ユーザ

宛先アカウント ) とデバイスクラスでグループ化されます。これは、ユーザが

同じ宛先アカウントに複数回ログインを試み、最終的にログインに成功

し、その後パスワードを変更した場合を検索するルールを作成するうえで

重要です。device classでグループ化することにより、同じマシンからログイ

ンしたユーザが1つのアカウントに複数回ログインしていることを確認できま

す。結果をグループ化しない場合、このルールは予期しない結果をもたら

すことがあります。
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ルールの条件 説明

Occurs within 

5minutes

イベントが発生するタイム ウィンドウは5分です。このタイム ウィンドウ外で

イベントが発生した場合、ルールはトリガーされません。  

Event Sequence: 

Strict

イベント  シーケンスには、厳格なパターン マッチングが適用されます。つま

り、パターンは、介在するイベントなしで指定されているとおり正確に一致

する必要があることを示します。   

厳格なパターン マッチングを使用すると、Esperエンジンではルールが検索

するパターンと正確に一致する場合にのみアラートが生成されます。たとえ

ば、5回のログイン失敗後のログイン成功を検出する場合を想定します。

非厳密なパターン マッチングを選択した場合、ログインが5回失敗するま

での間に、ログイン成功が何度か発生していても、ルールがトリガーされま

す。ルールのポイントは、頻繁かつシーケンシャルなログイン試行を検索す

ることであるため、期待する結果を得るためには厳格なパターン マッチング

を選択する必要があります。  

注：各条件については、以下のセクションで詳しく説明します。  

条件ごとに、ルール ビルダでステートメントを作成します。次のステートメントはFailures条件を

表しています。
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ルール 
ステー

トメント

説明

ec-

activity 

is 

Logon

( 大文

字小文

字を区

別しな

い)

システムへのログオンを試行するアクティビティを識別します。

［大文字と小文字を区別しない］フィールドは、文字列と文字列の配列に適用さ

れます。［大文字と小文字を区別しない］フィールドを選択すると、クエリはすべて

の文字列テキストを小文字の値として扱います。  特定のイベントが大文字または

小文字のどちらでログに記録されるかが不明な場合に、このフィールドを選択しま

す。大文字小文字は区別されないため、アクティビティが「Logon」、「logon」、
「LoGoN」とログに記録されていても、ルールはトリガーされます。

ec_

outcome 

is 

Failure

( 大文

字小文

字を区

別しな

い)

「failure」とログに記録されたアクティビティ結果を識別します。大文字小文字は区

別されないため、アクティビティが「failure」、「Failure」、「FaiLuRe」」とログに記録さ

れていても、ルールはトリガーされます。

user_dst 

is not 

null

user_dstに値が設定されている場合にのみ条件がtrueになります。　 

is not null演算子を使用すると、フィールドに値が設定されていることを検証できま

す。ルールが1つの値を返す特定のフィールドに依存している場合にこの演算子を

使用してください。たとえば、同じユーザによる同じ宛先アカウントへの複数回のロ

グイン試行( パスワード推測攻撃の可能性があります) を特定するルールを作成す

る場合です。ユーザ宛先アカウントのフィールドが空の場合、ルールはトリガーされ

ません。フィールドに値が含まれていることを確認するには、 is not null演算子を使

用します。  

 

次のステートメントはSuccess条件を表しています。
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ルール ステートメ

ント

説明

ec_activity is 

Logon

ログオン アクティビティを識別します。  

ec_outcome is 

Success

成功したログオンを識別します。

user_dst is not null 条件がtrueになるには、ユーザ宛先アカウントが設定されている必要が

あります。  

 

次のステートメントはModifyPassword条件を表しています。
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ルール ステートメ

ント

説明

user_dst is not null 条件がtrueになるには、ユーザ宛先アカウントが設定されている必要が

あります。  

ec_subject is 

Password

対象がパスワードであることを指定します。  

ec_activity is 

Modify

パスワードが変更されたアクティビティを識別します。  

例の結果

上記の例で説明したルールにより発生したアラートは、7つのイベントによってトリガーされ、各イ

ベントに同一のユーザが含まれていることが分かります。イベントが厳密なパターンに従っている

ことも分かります。つまり5回のログイン失敗イベントの後に、ログインに成功し、その後にアカウ

ントが変更されています。  

次の図は、［対応］の［アラート  リスト］ビューのアラートを示しています。

次の図は、［応答アラートの詳細］ビューのアラートのイベントを示しています。
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いずれかのイベントのソースをクリックして調査モジュールにドリル ダウンすると、各文字列値の

大文字小文字が確認できます。［大文字と小文字を区別しない］を使用したため、文字列

値が大文字でも小文字でもルールはトリガーされます。  

例：ルール結果のグループ化

［Group By］フィールドを使用すると、ルール結果をグループ化してフィルタリングできます。たとえ

ば、Joe、Jane、Johnの3つのユーザ アカウントがある場合は、［Group By］フィールドに、user_dst
を指定します。その結果、Joe、Jane、Johnのアカウントでグループ化されたイベントが表示されま

す。

また複数のキーでグループ化して、ルール結果をさらに絞り込むこともできます。たとえば、ユー

ザ宛先アカウントとマシンでグループ化し、同じマシンから同じ宛先アカウントに複数回ログイン

しているユーザがいないかを確認できます。  これを行うには、device_classとuser_dstでグループ

化します。

次の例は、device_classとuser_dstでグループ化されたルールを示しています。  
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ルールの条

件

説明

Failed 

Logins

5回失敗したログインを識別します( この後に「Followed By」条件が続く必要

があります。つまり、5回の失敗の後に1回のログイン成功が続く必要がありま

す) 。

Successful 

Login

1回のログインの成功を識別します。  

Group By: 

user_dst and 

device_class

ルール結果をuser_dst( ユーザ宛先アカウント ) とdevice_class( ユーザがログイン

しているマシンのタイプ) でグループ化します。これより、同じマシンから同じ宛

先アカウントにログインしているユーザを検索することができ、さらにルールの結

果のターゲットを絞り込むことができます。  

Occurs 

within 5 

minutes with 

a strict 

pattern 

match

イベントは5分以内に発生する必要があり、厳格なパターン マッチングを適用

します。つまりルールをトリガーするにはパターンに正確に一致する必要があり

ます。  
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例：数値演算子の使用

数値演算子を使用すると、値が特定の値より大きい、小さい、または同等であることを指定す

るなど、数値に対するルールを作成できます。これは特に、「payload is greater than 7000」のよ

うに、数値の閾値を指定する場合に役に立ちます。  

次の例では、転送サイズが大きく、ペイロードのサイズが疑わしい範囲にある一般的なポートを

使用した特定の宛先へのデータ転送を特定しています。

ルール ステートメント 説明

ip_dst is 10.10.10.1 宛先ポートは10.10.10.1です。

ip_dstport is greater than or 

equal to 1024

宛先ポートは一般的に使用されるポート範囲( 1024以上)

内です。

size is greater than or equal to 

10000

転送サイズは、10000以上です。不審な大規模な転送を

意味します。  

payload is greater than 7000 ペイロードは、7000~8000の範囲です。不審な大量のペイ

ロードを意味します。  

payload is less than 8000 ペイロードは、7000~8000の範囲です。不審な大量のペイ

ロードを意味します。  
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ステップ3. ルール ステートメントへの条件の追加

このトピックでは、特定のタイム フレームを指定するなど、ルール ステートメントに条件を追加す

る方法について説明します。ステートメントを作成するときには、ルールで何を検出するかを指

定します。その状況が何回またはいつ発生したかなど、より詳細な規定を設定するために条

件を追加します。

例

次の図はルール ビルダの条件にステートメントが追加されている例を示しています。ステートメン

トと条件の組み合わせにより、ルールの基準が構成されます。

このルールではログオンの試行が5回失敗し、その後に1回成功していることを検出しています。

これは何者かがユーザ アカウントをハッキングしようとしている兆候である可能性があります。

ルールの基準は次のとおりです。

 A. ログオンの失敗が5回。

 B. それらの失敗の後にログオンが1回成功。

 C. パスワードが変更されていない。

 D. すべてのイベントが5分以内に発生する必要がある。

 E. ステップAとBは同じ宛先ユーザアカウントで実行する必要があるため、ユーザ( user_dst) に
よりアラートをグループ化する。また、同じマシンからログインしたユーザが1つのアカウントに

複数回ログインしていないかを確認するためにマシン( device_class) でグループ化する。

 F. 厳格にパターンが一致する必要がある。つまり、パターンの途中でイベントが発生することな

く完全に一致する必要があります。   

手順

ルール ステートメントに条件を追加するには、次の手順を実行します。

59 ルールライブラリへのルールの追加



ESAを使用したアラート ガイド

 1. ［条件］セクションでステートメントを選択し、 をクリックします。

 2. ［発生］フィールドをクリックし、ルールの基準を満たすために必要な発生回数の値を指定し

ます。

 3. ステートメントが複数になる場合は、［コネクタ］フィールドをクリックし、ステートメントを別のス

テートメントと組み合わせるための論理演算子を次から選択します。

 l followed by

 l not followed by

 l AND

 l OR

 4. ［相関タイプ］は［followed by］と［not followed by］にのみ適用されます。［同一］の相関タ

イプを選択した場合は、関連づけるメタを1つ選択します。［結合］の相関タイプを選択した

場合は、関連づけるメタを2つ選択します。2つの異なるデータ ソースからメタを関連づける

場合は、［結合］を使用します。たとえば、AVアラートとIDSアラートを関連づける場合があ

ります。異なるソースの2つのメタが結合されているユースケースについては、以下の例を参

照してください。

 5. 指定したタイム フレーム内にイベントが発生する必要がある場合は、［期間］フィールドに

分数を入力します。

 6. パターンが厳格な一致または非厳格な一致のどちらに従う必要があるか選択します。厳

密な一致の指定とは、パターンが指定したものと全く同じ順序で発生し、間に他のイベント

は一切発生しないことを意味します。たとえば、5回のログイン失敗( F) の後にログインが1
回成功( S) することをシーケンスで指定すると、このパターンはユーザが次のシーケンスを実

行した場合にのみ一致します。F,F,F,F,F,S。非厳格な一致を指定した場合、シーケンス

内に他のイベントが発生しても、指定されたイベントがすべて発生していればルールはトリ

ガーされます。たとえば、5回のログイン失敗( F) が発生する途中で、任意の回数のログイン

成功( S) が発生し、その後で1回ログインが成功する場合、F,S,F,S,F,S,F,S,F,S。この場

合、途中でログインが成功しても、ルールはトリガーされます。   

 7. ドロップダウン リストからグループ化するフィールドを選択します。［Group by］フィールドによ

り、受信イベントをグループ化して評価できます。たとえば、5回のログオン失敗の後に1回
成功するパターンを検出するルールでは、同一ユーザである必要があるため、user_dstが
［Group By］のメタ キーになります。複数のメタ キーでグループ化することもできます。前述

の例では、ユーザとマシンでグループ化し、同じマシンからの同じユーザ アカウントによる複

数回のログイン試行であることを確認します。  これを行うには、device_classとuser_dstでグ

ループ化します。
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例

次の図は、複雑なユースケースを実現できるように、複数のデバイス間で同一のエンティティを

評価できるルールの条件の例を示しています。たとえば、同一のワークステーションに対してIDS
( 侵入検知システム) アラートの後にAV( ウイルス対策) アラートが続いた場合にトリガーする

ルールを作成できます。ワークステーションのキーが2つのソース( IDSとAV) で同一ではないた

め、異なるエンティティを評価するために［結合］を実行できます。

IDSアラートで、ワークステーションがIDSアラートのソースIPアドレスによって識別され、AVアラー

トの宛先IPアドレスと比較されます。

ルールの基準は次のとおりです。

 A. IDSアラートが発生します。

 B. AVアラートの宛先IPアドレスとIDSアラートのワークステーションのソースIPアドレスが結合さ

れ、異なるソースにわたる同一のエンティティを表示できます。

 C. ウイルス対策アラートがIDSアラートの後に続きます。

詳細EPLルールの追加

このトピックでは、EPLクエリを記述してルールの基準を定義する方法について説明します。

EPLは、大量のイベントや時間ベースのイベント  データを扱う宣言型言語です。この言語は、

イベントのフィルタリングと集計を表現するために使われ、複数のイベント  ストリームのスライディ

ング ウィンドウを結合することもできます。EPLには、イベントの複雑な時間因果関係を表現す

るためのパターン セマンティックも含まれます。

ルールの基準がルール ビルダで指定できるものよりも複雑な場合には、詳細なEPLルールを記

述します。

EPL構文の説明は、このガイドの対象外です。  

 l EPLのドキュメントは、http://www.espertech.com/esper/documentation.phpを参照してくださ

い。  

 l EPLオンライン ツールについては、http://esper-epl-tryout.appspot.com/epltryout/mainform.html
を参照してください。

前提条件

詳細なルールを追加するための前提条件を次に示します。
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 l イベント処理言語( EPL) についての知識があること。

 l ESAアノテーションを使って、EPLステートメントをアラート生成用にマークすることを理解して

いること。

手順

詳細EPLルールを追加するには、次の手順を実行します。

 1. 構成＞［ESAルール］に移動します。

 2. ［ルール ライブラリ］で ＞［詳細EPL］を選択します。

 3. ［ルール名］フィールドに、固有の記述名を入力します。

この名前はルール ライブラリに表示されるため、他のルールと区別しやすいものにしてくださ

い。

 4. ［説明］フィールドに、ルールによって検出されるイベントの説明を入力します。

説明の先頭部分はルール ライブラリに表示されます

 5. 評価版ルール全体でメモリの閾値を超えたときに、ルールが自動的に無効になるように、

［評価版ルール］を選択します。

評価版ルール モードは、ルールが効率的に実行されているかどうかを確認し、メモリ不足に

よるダウンタイムを回避するための安全措置として使用してください。詳細については、「評

価版ルールの使用」を参照してください。

 6. ［重大度］で、ルールを［低］、［中］、［高］、［クリティカル］のいずれかに分類します。
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 7. ルールの基準を定義するには、EPLでクエリを記述します。

注：メタ キー名では、ピリオドではなく、必ずアンダースコアを使用します。たとえば、ec_
outcomeは正しい名前ですが、ec.outcomeは誤りです。

 8. ESAで動的ステートメント名を生成するには、メタ キーを中括弧で囲み、このアノテーション

を構文に含める必要があります。

@Name("RIG  {ip_src} {alias_host} {ec_activity}")

ここで、

 l RIGはステートメント名の静的な部分です。

 l {ip_src}、{alias_host}、{ec_activity}がステートメント名の動的な部分です。

注：ステートメント名の動的な部分のメタのいずれかがNULL値を持つ場合は、静的なテ

キストとして表示されます。

ルールがアラートを生成する場所には、次のESAアノテーションを構文に含めます。

@RSAAlert

ESAアノテーションの詳細については、「ESAアノテーション」を参照してください。

イベント処理言語 ( EPL)

このトピックでは、大量のイベントや時間ベースのイベント  データを扱う宣言型言語であるEPL
( イベント処理言語) について説明します。ESAでは、大量のイベントや時間ベースのイベント  
データを扱う宣言型言語であるイベント処理言語( EPL) を使います。この言語は、イベントの

フィルタリングと集計を表現するために使われ、複数のイベント  ストリームのスライディング ウィン

ドウを結合することもできます。EPLには、イベントの複雑な時間因果関係を表現するための

パターン セマンティックも含まれます。EPLでは以下のような機能を実行できますが、これらに限

定されません。

 l イベントのフィルタリング

 l アラートの抑制

 l 割合または比率の計算

 l 特定のタイム ウィンドウにおける平均、カウント、最小、最大の計算

 l 複数のストリームで発生するイベントの関連づけ

 l 順不同に発生するイベントの関連づけ

 l オン オフ ウィンドウ

 l Followed-by句とNot Followed-by句のサポート

 l Regexフィルタ サポート
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一般的なRDBMSデータベースでは、意味のあるデータを返すためには、明示的なクエリが必

要です。これに対して、イベント  データは常に不規則なため、こうしたデータベースへの格納に

は適していません。開発者は、一時ロジックおよび集計ロジックを自分で実装する必要があり

ます。一方、EPLエンジンは、より高度な抽象化とインテリジェンスを提供し、また、従来のデー

タベースとは逆の管理アプローチを持つデータベースとして考えることもできます。すなわち、従

来のデータベースのようにデータを格納してそのデータに対してクエリを実行するのではなく、EPL
はクエリを格納してデータをそこに継続的に流し込む方式のデータベースと言えます。ユーザ定

義のクエリに一致する条件が発生すると、EPLエンジンはリアルタイムで応答します。

詳細ESAルールでは正しい文字のケースが必要ですが、［調査］ビューではすべての文字が小

文字に変換されます。しかし、［調査］ビューで小文字に表示されてもメタが小文字でない場

合があります。正しいケースを使用していることを確認するために、RSAはtoLowerCase()関数

の使用を推奨します。例：

@RSAAlert(oneInSeconds=0)

SELECT * FROM Event(

/* Statement: Download PDF File */

(filetype.toLowerCase() IN ( 'pdf' ) AND medium IN ( 1 ))

OR

/* Statement: Download EXE File */

(filetype.toLowerCase() IN ( 'windows_executable' , 'x86 pe' , 'windows 

executable' ) AND medium IN ( 1 ))

).win:time(5 Minutes)

MATCH_RECOGNIZE (

PARTITION BY ip_src

MEASURES E1 as e1_data , E2 as e2_data

PATTERN (E1+ E2)

DEFINE

E1 as (E1.filetype.toLowerCase() IN ( 'pdf' ) AND E1.medium IN ( 1 )),

E2 as (E2.filetype.toLowerCase() IN ( 'windows_executable' , 'x86 pe' , 

'windows executable' ) AND E2.medium IN ( 1 ))

オンライン ヘルプでは、ESAのセットアップ手順を説明するための基本的なステートメントを紹介

しています。ただし、EPLステートメントを記述するための詳細な方法については、

http://www.espertech.comのサイトを参照してください。EPLのチュートリアルと使用例が提供さ

れています。  

注：ESAはEsperバージョン5.3.0をサポートします。
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ESAアノテーション

このトピックでは、詳細EPLルールで使用するようNetWitness Suiteに用意されているアノテーショ

ンについて説明します。

@RSAAlertアノテーション

@RSAAlertアノテーションは、EPLステートメントをアラート通知生成用に指定するために使用

されます。ルール ビルダのユーザ インタフェースのアラート通知抑制機能と連携するように設計

されています。

@RSAAlertアノテーションは、アラートの通知を使用する場合に役立ちます。特に、アラートを

トリガーしたユーザごとに1件の通知を送信するため、複数の通知をフィルタしたい場合などに

便利です。

たとえば、ログイン失敗のアラート通知を生成するとします。次のステートメントを追加できま

す。

 @RSAAlert select * from event(msg_id=“login_fail")

 

イベント番号 メッセージID ユーザ名 src_IP 時刻

1 login_fail alice 1.2.3.4 10:00

2 login_fail alice 1.2.3.4 10:01

3 login_fail alice 6.7.8.9 10:01

4 login_fail bob 1.2.3.4 10:01

5 login_fail alice 1.2.3.4 10:03

 

上記のステートメントでは、5件のアラート通知が生成されます。

しかし、ユーザ名ごとに1件のアラートを生成するようにステートメントを変更するとします。

identifier属性を使用できます。たとえば、@RSAAlert(identifier={”username”}) SELECT* 
FROM Event(msg_id=”login_fail”)というステートメントは、「bob」の最初のアラートに1件の通知

を生成し、「alice」の最初のアラートに1件の通知を生成します。「bob」と「alice」のそれ以降の

アラートは無視されます。

identifierに変数を追加することにより、さらにユーザを特定することができます。たとえば、

@RSAAlert(identifier={”username”, "src_ip"}) SELECT* FROM Event(msg_id=”login_fail”)と
いうステートメントは、ユーザとIPアドレスでユーザを特定しています。この場合、ユーザ名とIPア
ドレスの組み合わせごとに通知が生成されます( 1.2.3.4の「alice」に1件のアラート、6.7.8.9の
「alice」に別のアラート、1.2.3.4の「bob」に1件のアラート ) 。
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Identifierとアラート通知抑制を使用するには：

@RSAAlertアノテーションは、ルール ビルダのユーザ インタフェースのアラート通知抑制機能と

連携するように設計されています。これを行うには、次の手順を実行します。

 1. ルール ビルダのユーザ インタフェースでルールを作成し、通知の設定でアラート抑制機能を

選択します。

 2. ルール ビルダのルールのコードを、新しい詳細ルールにコピーします。

 3. 詳細ルールに、上記で説明したようにIndetifier属性を追加し、保存します。

 4. 元のルール ビルダのルールを削除します。

@RSAPersistアノテーション

@RSAPersistアノテーションは、名前付きウィンドウを永続的なESA管理対象ウィンドウに設定

するために使用します。名前付きウィンドウをESA管理対象ウィンドウに設定すると、ESAは、

ウィンドウの内容を定期的にディスクに書き込み、ウィンドウがアンデプロイ後に再デプロイされる

と、内容をリストアします。モジュールがアンデプロイされ、ウィンドウが削除される直前にシステム

によりスナップショットが作成されます。逆に、モジュールを再デプロイされた直後にスナップショッ

トからウィンドウの内容がリストアされます。これにより、モジュールの状態が変わった場合や、

ESAサービスがダウンした場合に、ウィンドウの内容が失われなくなります。

たとえば、IPアドレスと割り当て先のホスト名のマッピングを保持する名前付きのウィンドウ、

DHCPTracker について考えてみます。@RSAPersistアノテーションを使用して、次のようにス

テートメントを記述することができます。

@RSAPersist
 create window DHCPTracker.std:unique(ip_src) as (ip_src string, alias_
host string);
 insert into DHCPTracker select IP as ip_src, HostName as alias_
host from DHCPAssignment(ID=32);

注：すべてのウィンドウの定義が保存に適しているわけではありません。@RSAPersist アノ

テーションは、慎重に使用する必要があります。ウィンドウに時限レコードが含まれている場

合や、ウィンドウが時間基準の制約に基づいている場合、復元されたスナップショットによって

ウィンドウが正しい状態にリストアされない可能性が高くなります。また、ウィンドウ定義を変

更すると、スナップショットが無効になり、ウィンドウが空白の状態にリセットされます。ウィンド

ウ定義の変更が競合するかどうかを確認するためのセマンティック解析は一切行われませ

ん。モジュールの他の部分( つまり、ウィンドウを定義する特定のCREATE WINDOWコール

以外の場所) が変更されても、スナップショットが無効にならない点に注意してください。
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@UsesEnrichment( 10.6.1.1以降 )

@UsesEnrichmentは、詳細EPLルールでエンリッチメントを参照するために使用できます。エン

リッチメントをESAと同期させるためには、EPLルールのすべてのエンリッチメント依存関係を

@UsesEnrichmentアノテーションで参照する必要があります。

@UsesEnrichmentアノテーションは次の形式で記述します。

@UsesEnrichment(name= '<enrichment_name>')

たとえば、次のEPLは「Whitelist」エンリッチメントを参照しています。

@UsesEnrichment(name = 'Whitelist')

@RSAAlert

SELECT * FROM Event(ip_src NOT IN (SELECT ip_address FROM Whitelist))

@Name

@Nameは、ESA詳細ルールでステートメント名を定義します。ESAアラートのステートメント名を

動的に生成するために使用されます。アラートをトリガーしたステートメントのみのステートメント

名が表示されます。このアノテーションには、中括弧で囲んだメタ キーを記述できます。

@Nameアノテーションは次の形式で記述します。

@Name("<static_part_of_statement_name> {meta_key1} {meta_
key2}…")

たとえば、次のEPLは値が動的に生成されるメタ キーip_srcとuser_nameを参照します。

@Name(“Login Event to {ip_src} by {user_name}”) 

注：ステートメント名を動的に生成する場合、ステートメントには任意の数のメタ キーを指定

できます。

個々のメタ キーの長さは64文字に制限されており、それ以降は値がトランケートされ、「…」

が追加されます。

動的に生成するステートメント名の長さは128文字に制限されており、それ以降の値はトラン

ケートされ、「…」が追加されます。トランケートされた後のすべての値は、静的な値として扱

われます。

詳細EPLルールのサンプル

ESAの詳細EPLルールの例は次のとおりです。各例では、同じ目的を実現する複数の方法を

示しています。

例1： 

ユーザ アカウントを作成し、300秒以内に同じユーザ アカウントを削除します。ユーザ情報は

user_srcメタに格納されます。
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EPL 1：

ルール名 CreateuseraccountFollowedbyDeletionof Useraccount1

ルールの説明
ユーザ アカウントを作成してから300秒以内に同じユーザ ア

カウントを削除するアクションのパターンを検知します。

ルールのコード

SELECT * FROM Event(ec_subject='User'
                     AND ec_outcome='Success'
                     AND user_src is NOT NULL
                     AND ec_activity IN ('Create', 
'Delete')
                    ).win:time(300 seconds)

match_recognize (partition by user_src
                  measures C as c, D as d
                  pattern (C D)
                  define
                  C as C.ec_activity='Create' ,
                  D as D.ec_activity='Delete');

注

 l 指定の時間内にパターンに必要なイベントをフィルタしま

す。必要なイベントのみがmatch_recognize関数に渡さ

れるようフィルタ条件を指定する必要があります。この例

では、必要なイベントはユーザ アカウントの作成と削除

です。コード：Event(ec_subject='User' AND ec_
outcome='Success' AND user_src is NOT NULL AND 
ec_activity IN ('Create', 'Delete')

 l Partition byによってバケットが作成されます。この場合、

esperによって、user_srcの値ごとにバケットが作成されま

す。そのため、user_srcの値は両方のイベントで共通に

なります。

 l 必要なパターンを定義します。現在は、作成の後に削

除を実行するように設定されています。複数回の作成

の後に削除を実行するよう設定できます( C+ D) 。パ
ターンは正規表現に非常に似ています。

 l 最も効率的なユースケースです。
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EPL 2：

ルール名 CreateuseraccountFollowedbyDeletionof Useraccount2

ルールの説明
ユーザ アカウントを作成してから300秒以内に同じユーザ ア

カウントを削除するアクションのパターンを検知します。

ルールのコード

SELECT * from pattern[every (a= Event(ec_
subject='User' AND ec_outcome='Success' AND 
user_dst is NOT NULL AND ec_activity IN 
('Create'))

 ->

( Event(ec_subject='User' AND ec_

outcome='Success' AND user_dst is NOT NULL 

AND ec_activity IN ('Create') AND user_src = 

a.user_src)

 ) )where timer:within(300 Sec) ]; 

注

 l 同じユーザの作成が2回、削除が1回、その順序で実行

されるとします。このルール コードのパターンでは、2つの

アラートが発行されます。

 l ユーザが作成されるごとに、スレッドが作成されます。

 l スレッドを制御する方法はありません。期間を設定し、

できれば短い間隔に設定することが重要です。

例2： 

ユーザが作成された後に、同じユーザがログインし、最終的にそのユーザが削除されるというパ

ターンを検出します。Windowsログの場合、ユーザ情報は、イベントに応じて、user_dstまたは

user_srcに格納されます。

user_src(create) = user_dst(Login) = user_src(Delete)

EPL 3：

ルール名 CreateUserLoginandDeleteUser

ルールの説明

ユーザがユーザ アカウントを作成し、そのユーザでログインし

た後、ユーザ アカウントを削除するアクションのパターンを検

知します。  
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ルールのコード        

SELECT * FROM Event(ec_subject='User'
                     and ec_activity in 
('Create','Logon','Delete')
                     and ec_theme in ('UserGroup', 
'Authentication')
                     and ec_outcome='Success'
                    ).win:time(300 seconds)
 match_recognize (measures C as c, L as l, D 
as d
                  pattern (C L D)
                  define
                  C as C.ec_activity = 'Create',
                  L as L.ec_activity = 'Logon' AND L.user_
dst = C.user_src,
                  D as D.ec_activity = 'Delete' AND D.user_
src = C.user_src
                 );

注

 l user_src/user_dstはすべてのイベントで共通ではないた

め、partitionは使用できません。一度に1つのシングル バ
ケットが1つのパターンを実行することになります。たとえ

ば、ユーザ1およびユーザ2について、イベント  ストリームが

C1C2L1D1、  C1L1C2D1の場合、C1スレッドがC2によっ

てリセットされるため、アラートは発行されません。

C1L1D1がこの順序で発生し、同じユーザまたは異なる

ユーザのその他のイベントが間に入らない場合にのみ、

アラートが発行されます。  

 l 別の方法としては、Named Windowを使用し、user_dst
とuser_srcを単一の列にマージしてから、match recognize
を実行します ( EPL 4) 。  

 l パターンも使用できます。予想よりも多くのアラートが発

行される可能性があります ( EPL 4) 。

EPL 4：NamedWindowsとmatch recognizeの使用

ルール名 CreateUserLoginandDeleteUser

ルールの説明

ユーザがユーザ アカウントを作成し、そのユーザでログインし

た後、ユーザ アカウントを削除するアクションのパターンを検

知します。  
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ルールのコード

@Name('NormalizedWindow')  create window 
FilteredEvents.win:time(300 sec)   (user 
String, ecactivity string, sessionid Long);

@Name('UsersrcEvents')   Insert into 
FilteredEvents   select user_src as user, ec_
activity as ecactivity, sessionid from Event
(  ec_subject='User' and ec_activity in 
('Create','Delete') and ec_theme in 
('UserGroup', 'Authentication') and ec_
outcome='Success' and user_src is not null );

@Name('UsrdstEvents')   Insert into 
FilteredEvents   select user_dst as user, ec_
activity 

as ecactivity, sessionid from Event(  ec_
subject='User' and ec_activity in (Logon’) 
and ec_theme in ('UserGroup', 
'Authentication') and ec_outcome='Success' 
and user_dst is not null   );

@Name('Pattern')

@RSAAlert(oneInSeconds=0, identifiers=
{"user"}) 

select * from FilteredEvents

          match_recognize ( 
          partition by user 
          measures C as c, L as l, D as d
          pattern (C L+D) 
          define   C as C.ecactivity= ‘Create’,
                   L as L.ecactivity= ‘Logon’,
                 D as D.ecactivity=’Delete’
                  );

EPL 5: Every @RSAAlert(oneInSeconds=0, identifiers={"user_src"})の使用

SELECT a.time as time,a.ip_src as ip_src,a.user_dst as user_dst,a.ip_dst as ip_dst,a.alias_host 
as alias_host from pattern[every (a=Event (ec_subject='User' and ec_activity='Create' 
and ec_theme='UserGroup' and ec_outcome='Success') ->  (Event(ec_subject='User' and 
ec_activity='Logon' and ec_theme='Authentication' and user_src=a.user_dst) -> b=Event
(ec_subject='User' and ec_activity='Delete' and ec_theme='UserGroup' and user_
dst=a.user_dst))) where timer:within(300 sec)];

ルール名 CreateUserLoginandDeleteUser

ルールの説明 ユーザがユーザ アカウントを作成し、そのユーザでログインし
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た後、ユーザ アカウントを削除するアクションのパターンを検

知します。  

例3：

同じソースIPからの過剰な回数のログイン失敗  

EPL 6：@RSAAlert(oneInSeconds=0, identifiers={"ip_src"})

ルール名 ExcessLoginFailure

ルールの説明
同一のユーザが、一定時間内に複数回、同じソースIPからログインを試

行して失敗したパターンを検知します。  

ルールのコード

SELECT * FROM
          Event(
          ip_src IS NOT NULL AND ec_activity=’Logon’ 
AND ec_outcome = ‘Failure’ ).std:groupwin(ip_
src).win:time_length_batch(300 sec, 10) GROUP 
BY ip_src HAVING COUNT(*) = 10;     

注

 l ip_srcごとにウィンドウを作成します。

 l time_length_batchを使用します：イベントはバッチで確認します( タンブ

リング ウィンドウ) 。各イベントは単一のウィンドウの一部となります。一

定時間が経過するか、一定カウントに達すると、ウィンドウからイベント

がリリースされます。

 l タンブリング ウィンドウの問題の1つは、バッチの終盤で発生するイベン

トはアラート発行につながらない可能性があるということです。

下記のシーケンスでは、 t=301のイベントにより、300秒以内にログイン失

敗が10回発生したことになりますが、イベントのバッチはt=300でドロップさ

れたため、アラートは発行されません。

時間( t) 特定のユーザのログイン失敗 アラート 時間バッチ

0 0 0 1

295 6 0 1

299 3 0 1

301 1 0 2

420 6 0 2
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550 3 0 2

600   0 0 3

720 6 0 3

850 3 0 3

900 1 1 3( 終了) 、4( 開始)

 l 前述の問題は、win:time_length_batchウィンドウの代わりに、win:time
ウィンドウ( EPL 7) を使用することで解決できます。

 l 外側のgroup byは、一定時間が経過したときにイベントを制御するた

めのものです。60秒の終わりに9つのイベントがあるとすると、esperエン

ジンはそれらの9つのイベントをリスナーにプッシュします。カウントは10に
等しくないため、Group byとcountによってそれが制限されます。

 l 時間とカウントは必要に応じて変更できます。

EPL 7：@RSAAlert(oneInSeconds=0, identifiers={"ip_src"})

ルール名 ExcessLoginFailure

ルールの説明
同一のユーザが、一定時間内に複数回、同じソースIPか

らログインを試行して失敗したパターンを検知します。  

ルールのコード

SELECT * FROM
                   Event(
            ip_src IS NOT NULL AND ec_activity=’Logon’ 
AND ec_outcome = ‘Failure’ 
   ).std:groupwin(ip_src).win:time (300 
sec) GROUP BY ip_src HAVING COUNT(*) = 10

注

 l これはスライディング ウィンドウであるため、一連のイベン

トに対してアラートが発行された後、一定時間が経過

するまで、それらのイベントが別のアラートに使用されるこ

とがあります。

 l 10のイベントがアラートの発生に関わっている場合、最

後のイベントのみが表示されます。

 l <または>を使用した場合、複数のアラートが表示される

ことがあります。このため、アラート抑制を適切に設定す

る必要があります。
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例4：

同じソースから同じ宛先への複数の異なるユーザによる複数のログイン失敗、または、複数の

異なるソースから同じ宛先への単一のユーザによる複数回のログイン失敗

EPL 8：groupwin、time_length_batch、uniqueの使用

ルール名 MultiplefailedLogins

ルールの説明

次の条件で複数回ログインが失敗したパターンを検知しま

す。

- 同じソースから同じ宛先への複数のユーザ

 - 複数のソースから同じ宛先への単一のユーザ 

ルールのコード

SELECT * FROM 
   Event( ec_activity='Logon' AND ec_
outcome='Failure'  AND  ip_src IS NOT NULL   
AND  ip_dst IS NOT NULL AND  user_dst IS NOT 
NULL ).std:groupwin(ip_src,ip_dst).win:time_
length_batch(300 seconds, 5}).std:unique
(user_dst) group by ip_src,ip_dst having 
count(*) = 5;

注

 l ip.dstとip.srcはすべてのイベントで共通です。

 l user_dstはすべてのイベントに対して一意です。

 l 5人の異なるユーザが同じip.srcとip.dstの組み合わせで

ログインしようとすると、アラートが発行されます。

例5：

指定した期間デバイスからのログ トラフィックがない

EPL 9：groupwin、time_length_batch、uniqueの使用

ルール名 NoLogTraffic

ルールの説明
指定した期間デバイスからのログ トラフィックが確認されな

いパターンを検知します。

ルールのコード

SELECT * FROM pattern [every a = Event
(device_ip IN ('10.0.0.0','10.0.0.1') AND 
medium = 32) -> (timer:interval (3600 
seconds) AND NOT Event(device_ip = a.device_
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ip AND device_type = a.device_type AND medium 
= 32))];

注

 l ルールではトラフィックが突然失われた状況のみが検出

されます。最初からトラフィックがない場合は、アラートが

発行されません。ルールでアラートを発行するには、1つ
以上のイベントが必要です。

 l 入力として、デバイスのIPアドレスまたはデバイスのホスト

名のリストが必要です。これらのシステムのみがトラッキン

グされます。

 l 時間の入力が必要です。イベント間の時間間隔が入

力した時間を超えると、アラートが発行されます。

例6：

複数回のログイン失敗の後に、同じユーザによるロックアウト  イベントが発生していない

EPL 10：groupwin、time_length_batch、uniqueの使用

ルール名 FailedloginswoLockout

ルールの説明
複数回のログイン失敗の後に、同じユーザによるロックアウ

ト  イベントが発生していないパターンを検知します。

ルールのコード

SELECT * FROM pattern   [every-distinct
(a.user_dst, a.device_ip, 1 msec) (a= 
Event(ec_activity='Logon' and ec_
outcome='Failure' and user_dst IS NOT 
NULL)  -> [2]( Event( device_ip 
=a.device_ip and ec_activity='Logon' and 
ec_outcome='Failure' and user_
dst=a.user_dst)  

AND NOT Event( ( ec_activity='Logon' and 
ec_outcome='Success' and device_ip = 
a.device_ip and user_dst=a.user_dst) or 
(ec_activity='Lockout' and device_ip = 
a.device_ip and user_dst=a.user_dst))))
 

where timer:within(60 seconds) -> 
(timer:interval(30 seconds) and not 
Event(device_ip=a.device_ip and user_
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dst=a.user_dst and ec_
activity='Lockout'))  ];

注

 l 前述のクエリは、同じユーザがログインに2回失敗した後

に、ロックアウト  イベントがないことを検出します。

 l 複数回のログイン失敗は時間が記録され、特定の時

間内に発生することが想定されています。また、実際、

ロックアウト  イベントは、最後のログイン失敗が発生して

から短時間で発生することが想定されています。これ

は、ユーザあたりのログイン失敗回数の閾値が、通常は

ドメインで設定されているためです。

 l この例のクエリでは、every distinctにより、ユーザとデバイ

スの組み合わせの新しいスレッドは1ミリ秒間抑制されま

す。

 l 3回のログイン失敗の許容時間は、最初の失敗した試

行から60秒です。ロックアウト  イベントが発生するまでの

待機時間は30秒です。

例7：

配列に対してLIKE操作とREGEX操作を実行するカスタム関数。

EPL 11：@RSAAlert(oneInSeconds=0)

ルール名 MatchLikeRegex

ルールの説明
配列に対してLIKE操作とREGEX操作を実行するカスタ

ム関数を使用します。

ルールのコード

SELECT * FROM pattern[

e1=Event(matchLike(alias_host, 
"10.0.0.%")) AND 

e2=Event(matchRegex(alias_host, 
"10\.0\.0\.1[0-9][0-9]"))

where timer:within(5 Minutes)];
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注：

1. メタ キーの「.」 は「_」に置き換える必要があります。

2. すべてのパターンに期間を設定する必要があります。

3. ステートメントの前に適切なタグを使用します。

      a) @RSAPersist:
      b) @RSAAlert:

詳細については、次の資料を参照してください。

 l EPLのドキュメントについては、http://www.espertech.com/esper/documentation.phpを参照し

てください。

 l EPLオンライン ツールについては、http://esper-epl-tryout.appspot.com/epltryout/mainform.html
を参照してください。

ルールの使用

このトピックでは、ルールに対して実行できる追加の手順について説明します。次の手順を実

行できます。

 l ルールの編集、複製、削除

 l ルールのフィルタまたは検索

 l ルールのインポートまたはエクスポート

ルールの編集、複製、削除

このトピックでは、ESA( Event Stream Analysis) のルールを編集、複製、削除する手順につい

て説明します。ルールを編集すると、それ以降、更新された条件がESAによって適用されてい

きます。以前に生成されたアラートに対する変更は行われません。

手順

ルールの編集

 1. 構成＞［ESAルール］＞［ルール］タブに移動します。

［ルール］タブが表示されます。

 2. ［ルール ライブラリ］で編集するルールを選択し、 をクリックします。

ルール タイプに応じて、それぞれのルール タブが表示されます。

 3. 必要なパラメータを変更します。

 4. ［保存］をクリックします。
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ルールの複製

 1. ［ルール ライブラリ］タブで、複製するルールを選択して、 をクリックします。

 2. ［ルールの複製］ダイアログが表示されます。システムによってルール名の前に「Copy of」と付
加されます。

 3. ［名前］フィールドに複製したルールの一意の名前を入力し、［OK］をクリックします。

複製されたルールが新しい名前でルール ライブラリに追加されます。

ルールの削除

 1. 構成＞［ESAルール］＞［ルール］に移動します。

［ルール］タブが表示されます。

 2. ルール ライブラリで、ルールを1つ以上選択し、 をクリックします。

警告ダイアログが表示されます。

 3. ［はい］をクリックします。

ルールが正常に削除されたことを示す確認メッセージが表示され、選択したルールがルール 
ライブラリから削除されます。
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ルールのフィルタまたは検索

このトピックでは、ルール ライブラリに表示するルールのタイプをアナリストが指定する方法につい

て説明します。

前提条件

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

は、［ルール ライブラリ］パネルを参照してください。

手順

フィルタ

 1. 構成＞［ESAルール］に移動します。

デフォルトで［ルール］タブが表示されます。

 2. ［ルール ライブラリ］パネル ツールバーで、 をクリックし、ルール ライブラリ リストに表示す

るルールの重大度とタイプを選択します。次の図は、［フィルタ］ドロップダウン リストを示して

います。

選択したルール タイプのルールがリストに表示されます。

検索

 1. 構成＞［ESAルール］に移動します。

デフォルトで［ルール］タブが表示されます。

 2. ［ルール ライブラリ］パネル ツールバーの［フィルタ］フィールドに、ルール名を入力します。

［フィルタ］フィールドに入力した名前と一致するルールが、［ルール ライブラリ］パネルに表示

されます。
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ルールのインポートまたはエクスポート

このトピックでは、NetWitness SuiteインスタンスにESAルールをインポートする手順、およびESA
ルールのローカル コピーを保持できるようにハード  ディスク ドライブにエクスポートする手順につ

いて説明します。

以前のバージョンのNetWitness Suiteでルールをエクスポートした場合、バージョン10.5以降でそ

のルールをインポートするときに、次の条件が適用されます。

 l バージョン10.3でエクスポートした場合：バージョン10.5以降にはインポートできません。

 l バージョン10.4でエクスポートした場合：ルールの動作は、サイト間相関処理が無効( デフォ

ルト ) か有効かによって異なります。

 n 無効：バージョン10.5以降にルールをインポートできます。

 n 有効：NetWitness Suiteを再開するか、ルールを少し変更して保存した後、その変更を

削除して、再度保存する必要があります。いずれの処理手順でも、10.5以降のクロスサ

イト相関機能が必要とする転送ルールが生成されます。

手順

ESAルールのインポート

 1. 構成＞［ESAルール］＞［ルール］タブに移動します。

［ルール］タブが表示されます。
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 2. ［ルール ライブラリ］ツールバーで、 ＞［インポート］をクリックします。

［ESAルールのインポート］ダイアログが表示されます。

 3. ［参照］をクリックし、ESAルールを含んでいるファイルを見つけて選択します。

 4. ［インポート］をクリックします。  

エクスポート

 1. 1つまたは複数のESAルールを選択し、［ルール ライブラリ］ツールバーの ＞［エクスポー

ト］をクリックします。

警告ダイアログが表示されます。

 2. ［はい］をクリックします。

［ルールのエクスポート］ダイアログが表示されます。

 3. ［ファイル名の入力］フィールドに、ESAルールを保存するファイルの名前を入力し、［エクス

ポート］をクリックします。

ファイルはバイナリ ファイルとしてエクスポートされます。

注：このバイナリ ファイルは編集できません。
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アラートを通知する方法の選択

このトピックでは、さまざまな通知メソッドと、通知メソッドをルールに追加する方法について説

明します。このセクションのすべてのタスクに、Administratorロール、SOC Managerロール、DPO
ロールの権限が必要です。

ルールによりアラートがトリガーされると、ESAは次の方法で通知を送信できます。

 l メール

 l SNMP

 l Syslog

 l スクリプト

通知を構成するには、次のコンポーネントを構成します。  

 l 通知サーバ：通知サーバを構成後、そのサーバをルールに追加することができます。ルールに

よりアラートがトリガーされると、このサーバを使用してアラート通知が送信されます。

 l 通知：メール、スクリプト、SNMP、Syslogなどの出力です。ルールの設計時に、アラートの通

知を指定できます。

 l テンプレート：アラート通知の形式はテンプレートで定義されます。

Event Stream Analysisは、アラート抑制とアラート  レート制限の2種類の機能を提供します。ア

ラート抑制は一定時間内に発生した同じアラートに対して複数のメールが送信されないように

します。たとえば、ユーザ ログインの失敗を検出するルールについて考えてみます。アラート抑

制を3分に設定した場合、そのタイムフレーム内で生成された同一のアラートは1回しか通知さ

れません。つまり、アラート抑制を設定しない場合よりも通知されるアラート数が少くなります。

重複するアラートが発生することがありますが、アラート抑制を使用すると、重複するアラートの

メールは送信されません。これにより、受信ボックスが冗長なアラート通知で埋め尽くされる事

態を回避できます。

アラート  レート制限は、適切でないルールのアラートがシステムに氾濫してしまうのを防止する

手段です。この機能を使用すると、1分間あたりのメールの上限を設け、それを超えるメールが

ESAから送信されないように設定できます。

通知サーバ、通知、テンプレートは、［管理］の［システム］ビューで構成します。詳細について

は、「システム構成ガイド」の「通知サーバの構成」、「通知出力の構成」、「通知テンプレート

の構成」を参照してください。
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通知方法

ルールによりアラートがトリガーされると、ESAは次の方法で通知を送信できます。

 l メール

 l SNMP

 l Syslog

 l スクリプト

メール通知

Event Stream Analysisは、さまざまなシステム イベントをユーザにメールで通知できます。  

これらのメール通知を構成するには、次の手順を実行する必要があります。

 l SMTPメール サーバを構成します。手順については、「システム構成ガイド」の「通知サーバと

してのメール設定の構成」を参照してください。

 l 通知を受信するアカウントの設定。手順については、「システム構成ガイド」の「メール通知

の構成」を参照してください。

 l メール通知のテンプレートを構成します。手順については、「システム構成ガイド」の「テンプ

レートの構成」を参照してください。

SNMP

Event Stream Analysisでは、構成済みのSNMPトラップ ホストにイベントをSNMPトラップとして

送信できます。

注：

MIBファイルNETWITNESS-MIB.txtは、ESA RPMに含まれ、 /usr/share/snmp/mibsに配置

されます。MIBファイルを使用すると、ESAからトリガーされたSNMPアラートを識別できます。

また、ESAのトラップOID値は20です。

これらのSNMP通知を構成するには、次の手順を実行する必要があります。

 l SNMPトラップ ホストを構成します。手順については、「システム構成ガイド」の「通知サーバ

としてのSNMP設定の構成」を参照してください。

 l SNMPトラップの設定を出力アクションとして構成します。手順については、「システム構成ガ

イド」の「SNMP通知の構成」を参照してください。

 l SNMPのテンプレートを構成します。手順については、「システム構成ガイド」の「テンプレート

の構成」を参照してください。

アラートを通知する方法の選択 84



ESAを使用したアラート ガイド

Syslog

Event Stream Analysisでは、Syslog形式でイベントをSyslogサーバへ送信し、ログを統合できま

す。

これらのSyslog通知を構成するには、次の手順を実行する必要があります。

 l Syslogサーバを構成します。手順については、「システム構成ガイド」の「通知サーバとしての

Syslog設定の構成」を参照してください。

 l 出力アクションとしてSyslogメッセージを構成します。手順については、「システム構成ガイド」

の「Syslog通知の構成」を参照してください。

 l Syslogのテンプレートを構成します。手順については、「システム構成ガイド」の「テンプレート

の構成」を参照してください。

スクリプト  アラート

アラート通知のほかに、ESAアラートに応じてスクリプトを実行することもできます。  

スクリプトを実行することで、他のアプリケーションとの統合をカスタマイズできます。たとえば、特

定のアラートがトリガーされたときに、別のアプリケーションからインシデント  チケットを発行したい

場合、そのアプリケーションのAPIを呼び出すスクリプトを記述して、特定のESAルールがトリガー

されたときに、ESAからこのスクリプトを呼び出すことができます。ESAルールの出力結果から抽

出する内容を詳細に定義し、その内容をコマンド  ラインの引数としてスクリプトに渡すように、

FreeMarkerテンプレートを構成できます。

スクリプト  アラートを使用するには、次の手順を実行する必要があります。

 l ユーザIDなど、スクリプトの実行に必要な詳細情報を構成します。手順については、「シス

テム構成ガイド」の「通知サーバとしてのスクリプトの構成」を参照してください。

 l スクリプトを定義します。手順については、「システム構成ガイド」の「スクリプト通知の構成」

を参照してください。

 l スクリプトのテンプレートを構成します。手順については、「システム構成ガイド」の「テンプレー

トの構成」を参照してください。

通知方法をルールに追加

このトピックでは、管理者に対して、メールなどの通知をルールに追加する方法を説明します。

ESAは、ルール条件を満たすイベントに対してアラートを生成するときに通知方法を使用しま

す。

ルールに通知を追加すると、そのルールがアラートをトリガーしたときにESAから通知を受けること

ができます。通知フィールドは必須ではありませんが、ルールに通知フィールドを追加するのがベ

スト  プラクティスです。

ルールに通知方法を追加するときに、次の情報を選択します。
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 l 出力

 l 通知

 l 通知サーバ

 l テンプレート

前提条件

 l ユーザのロールには、ルールを管理する権限が必要です。

 l ルールは存在する必要があります。

 l 通知方法は、サポートされるサーバおよびテンプレートを使用してあらかじめ構成しておく必

要があります。

管理＞［システム］＞［グローバル通知］に移動します。

詳細な手順については、「システム構成ガイド」を参照してください。

手順

通知方法をルールに追加するには、次の手順を実行します。

 1. 構成＞［ESAルール］＞［ルール］タブに移動します。

 2. ［ルール ライブラリ］で、 をクリックして新しいルールを追加するか、既存のルールを選

択して をクリックします。

ルール タイプに応じて、［ルール ビルダ］タブまたは［詳細EPL］タブが表示されます。

両方のタブで、［通知］セクションは同じです。

 3. をクリックして、アラートの［出力］を次の中から選択します。

 l メール

 l SNMP

 l Syslog

 l スクリプト

 4. ［通知］フィールドをダブル クリックして、事前に構成した出力の名前を選択します。

たとえば、L1-Analystsメール配信グループに送信されるメール通知の名前として「レベル1ア
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ナリスト」を選択できます。

 5. ［通知サーバ］フィールドをダブル クリックして、通知を送信するサーバを選択します。  

 6. ［テンプレート］フィールドをダブル クリックして、アラートの形式を選択します。

次の図に、Syslog通知の設定を示します。

 7. 頻度を指定する場合には、［出力抑制の間隔］を選択して、次に［時間( 分) ］を選択しま

す。

 8. 別の通知を追加するには、ステップ3～7を繰り返します。

 9. ［保存］をクリックします。

ESAがルール条件に一致するイベントに対してアラートを生成すると、ルールに追加された

各通知方法によってアラートを通知されます。
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データ エンリッチメント  ソースの追加

このトピックでは、構成したエンリッチメント  ソースをルールに追加する方法について説明しま

す。ESAがアラートを生成する時、アラートにソースから取得した情報が追加されます。

エンリッチメントを使用すると、相関ロジックとアラート出力にコンテキスト情報を含めることができ

ます。エンリッチメントがない場合、ESAアラートに含まれる情報はすべてコア サービスから取得

されます。エンリッチメントを使用すると、さまざまなソースに検索を実行し、その結果を送信す

るアラートに含めることができます。次の図に、エンリッチメント機能の概要を示します。

エンリッチメント構成は最大2個の論理ユニットから成ります。

 l エンリッチメント  ソース ：コンテキスト情報のデータストアです

 l エンリッチメント接続：アラートのメタとソース列の間のコネクタとして機能します

ESAを使用すると、EPL( Event Processing Language) ステートメントとエンリッチメント  ソースの間

の接続を確立できます。接続が確立されると、システムはアラート内の選択されたフィールドを

ソースの情報と結合して、一致したデータを送信するアラートのエンリッチメント ( 付加情報) とし
て設定します。ESAは次のソースと接続できます。

 l Esper名前付きウィンドウ

 l リレーショナル データベース テーブル

 l MaxMindGeoIPデータベース

 l RSA Warehouse Analyticsウォッチリスト

注：geoIPエンリッチメント  ソースは作成することも、削除することもできません。このソースはデ

フォルトで使用可能になっています。
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エンリッチメントのサンプル ルール

次のサンプル ルールは、ESAのエンリッチメント機能を示しています。

@RSAAlert @Name("simple") SELECT * FROM CoreEvent(ec_theme='Login 
Failure')

このルールでは、ログオンが失敗するたびにアラートが生成されます。たとえば、次のイベント  ス
トリームをESAで受け取ったとします( イベント  ストリームは簡略化されています) 。
 

sessionid
ec_
theme

username ip_src ip_dst host_dst

1 Login 

Success

dshrute 23.xx.23x.16   

2 Login 

Failure

jhalpert 23.xx.23x.16 31.1x.x9.1x8 www.facebook.com

 

この場合、次のeventsで構成されるアラートが、2番目のセッションに応答して生成されます。

{
     "events": [
         {
             "username": "jhalpert",
             "host_dst": "www.facebook.com",
             "ip_dst": "31.1x.x9.1x8",
             "sessionid": 2,
             "ec_theme": "Login Failure",
             "esa_time": 1406148964130,
             "ip_src": "23.xx.23x.16"
         }
     ]
 }

このJSON出力は、適切なFreeMarkerテンプレートを使用してESA通知に

含めることのできるすべての情報を示しています。たとえば、テンプレートの式${events
[0].username}はjhalpertと評価されます。

エンリッチメントを使用すると、これと同じモジュールと同じイベント  ストリームで次のようなアラー

トを生成できます。システムは複数のエンリッチメント接続を確立し、

コンテキスト情報をプルして、アラートをより分かりやすくすることができます。
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例：

${events[0]["RSADataScienceLookup"][0].score}は、RSA Warehouse Analyticsモ
ジュールによって計算される宛先ドメインの「リスク」スコアを提供するのに対し、${events[0]
["orgchart"][0].supervisor}は、アラートの対象である従業員の上司の名前を提供し

( HRデータベースからプルされる) 、${events[0]["LoginRegister"][0].username}は、

同じip_srcからのログインに最後に成功したユーザの名前を提供します( ストリーム ベースの

Named Windowを使用) 。
{"events": [
     {
         "username": "jhalpert",
         "host_dst": "www.facebook.com",
         "GeoIpLookup": [
         {
             "city": "Cambridge",
             "longitude": -71,
             "countryCode": "US",
             "areaCode": 617,
             "metroCode": 506,
             "region": "MA",
             "dmaCode": 506,
             "ipv4Obj": "/23.62.236.16",
             "countryName": "United States",
             "postalCode": "02142",
             "ipv4": "23.62.236.16",
             "latitude": 42,
             "organization": "Verizon Business"
         }
     ],
     "RSADataScienceLookup": [
         {
             "model_id": "suspiciousDomains_1",
             "_id": "EXEC_BATCH_1_20140630153740_facebook.com",
             "score": 10,
             "key": "www.facebook.com"
         }
     ],
     "orgchart": [
         {
             "supervisor": "mscott",
             "name": "James Halpert",
             "extension": 3692,
             "location": "Scranton",
             "department": "Sales",
             "id": "jhalpert"
         }
     ],
     "ip_dst": "31.13.69.128",
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     "sessionid": 2,
     "LoginRegister": [
         {
             "username": "dshrute",
             "ip_src": "23.62.236.16"
         }
     ],
     "ec_theme": "Login Failure",
     "esa_time": 1406155218912,
     "ip_src": "23.62.236.16"
     }
 ]}

データベース接続の構成

このトピックでは、アラートに追加の情報を提供する、外部データベースへの接続を構成する情

報について説明します。データベース接続を構成して、データベースをエンリッチメント  ソースとし

て構成し、アラートにさらに詳細な情報を追加できます。このプロセには、次の3つのステップが

あります。

 1. データベースへの接続を構成します。

 2. 外部データベースをエンリッチメント  ソースとして構成します。

 3. エンリッチメント  ソースをルールに追加します。

このトピックではステップ1について説明します。

例

この例では、データベースをエンリッチメント  ソースとして追加し、値をアラートに追加する方法を

説明します。

ルールは、ステルス メール サービスにサインアップしようとするユーザを検出します。25ユーザが

ルールの基準に一致しました。エンリッチメントがない場合、アラートには25人のユーザIDが含ま

れます。エンリッチメントを行った場合、アラートには各ユーザIDについて次の情報が追加されま

す。

 l 名前

 l 役職

 l 部門

 l 勤務地

依存関係

データベースを構成する場合、次の条件が適用されます。

データ エンリッチメント ソースの追加 92



ESAを使用したアラート ガイド

 l すべてのESAにデータベースへの参照が表示されます。データベースをエンリッチメント  ソース

として使うルールを導入していないESAにも、表示されます。  

 l データベースをホストするサーバがダウンした場合、ルールの導入環境に影響します。

 l アクティブな導入環境では引き続きデータを収集し、ルールを実行しますが、エンリッチメ

ントはアラートに表示されません。

 l ホストを再起動するまで、新しいルールの導入は失敗します。

手順

データベース接続を構成するには、次の手順を実行します。

 1. 構成＞［ESAルール］に移動します。

 2. ［設定］タブをクリックします。

 3. ［オプション］パネルで、［データベース接続］を選択します。

［データベース接続］パネルが表示されます。

 4. をクリックして、データベース接続を追加します。
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 5. ［データベース接続］ダイアログで、次の情報を指定します。

フィール

ド
説明

有効化 このデータをアラートのエンリッチメントに使用するには、［有効化］をオンにしま

す。デフォルトでは、［有効化］が選択されています。アラートから追加のデータ

を除外するには［有効化］をオフにします。

接続名 接続を識別するための名前を入力します。データベースをエンリッチメント  ソー

スとして追加する場合、この名前はデータベース接続のリストに表示されます。

説明 ( オプション) データベース接続の簡単な説明を入力します。

ドライバ 
クラス

データベースの適切なドライバ クラスを選択します。

NetWitness Suiteには、MongoDBとPostgresの2つのドライバが含まれています。

データ

ベース

URLま
たは

IP

構成するデータベースのURLまたはIPアドレスを入力します。

ユーザ

名

データベースにアクセスするユーザ名を入力します。

パスワー

ド

データベースにアクセスするためのパスワードを入力します。
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 6. ［保存］をクリックします。

詳細については、「［設定］タブ」を参照してください。

エンリッチメント  ソース

このトピックでは、外部のデータ ソースを追加してアラートで追加情報を提供するためのオプショ

ンについて説明します。エンリッチメント  ソースは、アラートで追加情報を提供します。たとえ

ば、あるユーザがルール基準と一致している場合に、そのユーザの名前、部門、勤務地などの

情報をデータベースから取得できます。エンリッチメント  ソースには次の3つのタイプがあります。

 l 外部データベース参照

 l インメモリ テーブル

 l Warehouse Analytics

 

エンリッチメント  ソースとしてのデータベースの構成

データベースをエンリッチメント  ソースとして構成して、それをルールに追加できるようにします。

するとイベントを分析するEsperエンジンはデータベース内の情報にアクセスして、追加の情報を

アラートに含めて提供することができます。

たとえば、ルールは、潜行型のメール サービスにサインアップしようとするユーザを検出します。25
ユーザがルールの基準に一致しました。アラートには25個のユーザIDが含まれます。外部データ

ベースは、各ユーザIDに次の追加情報を提供して、アラートを拡張します。

 l 名前

 l 役職

 l 部門

 l 勤務地

 l 上司

データベース接続は、編集、複製、インポート、エクスポートできます。

前提条件

データベース接続を構成する必要があります。詳細については、「データベース接続の構成」を参

照してください。

手順

データベースをエンリッチメント  ソースとして構成するには、次の手順を実行します。
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 1. 構成＞［ESAルール］に移動します。

 2. ［設定］タブをクリックします。

［設定］タブが表示されます。

 3. ［オプション］パネルで、［エンリッチメント  ソース］を選択します。

［エンリッチメント  ソース］パネルが表示されます。

 4. ドロップダウン メニューから、［外部データベース参照］を選択します。データベースが

表示されるようにデータベース参照を追加する必要があります。

［外部データベース参照］ダイアログが表示されます。
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 5. このデータでアラートのエンリッチメントを設定するには、［有効化］をオンにします。これはデ

フォルトでオンになっています。オフにすると、このデータによるアラートのエンリッチメントは設

定されません。

 6. ［ユーザ定義テーブル名］フィールドに、データベース構成を識別またはラベル付けするため

の名前を入力します。

 7. ［説明］フィールドに、データベース構成に関する簡単な説明を入力します。

 8. ［データベース接続］ドロップダウン メニューで、定義されたデータベース接続を選択します。

 9. ［テーブル名］フィールドに、データベースのテーブル名を入力します。

 10. ［保存］をクリックします。

パラメータとその説明の詳細については、「［設定］タブ」を参照してください。

エンリッチメント  ソースとしてのインメモリ テーブルの構成

このトピックでは、インメモリ テーブルを構成する手順について説明します。インメモリ テーブルを

構成する場合、テーブルへの入力用のCSVファイルをアップロードします。このテーブルをエンリッ

チメント  ソースとしてルールに設定することができます。設定したルールによってアラートが生成さ

れると、ESAはインメモリ テーブルから関連する情報を取得し、アラートに付加します。

たとえば、ユーザがフリーウェアのダウンロードを試みたときにそれを検出し、そのユーザのユーザ

IDをアラートで通知するようルールを構成することができます。氏名、役職、オフィス所在地、

従業員番号などの詳細情報を含んだインメモリ テーブルから、このユーザの追加情報を取得

して、アラートに付加することができます。

インメモリ テーブルは軽量なデータを取り扱う場合に最適です。簡単に設定でき、データベース

よりもメンテナンスの手間がかかりません。たとえば、AllTech Companyという小さな会社があると

します。規模が小さいため、システム管理者はCSVファイルで従業員情報を管理できます。こ

のAllTechが大企業に成長したときには、管理者は外部データベースをエンリッチメント  ソースと

して構成し、そのデータベースをルールに関連づける必要が出てきます。

前提条件

CSVファイルの列名に空白文字は使えません。

たとえば、Last_Nameは正しいですが、Last Nameは正しくありません。

.CSVファイルの先頭には、フィールドとタイプを定義するヘッダー行を追加する必要があります。

たとえば、address stringは、フィールドをaddressと定義し、タイプをstringと定義しています。

以下に、有効な.CSVファイルを.CSVとテーブルの形式で示します。
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手順

アドホック インメモリ テーブルの構成

 1. 構成＞［ESAルール］に移動します。

［構成］ビューが表示され、［ESAルール］タブが開きます。

 2. ［設定］タブをクリックします。

 3. ［オプション］パネルで、［エンリッチメント  ソース］を選択します。
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 4. ［エンリッチメント  ソース］セクションで、 ＞［インメモリ テーブル］

をクリックし

ます。

 5. インメモリ テーブルを記述するには、次の手順を実行します。

 a. ［アドホック］を選択します。

 b. デフォルトで、［有効化］が選択されています。ルールにインメモリ テーブルを追加する

と、アラートにはインメモリ テーブルのデータが付加されます。

ルールをインメモリ テーブルに追加しても、アラートに情報を付加しない場合には、チェッ

クボックスをオフにします。

 c. ［ユーザ定義テーブル名］フィールドに、インメモリ テーブル構成の名前( Student 
Informationなど) を入力します。

 d. アラートに追加するエンリッチメントの情報を説明する場合には、［説明］に次のような

説明を記入します。

例：アラートをRollnoでグループ化するとき、このエンリッチメントによって名前や点数など

の生徒の情報を付加します。  
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 6. ［インポート  データ］フィールドで、インメモリ テーブルにデータをフィードするCSVファイルを選

択します。

 7. EPLクエリを記述して、高度なインメモリ テーブルの構成を定義する場合は、［エキスパート  
モード］を選択します。

［テーブル列］が［クエリ］フィールドに置換されます。

 8. ［テーブル列］セクションで、 をクリックして、列をインメモリ テーブルに追加します。  

 9. ［インポート  データ］フィールドで有効なファイルが選択されている場合は、自動的に列に

データが入力されます。

注：［エキスパート  モード］を選択した場合には、［テーブル列］ではなく、［クエリ］フィールドが

表示されます。

 10. ［キー］ドロップダウン メニューで、エンリッチメントとしてCSVベースのインメモリ テーブルを使

用する場合に、受信イベントとインメモリ テーブルを結合するデフォルトのキーとして使用す

るフィールドを選択します。デフォルトでは最初の列が選択されています。また、エンリッチメ

ント  ソースでインメモリ テーブルを開き、後からキーを変更することもできます。

 11. ［最大行数］ドロップダウン メニューで、個々のインスタンスがインメモリ テーブルに格納でき

る行数を選択します。

 12. ESAサービスが停止した場合に、サービスの再開時にテーブルのデータを再投入するには、

［永続的］を選択して、インメモリ テーブルをディスクに保存します。

 13. ［保存ファイル形式］フィールドで、次のいずれかを実行します。

 l バイナリ形式でファイルを保存する場合は、［オブジェクト］を選択します。

 l テキスト形式でファイルを保存する場合は、［JSON］を選択します。

デフォルトでは、［オブジェクト］が選択されています。

 14. ［保存］をクリックします。

アドホック インメモリ テーブルが構成されました。これをエンリッチメントまたはルール条件の一

部としてルールに追加することができます。「ルールへのエンリッチメントの追加」を参照してく

ださい。

インメモリ テーブルを追加すると、エンリッチメントとして、またはルール条件の一部としてルール

に追加できます。たとえば、次のルールでは、インメモリ テーブルをルール条件の中でホワイトリ

ストとして使用しています。また、インメモリ テーブルに含まれるusr_dstの詳細情報をアラートの

付加情報として設定しています。  

このルールでは、インメモリ テーブルをホワイトリスト  ルール条件として使用しています。
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次に、User_listインメモリ テーブルをアラートのエンリッチメントとして設定しています。

つまり、User_listインメモリ テーブルは、ホワイトリストの作成に使用されると同時に、アラートが

トリガーされた場合は、アラートのデータに付加するエンリッチメントとしても使用されています。  

繰り返しインメモリ テーブルの追加

 1. 構成＞［ESAルール］に移動します。

［構成］ビューが表示され、［ESAルール］タブが開きます。

 2. ［設定］タブをクリックします。

 3. ［オプション］パネルで、［エンリッチメント  ソース］を選択します。

 4. ＞［インメモリ テーブル］をクリックします。

 5. インメモリ テーブルを記述するには、次の手順を実行します。

 a. ［繰り返し］をクリックします。

 b. デフォルトで、［有効化］が選択されています。ルールにインメモリ テーブルを追加する

と、アラートにはインメモリ テーブルのデータが付加されます。

ルールをインメモリ テーブルに追加しても、アラートに情報を付加しない場合には、チェッ

クボックスをオフにします。

 c. ［ユーザ定義テーブル名］フィールドに、インメモリ テーブル構成の名前( Student 
Informationなど) を入力します。
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 d. アラートに追加するエンリッチメントの情報を説明する場合には、［説明］に次のような

説明を記入します。

例：アラートをRollnoでグループ化するとき、このエンリッチメントによって名前や点数など

の生徒の情報を付加します。

 6. インメモリ テーブルにデータをフィードするCSVファイルのURLを入力します。［確認］をクリック

して、リンクを検証し、CSVファイルの列を設定します。  プラスまたはマイナス ボタンを使用し

て列を追加または削除できます。  

 7. プロキシ経由でサーバにアクセスする必要がある場合には、［プロキシを使用］を選択しま

す。

 8. ログインが必要な場合には、［認証情報］を選択します。

 9. ［繰り返し間隔］では、ESAが最新のCSVファイルを確認する間隔を指定します。

 a. ［分］、［時間］、［日］、［週］を選択します。

 b. ［週］を選択した場合には、曜日を選択します。  

 c. ［日付範囲］をクリックして、繰り返しの［開始日］と［終了日］を選択します。

 10. ［キー］ドロップダウン メニューで、エンリッチメントとしてCSVベースのインメモリ テーブルを使

用する場合に、受信イベントとインメモリ テーブルを結合するデフォルトのキーとして使用す

るフィールドを選択します。デフォルトでは最初の列が選択されています。また、エンリッチメ

ント  ソースでインメモリ テーブルを開き、後からキーを変更することもできます。

 11. ［最大行数］ドロップダウン メニューで、個々のインスタンスがインメモリ テーブルに格納でき

る行数を選択します。

 12. ESAサービスが停止した場合に、サービスの再開時にテーブルのデータを再投入するには、

［永続的］を選択して、インメモリ テーブルをディスクに保存します。

 13. ［保存ファイル形式］フィールドで、次のいずれかを実行します。

 l バイナリ形式でファイルを保存する場合は、［オブジェクト］を選択します。

 l テキスト形式でファイルを保存する場合は、［JSON］を選択します。

デフォルトでは、［オブジェクト］が選択されています。

 14. ［保存］をクリックします。

繰り返しインメモリ テーブルが構成されました。これをエンリッチメントまたはルール条件の一

部としてルールに追加することができます。「ルールへのエンリッチメントの追加」を参照してくだ

さい。
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エンリッチメント  ソースとしてのEsperクエリの構成

「エキスパート  モード」を使用すると、Esperクエリに基づいてエンリッチメント  ソースまたは名前付

きウィンドウを作成できます。これにより、コンテンツをより詳細に制御し、より動的なコンテンツ

を作成することができます。これを行う場合、EPLクエリはイベント  ストリームから対象の状態を

収集するために、名前付きウィンドウを構築します。

ワークフロー

次に、名前付きウィンドウを使用してクエリを作成するためのワークフローを示します。

 1. イベントがEsperエンジンに送信されます。

 2. EPLクエリが生成されます。

 3. アラートがトリガーされます。

 4. クエリにより、イベントと名前付きウィンドウの間に接続があるかどうかが確認されます。

 5. 接続がある場合、名前付きウィンドウにデータを投入するクエリが実行され、投入されま

す。

 6. 名前付きウィンドウのコンテンツがアラート  コンテンツに追加され、( 設定に応じて) 送信また

は表示されます。

前提条件

 l EPLステートメントで使用されるメタがデータ内に存在する必要があります。

 l 正しい形式のEPLステートメントを作成する必要があります。
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手順

EPLクエリを使用したインメモリ テーブルの構成

 1. 構成＞［ESAルール］に移動します。

［構成］ビューが表示され、［ルール］タブが開きます。

 2. ［設定］タブをクリックします。

 3. ［オプション］パネルで、［エンリッチメント  ソース］を選択します。

 4. ［エンリッチメント  ソース］セクションで、 ＞［インメモリ テーブル］

をクリックし

ます。

 5. ［アドホック］のチェックボックスをオンにします。

デフォルトで、［有効化］が選択されています。ルールにインメモリ テーブルを追加すると、ア

ラートにはインメモリ テーブルのデータが付加されます。

 6. ［ユーザ定義テーブル名］フィールドに、インメモリ テーブルの名前を入力します。

 7. アラートに追加するエンリッチメントについて説明する場合は、［説明］フィールドに情報を入

力します。

この説明は［エンリッチメント  ソース］ビューからエンリッチメントのリストを表示するときに表示

データ エンリッチメント ソースの追加 104



ESAを使用したアラート ガイド

されるため、ベスト  プラクティスとして詳細な説明を入力することをお勧めします。これによ

り、他のユーザがエンリッチメント  ソースの定義を開いて調べなくても、コンテンツトを理解す

ることができます。

 8. EPLクエリを記述して、高度なインメモリ テーブルの構成を定義する場合は、［エキスパート  
モード］を選択します。

［テーブル列］が［クエリ］フィールドにより置換されます。

 9. ESAサービスが停止した場合に、サービスの再開時にテーブルのデータを再投入するには、

［永続的］を選択して、インメモリ テーブルをディスクに保存します。

 10. ［クエリ］フィールドにEPLクエリを入力します。クエリは正しい形式で記述する必要がありま

す。また、フィールドに入力する前にテストすることをお勧めします。

 11. ［保存］をクリックします。

例

たとえば、5回のログイン試行失敗後のログイン成功を検索するルールを作成したとします。こ

のルールがトリガーされた場合に、最後にログインが成功したときのユーザに関する情報が通知

に含まれるようにします。このエンリッチメントを通知に追加するには、受信イベントからデータを

投入するストリーム ベースのインメモリ ルックアップ テーブルを作成して、IPアドレスとそのIPアドレ

スから最後にログインしたユーザのマッピングを管理します。これを行うには、クエリをソースとして

使用するエンリッチメントを作成します。

ステップ1.ルールの作成

まず、相関ルールを作成する必要があります。この例では、失敗と成功のルール条件を作成

し、 ip_srcでグループ化します。

ルールの

条件

説明

Failures この条件では、［Followed By］コネクタを使用して、5回のログイン失敗を検索し

ます。つまり、条件( Failures) の後には次の条件( Success) が続く必要がありま

す。

Success この条件では、1回のログイン成功を検索します。  
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ルールの

条件

説明

GroupBy: 

ip_src, 

device 

class

［GroupBy］フィールドによって、前述のすべての条件をip_srcとdevice classでグ

ループ化します。これは、ユーザが同じ宛先アカウントに複数回ログインを試み、

最終的にログインに成功した場合を検索するルールを作成するうえで重要で

す。device classでグループ化することにより、同じマシンからログインしたユーザが

1つのアカウントに複数回ログインしていることを確認できます。結果をグループ化

しない場合、このルールは予期しない結果を返す可能性があります。

Occurs 

within 

5minutes

イベントが発生するタイム ウィンドウは5分です。このタイム ウィンドウ外でイベント

が発生した場合、ルールはトリガーされません。  

Event 

Sequence: 

Strict

イベントの発生シーケンスに、厳格なパターン マッチングが適用されます。つまり、

イベントの発生順序が、間に別のイベントをはさむことなく、指定された順序と正

確に一致する必要があることを示します。   

このルール条件を記述するには、次のステートメントを作成します。

 l 「Failures」ステートメントでは、失敗したログイン試行を検索します。
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 l 「Success」ステートメントでは、成功したログインを検索します。

 l 組み合わせると、次のような相関ルールになります。
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ステップ2. エンリッチメントの作成

ルールを作成したら、通知出力に追加するためのエンリッチメントを作成する必要があります。

上述のステップに従ってエンリッチメントを作成し、Last_Logonという名前を付けて、次のクエリを

追加します。

create window LastLogon.std:unique(ip_src) as (ip_src string, user_dst 
string);

insert into LastLogon select ip_src, user_dst from CoreEvent

where ec_activity='Logon' and ec_outcome='Success';

エンリッチメントは、次のようになります。

 

ステップ3. ルールへのエンリッチメントの追加

基本ルールとエンリッチメントを作成したので、エンリッチメントをルールに追加し、ルールのメタに

エンリッチメントを結合する( 接続する) 必要があります。

Login_Failure_Followed_by_Successルールを開いて、編集します。
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フィール

ド
入力値

説明

出力 インメモリ テー

ブル
［インメモリ テーブル］オプションを指定すると、EPLクエリ データを

投入する名前付きウィンドウが作成されます。

エンリッ

チメント  

ソース

Last_Logon( 上

で作成したエン

リッチメント ) 。

IPアドレスとそのIPアドレスから最後にログインしたユーザのマッピ

ングを管理するため、受信イベントからデータを投入するストリー

ム ベースのインメモリ ルックアップ テーブルです。

ESAイベ

ント  スト

リーム メ
タ

ip_src 投入されるエンリッチメント  データと結合するための、イベント  ス
トリーム メタです。本質的には、 ip_srcは結合条件です。
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フィール

ド
入力値

説明

エンリッ

チメント  

ソース列

名

ip_src イベント  ストリーム データと結合するための、エンリッチメントのメ

タです。［イベント  ストリーム メタ］フィールドの結合条件と同じで

ある必要があります。

エンリッチメントを追加すると、ルールを保存することができます。

ルールがトリガーされると、ESAがエンリッチメントのクエリを実行し、名前付きウィンドウにデータ

を投入します。名前付きウィンドウ内のデータが結合条件と一致する場合、通知の設定に応

じてメール、SNMP、Syslog、スクリプトの出力にデータが追加されます。

エンリッチメント  ソースとしてのWarehouse Analyticsの構成

このトピックでは、RSA Warehouse AnalyticsをESAのエンリッチメント  ソースとして構成する手順

について説明します。データ アナリストはWarehouse Analyticsのデータを活用して、セッションと

ログ データを分析できます。

Warehouse Analyticsをエンリッチメント  ソースとして構成するには、次の手順を実行します。

 1. 構成＞［ESAルール］＞［設定］タブに移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［エンリッチメント  ソース］を選択します。

［エンリッチメント  ソース］パネルが表示されます。
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 3. ドロップダウン メニューから［Warehouse Analytics］を選択します。

 4. このデータでアラートのエンリッチメントを設定するには、［有効化］をオンにします。これはデ

フォルトでオンになっています。オフにすると、このデータによるアラートのエンリッチメントは設

定されません。

 5. ［名前］フィールドに、Warehouse Analyticsの構成を識別またはラベル付けするための名前

を入力します。

 6. ［説明］フィールドに、Warehouse Analyticsの構成に関する簡単な説明を入力します。
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 7. ［Warehouse AnalyticsデータベースURL］フィールドに、Warehouse Analyticsデータベースで

使用するMongoDB URLを入力します。

 8. ［ユーザ名  ］フィールドに、MongoDB にアクセスするためのユーザ名を入力します。

 9. ［パスワード］フィールドに、MongoDB にアクセスするためのパスワードを入力します。

 10. ［保存］をクリックします。

詳細については、「［設定］タブ」を参照してください。

ルールへのエンリッチメントの追加

このトピックでは、構成したエンリッチメント  ソースをルールに追加する方法について説明しま

す。ESAがアラートを生成する時、アラートにソースから取得した情報が追加されます。

エンリッチメントをルールに追加すると、さまざまなソースに検索を行い、その結果を送信アラート

に追加して、より詳細なアラートを提供することができます。この手順には、Administratorロー

ル、DPOロール、SOCManagerロールの権限が必要です。

手順

ルールにエンリッチメントを追加するには、次の手順を実行します。

 1. 構成＞［ESAルール］に移動します。

 2. ［ルール ライブラリ］ビューで、次のいずれかを実行します。

 l ルールをダブル クリックします。

 l ルールを選択し、［ルール ライブラリ］ツールバーで をクリックします。

［ルール ビルダ］パネルが、新しい［NetWitness Suite］タブに表示されます。

 3. ［エンリッチメント］セクションで、 をクリックし、次のいずれかのエンリッチメント  タイプを選

択します。   

 l インメモリ テーブル

 l 外部データベース参照

 l Warehouse Analytics

 l GeoIP

注： GeoIPソースを使用する場合、 ipv4は自動的に設定され、編集できません。  

選択したエンリッチメント  タイプがテーブルに表示されます。
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 4. 追加したエンリッチメント  タイプについて、次の項目を指定します。

 l ［出力］列には、構成したタイプが表示されます。

 l ［エンリッチメント  ソース］ドロップダウン リストで、定義済みのエンリッチメント  ソースを選択

します。

 l ［ESAイベント  ストリーム メタ］フィールドに、イベント  ストリーム メタ キーを入力します。こ

のメタ キーの値が、結合条件のオペランドの1つとして使用されます。

 l ［エンリッチメント  ソース列名］フィールドに、エンリッチメント  ソースの列名を入力します。

この列名の値が、結合条件のもう1つのオペランドとして使用されます。

 5. ［デバッグ］を選択します。@Audit(stream)アノテーションがルールに追加されます。これは、

esperルールをデバッグする際に役立ちます。

 6. ［構文の表示］をクリックして、定義したESAルールが有効かどうかをテストします。

 7. ［保存］をクリックします。

パラメータとその説明の詳細については、「［ルール ビルダー］タブ」を参照してください。
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ESAで実行するルールの導入

このトピックでは、ESAを選択し、そのESAで実行するルールを選択する方法について説明しま

す。このセクションのすべてのタスクに、Administratorロール、SOC Managerロール、DPOロール

の権限が必要です。

導入環境を作成するには、「導入ステップ」で説明する手順を実行する必要があります。

導入環境の仕組み

導入環境は、1つのESAサービスとESAルールのセットで構成されます。ルールを導入すると、不

審なアクティビティや好ましくないアクティビティをネットワーク内で検出するために、そのルールが

ESAサービスによって実行されます。作成されてから1時間以内のユーザー アカウントの削除な

ど、検出されるイベントはESAルールごとに異なります。

ESAサービスは次の機能を実行します。

 1. ネットワークからデータを収集

 2. データに対してESAルールを実行

 3. ルール条件でデータを評価

 4. 収集したイベントに関するアラートを生成

次の図はこのワークフローを示しています。

  

さらに、上記以外の手順を導入環境で実行できます。たとえば、導入環境のESAサービスの

削除、導入環境のルールの編集または削除、導入環境の編集または削除、導入環境への

更新の表示などです。これらの手順の説明については、「追加の導入手順」を参照してくださ

い。
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導入ステップ

このトピックでは、ESAサービスとESAルールのセットを含む導入環境を追加する方法について

説明します。導入環境を追加することで、ESAサービスとESAルールを整理して管理することが

できます。導入環境は次の2つのコンポーネントのコンテナとして考えます。

 1. ESAサービス

 2. ESAルールのセット

たとえば、「スパム アクティビティ」という導入環境を追加し、そこにESA Londonと、疑わしいメー

ルのアクティビティを検出するESAルールのセットを追加します。  

導入環境を追加するには、次の手順を実行する必要があります。

 l ステップ1. 導入環境の追加

 l ステップ2. ESAサービスの追加

 l ステップ3. ルールの追加および導入

ステップ1. 導入環境の追加

前提条件

導入環境を追加するには以下が必要です。

 l ESAサービスをホスト上で構成する必要があります。「Event Stream Analysis( ESA) 構成ガイ

ド」の「ESAの構成」を参照してください。

 l ルール ライブラリにルールが存在する必要があります。「ルール ライブラリへのルールの追加」を

参照してください。

手順

導入環境を追加するには、次の手順を実行します。

 1. 構成＞［ESAルール］に移動します。

［ルール］タブが表示されます。
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 2. オプション パネルで、導入環境の隣の ＞［追加

］を選択します。［導入環境］ビューが右側に表示されます。

 3. ［オプション］パネルで、導入環境の名前を入力します。任意の名前を指定します。

たとえば、目的または所有者を含めることができます。

 4. Enterキーを押します。

導入環境が追加されます。

 

ステップ2. ESAサービスの追加

導入環境におけるESAサービスは、ネットワークのデータを収集して、そのデータに対してESA
ルールを実行します。その目的は、ルールの条件を満たすイベントを収集し、収集されたイベン

トに対するアラートを生成することです。

同じESAを複数の導入環境に追加することができます。たとえば、ESA Londonは、次の導入

環境に同時に追加することができます。
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 l 導入環境EUR。ESAルール セットが含まれます

 l 導入環境CORP。別のESAルール セットが含まれます

導入環境からESAを削除すると、ルールもESAから削除されます。たとえば、導入環境EURに
はESA Londonと25個のルール セットが含まれているとします。ESA Londonを導入環境EURか
ら削除すると、25個のルール セットもESA Londonから削除されます。その結果、どの導入環境

にも含まれないESAは、実行するルールを持ちません。

手順

ESAサービスを追加するには、次の手順を実行します。

 1. 構成＞［ESAルール］に移動します。

［ルール］タブが表示されます。

 2. ［オプション］パネルで、導入環境を選択します。

 3. ［導入環境］ビューで、［ESAサービス］パネルの をクリックします。

［ESAサービスの導入］ダイアログに、構成済みのESAのリストが表示されます。

 4. 1つのESAを選択し、［保存］をクリックします。

［導入環境］ビューが表示されます。ESAは、［ESAサービス］セクションに表示され、ステー

タスは「追加済み」になります。
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ステップ3. ルールの追加および導入

このトピックでは、導入環境にESAルールを追加して、そのルールをESAに導入する方法につい

て説明します。各ESAルールには固有の条件が定義されています。導入環境のESAルールに

よって、ESAサービスがどのイベントを収集するかが決まり、それによって、どのようなアラートが生

成されるかが決まります。

たとえば、導入環境Aには、ESAサービスとしてESA Parisが追加され、非標準ポートを使用し

たファイル転送を検出するルールが追加されているとします。ESA Parisは、このルール条件に

一致したファイル転送を検出すると、イベントを収集してアラートを生成します。このルールを導

入環境Aから削除すると、このようなイベントが発生しても、ESAはアラートを生成しなくなりま

す。

手順

導入環境にルールを追加して導入するには、次の手順を実行します。

 1. ［構成］ > ［ESAルール］に移動します。

［ルール］タブが表示されます。

 2. オプション パネルで導入環境を選択します。

 3. ［導入環境］ビューで、［ESAルール］パネルの をクリックします。

［ESAルールの導入］ダイアログが開き、ルール ライブラリのルールが表示されます。

 4. ルールを選択して、［保存］をクリックします。

［導入環境］ビューが表示されます。

 5. ルールが［ESAルール］セクションに表示されます。
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 l 新しく追加したルールの［ステータス］列に、「追加済み」と表示されます。

 l ［導入環境］セクションの は、導入環境に対する更新があることを示します。

 l 導入環境内のルールの総数は右側に表示されます。

 6. ［今すぐ導入］をクリックします。

ESAサービスによってルール セットが実行されます。

追加の導入手順

ESAサービスとESAルールの導入に加えて、その他のステップを導入環境で実行できます。たと

えば、導入環境のESAサービスの削除、導入環境でのルールの編集または削除、導入環境

の編集または削除、導入環境への更新の表示などです。

これらの手順を実行するには、次をトピックを参照してください：

 l 導入環境からのESAサービスの削除

 l 導入環境のルールの編集または削除

 l 導入環境の編集または削除

 l 導入環境への更新の表示

  

導入環境からのESAサービスの削除

このトピックでは、導入環境からESAサービスを削除する手順について説明します。サービスが

追加された導入環境では、サービスに適用されているルールを編集したり、導入環境からサー

ビスを削除することができます。

次の手順は、［ルール］タブで実行します。

手順

ESAサービスを削除するには、次の手順を実行します。

 1. 構成＞［ESAルール］＞［ルール］タブに移動します。

［ルール］タブが表示されます。

 2. ［オプション］パネルの［導入環境］で、導入環境を選択します。

 3. ［ESAサービス］パネルでサービスを選択し、ツールバーの をクリックします。

確認ダイアログが表示されます。
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 4. ［はい］をクリックします。

選択したサービスが削除されます。

導入環境のルールの編集または削除

ルールが追加された導入環境では、ルールを編集または削除して、導入環境のカスタマイズを

行うことができます。次の手順は、［ルール］タブで実行します。

手順

ルールの編集

 1. 構成＞［ESAルール］＞［ルール］タブに移動します。

［ルール］タブが表示されます。

 2. ［オプション］パネルの［導入環境］の下から、導入環境を選択します。

 3. ［ESAルール］パネルで、ルールをダブル クリックすると、新しいタブが開きルールが表示されま

す。

 4. ルールを変更して、［保存］をクリックします。

ルールが保存されます。

ルールの削除

 1. 構成＞［ESAルール］＞［ルール］タブに移動します。

［ルール］タブが表示されます。

 2. ［オプション］パネルの［導入環境］の下から、導入環境を選択します。

 3. ［ESAルール］パネルでルールを選択し、ツールバーの 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。

ルールが削除されます。

導入環境の編集または削除

このトピックでは、NetWitness Suiteが相関グループ内の各ESAサービスに相関ルールを転送す

る方法について説明します。このトピックでは、導入環境を編集または削除する 相関グループ

にルールを追加すると、NetWitness Suiteがルールをグループ内の各ESAに転送します。

導入環境にアクセスするには、次の手順を実行します。

 1. 構成＞［ESAルール］に移動します。

［構成］ビューが表示され、［ルール］タブが開きます。
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 2. オプション パネルの［導入環境］で、導入環境を選択します。

［導入環境］ビューが表示されます。

導入環境の編集

 1. オプション パネルの［導入環境］で、導入環境を選択します。

［導入環境］ビューが表示されます。

 2. ＞［編集］を選択します。

導入環境の名前を編集できるようになります。

導入環境の削除

 1. オプション パネルの［導入環境］で、導入環境を選択します。

［導入環境］ビューが表示されます。

 2. ＞［削除］を選択します。

確認ダイアログが表示されます。

 3. ［はい］をクリックします。

導入環境が削除されます。

導入環境への更新の表示

このトピックでは、ルールの追加や削除など、導入環境への更新を表示する方法について説

明します。導入環境に変更を加えると、更新アイコン( ) が導入環境の横に表示されます。
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手順

導入環境に対する更新内容を表示するには、次の手順を実行します。

 1. 構成＞［ESAルール］に移動します。

［ルール］タブが表示されます。

 2. オプション パネルの［導入環境］で、右端の［更新の表示］ボタンをクリックします。

［導入環境への更新］ダイアログが開き、導入環境への変更が表示されます。

 3. ［閉じる］をクリックします。
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ESAの統計とアラートの表示

ESAがアラートを生成するときには、エンジン、ルール、アラートの統計情報など、ルールのパ

フォーマンスに関する詳細を表示することができます。また、どのルールが有効または無効であ

るかの情報を表示することもできます。ESA統計情報を表示する手順については、「ESAサービ

スの統計情報の表示」を参照してください

ESAがアラートを生成するときは、［アラート  サマリ］ページで結果を確認できます。これにより、

トレンドを確認し、アラートのボリュームと頻度の両方を把握できます。アラートを表示する手順

については、「アラートのサマリの表示」を参照してください。

ESAサービスの統計情報の表示

このトピックでは、ESAサービスの導入環境の統計情報を表示する方法について説明します。

この処理手順は、ルールの効率性の判断や導入環境のトラブルシューティングに役立ちます。  

手順

ESA統計情報の表示

 1. 構成＞［ESAルール］＞［サービス］タブに移動します。

 2. 左側の［ESAサービス］リストで、サービスを選択します。

選択したサービスの導入環境の統計情報が表示されます。

 3. ESA統計情報の次のセクションを確認します。

各セクションの統計情報別の詳細な説明については、「［サービス］タブ」を参照してくださ

い。
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 l ESAエンジンの統計情報

 l ルールの統計情報

 l アラートの統計情報

 4. ［導入されたルールの統計］セクションで、ESAに導入されているルールに関する詳細を確

認します。

各セクションの列ごとの詳細な説明については、「［サービス］タブ」を参照してください。

 l ルールが有効化されているか無効化されているか

 l ルール名

 l ルールが評価版ルール モードで実行されているかどうか

 l 最終検出

 l 一致イベント数

 5. ルール メモリのスナップショットを確認するには、［ヘルスモニタ］をクリックします。

ルールの有効化または無効化

 1. ［導入されたルールの統計］パネルで、グリッドからルールを選択します。

 2. をクリックしてルールを有効化するか、 をクリックしてルールを無効化し

ます。

［サービス］タブが更新され、変更内容が表示されます。この変更はただちに有効になりま

す。

統計情報の更新

［サービス］タブでは、ルールが有効化または無効化する場合を除き、統計情報は自動的に

更新されません。最新の統計情報を確実に表示するには、次の手順を実行します。

 1. 右上にある をクリックして、情報を更新します。

 2. 更新された情報が表示されます。  

アラートのサマリの表示

［対応］ビューでは、複数のソースから収集されたさまざまなアラートをブラウズできます。アラート

名、アラート  ソース、特定の時間範囲などによりフィルタを設定し、表示したいアラートのみをリ

ストに表示することができます。

 1. 対応＞［アラート］に移動します。

対応の［アラート  リスト］ビューには、すべてのNetWitness Suiteアラートのリストが表示されま
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す。

 2. 左側にある［フィルタ］パネルで、アラート  リストをフィルタして、特定の時間範囲の特定のア

ラートを表示できます。たとえば、［アラート名］セクションでESAルールのアラート ( ［ESAルー

ル-ソースIP］など) を選択し、［時間範囲］は［直近1時間］のままにすることができます。

右側のアラート  リストには、選択したフィルタと一致するアラートのリストが表示され、一番

下にはアラートの数が表示されます。

アラート  リストには、各アラートに関する情報が表示されます。                  

127 ESAの統計とアラートの表示



ESAを使用したアラート ガイド

 l 作成日：アラートがソース システムで作成された日時を表示します。

 l 重大度：アラートの重大度のレベルを表示します。値は1～100です。

 l 名前：アラートの基本的な説明を表示します。

 l ソース：アラートの作成元を表示します。

 l イベント数：アラートに含まれるイベントの数を示します。

 l ホスト  サマリ：ホストの詳細( アラートをトリガーしたホスト名など) を表示します。

 l インシデントID：アラートのインシデント IDを表示します。インシデント IDがない場合、ア

ラートはインシデントに属しません。

 3. リスト内のアラートをクリックすると、右側に［概要］パネルが開き、RAWアラートのメタデータ

を表示できます。

アラートのフィルタとアラートの詳細の表示については、「NetWitness Respondユーザ ガイド」を参

照してください。

ESAの統計とアラートの表示 128



ESAを使用したアラート ガイド

ESAアラートに関する参考情報

アラート  モジュールでは、ネットワークの潜在的な脅威に対するアラートを生成するようにESA
ルールを構成、導入することができます。

このトピックでは、アラート  モジュールのユーザ インタフェースについて説明します。

 l 新しい［詳細EPLルール］タブ

 l ［ステートメントのビルド］ダイアログ

 l ［ESAルールの導入］ダイアログ

 l ［ESAサービスの導入］ダイアログ

 l ［ルール ビルダー］タブ

 l ［ルール］タブ

 l ［ルール構文］ダイアログ

 l ［サービス］タブ

 l ［設定］タブ

 l ［導入環境への更新］ダイアログ
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新しい［詳細EPLルール］タブ

［詳細EPLルール］タブでは、EPL( イベント処理言語) クエリーを使用してルール条件を定義で

きます。

どうしますか?

ロール 処理オプション... 方法を確認する

コンテンツのエキスパート 詳細EPLルールを定義します。 詳細EPLルールの追加

コンテンツのエキスパート 詳細EPLルールの例を参照します。 詳細EPLルールのサンプル

関連トピック

 l ルール ビルダ ルールの追加

 l エンリッチメント  ソース

詳細EPLルール

［詳細EPLルール］タブにアクセスするには、次の手順を実行します。

 1. ［構成］＞［ESAルール］に移動します。

［構成］ビューが表示され、デフォルトで［ルール］タブが開きます。

 2. ［ルール ライブラリ］ツールバーで、 ＞［詳細EPL］を選択します。

［詳細EPLルール］タブが表示されます。

次の図は［詳細EPLルール］タブの画面イメージです。
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次の表に、［詳細EPLルール］タブのパラメーターを示します。

パラメーター 説明

ルール名 ESAルールの目的などを示した名前。

説明  ESAルールの検出対象のサマリー。

評価版ルール ルールが効率的に実行されているかどうかを確認するための導入モード。

重大度  ルールによってトリガーされるアラートの脅威レベル。

クエリー ルールの条件を定義するEPLクエリー。

通知

［通知］セクションでは、ESAによってルールのアラートが生成されたときの通知方法を選択する

ことができます。

アラート通知の詳細については、「通知方法をルールに追加」を参照してください。

次の図に、［通知］セクションを示します。
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パラメーター 説明

アラート通知のタイプを追加します。

選択されたアラート通知タイプを削除します。

出力 アラート通知タイプ。次のタイプがあります。

 l Eメール

 l SNMP

 l Syslog

 l スクリプト

通知 Eメール配布リストなど、事前に構成された出力の名前。

通知サーバ 出力を送信するサーバの名前。

テンプレート アラート通知のテンプレートの名前。

出力抑制の間隔 アラートの頻度を指定するオプション。

分 アラート頻度を分単位で指定します。

エンリッチメント

［エンリッチメント］セクションでは、データ エンリッチメント  ソースをルールに追加できます。

エンリッチメントの詳細については、「ルールへのエンリッチメントの追加」を参照してください。

次の図は、［エンリッチメント］セクションを示しています。

パラメーター 説明

 エンリッチメントを追加します。

 選択したエンリッチメントを削除します。
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パラメーター 説明

出力 エンリッチメント  ソースのタイプ。次のタイプがあります。

 l インメモリ テーブル

 l 外部データベース参照

 l Warehouse Analytics

 l GeoIP

エンリッチメント  
ソース

事前に構成したエンリッチメント  ソースの名前。たとえば、イン メモリ テー

ブルの場合はCSVファイル名など。

ESAイベント  スト

リーム メタ
結合条件の一方のオペランドとして値を使用するESAメタ キー。

エンリッチメント  
ソース列名

結合条件のもう一方のオペランドとして値を使用するエンリッチメント  

ソースの列名。
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［ステートメントのビルド］ダイアログ

［ステートメントのビルド］ダイアログを使用して、ルール ビルダーの新しいルールを作成する際に

条件のステートメントを作成できます。

どうしますか?

ロール 処理オプション... 方法を確認する

コンテンツのエキス

パート

ルール ステートメントを構成し

ます。

詳細EPLルールの追加

コンテンツのエキス

パート

ルールに条件を追加します。 ステップ3. ルール ステートメントへの条件

の追加

関連トピック

 l ルール ビルダ ルールの追加

［ステートメントのビルド］ダイアログ

［ステートメントのビルド］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. ［構成］＞［ESAルール］に移動します。

［ESAルールの構成］ビューが表示され、［ルール］タブが開きます。

 2. ［ルール ライブラリ］ツールバーで、 ＞［ルール ビルダー］を選択します。

［新しいルール］タブが表示されます。

 3. ［条件］セクションで、 をクリックします。

［ステートメントのビルド］ダイアログが表示されます。
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次の表に、［ステートメントのビルド］ダイアログのパラメーターの説明を示します。

パラ

メー

ター

説明

名前 ステートメントの目的など、分かりやすい名前。

選択 ドロップダウン リストから、ルールの適合条件を選択します。2つの選択肢があります。

 l すべての条件を満たす場合

 l いずれかの条件を満たす場合

キー  ESAがルールのステートメント内でチェックするキー。
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パラ

メー

ター

説明

演算

子

メタ キーとキー値の関係。

 l 等しい

 l 等しくない

 l NULLでない

 l 次より大きい( >)

 l 次の値以上( >=)

 l 次より小さい( <)

 l 次の値以下( <=)

 l 次の値を含む

 l 次の値を含まない

 l 次の値で始まる

 l 次の値で終わる

値 ESAが検索するキーの値。

大文

字と

小文

字を

区別

しな

い

このフィールドは、文字列および文字列配列で使用するために設計されています。

［大文字と小文字を区別しない］フィールドを選択すると、クエリーはすべての文字列

テキストを小文字の値として扱います。  これにより、Johnsonという名前のユーザーを

検索するルールは、イベントに「johnson」、「JOHNSON」、または「JoHnSoN」が含ま

れている場合にトリガーされます。

 配

列

［値］フィールドの内容が1つの値か複数の値かを示すための選択肢。

 l 複数の値を指定する場合はこのボックスをオンにします。

 l 1つの値を指定する場合はこのボックスをオフにします。

ステートメントを追加します。メタの条件、ホワイトリスト条件、またはブラックリスト条

件を追加できます。  
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パラ

メー

ター

説明

選択されたステートメントを削除します。

保存 ［ルール ビルダー］タブの［条件］セクションにステートメントを追加します。

次の表は、ルール ビルダーで使用できる演算子を示しています。

演算子
値のタ

イプ
使用方法 例 意味

is 単一の文

字列値

メタ キーは値フィールドと一致します。 user_dst is 

John Doe.

user_dstは、文字列「John Doe」と一

致します。

is 文字列値

の配列

メタ キーは値フィールドの要素の1つと一致

します。

user_dst is 

John, Doe, 

Smith.

user_dstは、文字列「John」、「Doe」、
「Smith」のいずれかと一致します(ス
ペースは削除されます)。

is not 単一の文

字列値
メタ キーは値フィールドと一致しません。 size is not 

200.
sizeは数値200ではありません( sizeは

数値です)。

is not 文字列値

の配列

メタ キーは値フィールドの要素のいずれにも

一致しません。

size is not 

200, 300, 400.

sizeは、200、300、400のいずれにも一

致しません。

is not null N/A(任意

の値を探

します)

メタ キー値はnullではありません。 user_dst is 

not null.

user_dstは値を含むメタです。 

is greater 

than( >)

数量 メタ キーの数値が値フィールドの数値を超

えています。

payload is 

greater than 

7000.

payloadは7000より大きい数値です。

is greater 

than or 

equal to

( >=)

数量 メタ キーの数値が値フィールドの数値以上

です。

payload is 

greater than or 

equal to 7000.

payloadは7000以上の数値です。

is less than

( <)

数量 メタ キーの数値が値フィールドの数値未満

です。

ip_dstport is 

less 

than 1024.

ip_dstportは数値1024未満の数値で

す。
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演算子
値のタ

イプ
使用方法 例 意味

is less than 

or equal to

( <=)

数量 メタ キーの数値が値フィールドの数値以下

です。

ip_dstport is 

less than or 

equal to 1024.

ip_dstportは、数値1024以下の数値

です。

contains 文字列 値フィールドは、メタ キーのサブ文字列です

(この演算子は文字列値のメタ キーでのみ

使用できます)。

ec_outcome 

contains 

failure.

ec_outcomeはサブ文字列「failure」を

含む文字列です。

not 

contains

文字列 値フィールドは、メタ キーのサブ文字列では

ありません(この演算子は文字列値のメタ 
キーでのみ使用できます)。

ec_outcome 

not contains 

failure.

ec_outcomeは、サブ文字列「failure」

が含まれない文字列です。

begins 

with

文字列 値フィールドはメタ キーの始まりです(この演

算子は文字列値のメタ キーでのみ使用で

きます)。

ip_dst begins 

with 127.0.

ip_dstは、「127.0」で始まる文字列で

す。

ends with 文字列 値フィールドはメタ キーの終わりです(この演

算子は文字列値のメタ キーでのみ使用で

きます)。

user_dst ends 

with son.

user_dstは「son」で終わる文字列で

す。

注：太字の斜体は、メタ キーを表します。お客様の環境によって、これらのメタキーが存在し

ない場合があります。
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［ESAルールの導入］ダイアログ

［ESAルールの導入］ダイアログでは、ESAサービスに導入するルールをフィルタリングして選択で

きます。

どうしますか?

ロール 処理オプション... 方法を確認する

コンテンツのエキスパー

ト

導入環境の構成 ステップ1. 導入環境の追加

コンテンツのエキスパー

ト

ルールの導入 ステップ3. ルールの追加および導入

関連トピック

 l 追加の導入手順

［ESAルールの導入］ダイアログ

このダイアログにアクセスするには、次の手順を実行します。

 1. ［構成］＞［ESAルール］に移動します。

デフォルトでは、［ルール］タブが開きます。

 2. オプション パネルの［導入環境］セクションで、既存の導入環境を選択するか、 ＞

［追加］をクリックして、新しい導入環境を追加します。

 3. 新しい導入環境を追加する場合は、オプション パネルのボックスに導入環境の名前を入

力します。

 4. ［ESAルール］パネルで をクリックします。［

ESAルールの導入］ダイアログが表示されます。

139 ESAアラートに関する参考情報



ESAを使用したアラート ガイド

次の図に、このダイアログの例を示します。

次の表で、［ESAルールの導入］ダイアログのパラメーターを説明します。

パラ

メー

ター

説明

ルールのリストを、重大度とタイプに基づいてフィルタリングします。このアイコンの横

のテキスト  ボックスでは、ルールの名前に基づいてフィルタリングします。

ルール

名

ルールの名前を表示します。

説明 ルールの説明を示します。

評価

版ルー

ル

このルールが評価版ルールであるかどうかを示します。

タイプ ルールのタイプを示します。RSA Live ESA、詳細EPL、ルール ビルダーのいずれか

です。
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［ESAサービスの導入］ダイアログ

［ESAサービスの導入］ダイアログには、導入環境に追加できるESAサービスがすべて表示され

ます。

どうしますか?

ロール 処理オプション... 方法を確認する

コンテンツのエキスパー

ト

導入環境の構成 ステップ1. 導入環境の追加

コンテンツのエキスパー

ト

サービスの導入 ステップ2. ESAサービスの追加

関連トピック

 l 追加の導入手順

 l ESAサービスの統計情報の表示

［ESAサービスの導入］ダイアログ

このダイアログにアクセスするには、次の手順を実行します。

 1. 構成＞［ESAルール］に移動します。

デフォルトでは、［ルール］タブが開きます。

 2. オプション パネルの［導入環境］セクションで、導入環境を選択または追加します。

 3. ［ESAサービス］パネルで をクリックします。［

ESAサービスの導入］ダイアログが表示されます。
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次の図に、このダイアログの例を示します。

次の表に、［ESAサービスの導入］ダイアログのパラメーターの説明を示します。

パラメーター 説明

名前 構成済みのESAサービスの名前を表示します。

導入 サービスがすでに追加されている導入環境を表示します。
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［ルール ビルダー］タブ

［ルール ビルダー］タブを使用して、ルール ビルダー ルールを定義することができます。

どうしますか?

ロール 処理オプション... 方法を確認する

コンテンツのエキス

パート

ルール ビルダー ルールを定義し

ます。

ルール ビルダ ルールの追加

コンテンツのエキス

パート

ルールの基準を定義します。 ステップ2. ルール ステートメントのビルド

コンテンツのエキス

パート

ルールに条件を追加します。 ステップ3. ルール ステートメントへの条件

の追加

関連トピック

 l 詳細EPLルールの追加
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ルール ビルダー

［ルール ビルダー］タブを開くには、次の操作を行います。

 1. ［構成］＞［ESAルール］に移動します。

デフォルトでは、［ルール］タブが開きます。

 2. ［ルール ライブラリ］ツールバーで、 ＞［ルール ビルダー］を選択します。

［ルール ビルダー］タブが表示されます。

次の図に［ルール ビルダー］タブを示します。

次の表に、［ルール ビルダー］タブのパラメーターを示します。

パラメーター 説明

ルール名 ESAルールの目的などを示した名前。

説明  ESAルールの検出対象のサマリー。

評価版ルール ルールが効率的に実行されているかどうかを確認するための導入モード。

重大度  ルールによってトリガーされるアラートの脅威レベル。

［ルール ビルダー］には、次のコンポーネントが含まれます。
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 l ［条件］セクション

 l ［通知］セクション

 l ［エンリッチメント］セクション

［条件］セクション

［ルール ビルダー］タブの［条件］セクションで、ルールの検出対象を定義します。

次の図に、［条件］セクションを示します。

 

次の表に、［条件］セクションのパラメーターを示します。

パラ

メー

ター

説明

ステートメントを追加します。

選択したステートメントを削除します。

選択したステートメントを編集します。

ステー

トメン

ト

条件の論理グループ。

発生 アラートの条件に合致する頻度。ここでは、アラートをトリガーするのに最低限必要

なイベント ( ステートメントの条件に合致するイベント ) の発生回数を指定します。一

定期間内( 分) に発生する必要があります。
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パラ

メー

ター

説明

コネク

タ

ステートメント間の関係を指定します。次のコネクタがあります。

 l followed by

 l not followed by

 l AND

 l OR
 コネクタは、「AND」、「OR」、「followed by」、「not followed by」のいずれかを使用し

て2つのステートメントを結合します。「followed by」を使用すると、2つのイベントの順

序を指定できます。ANDとORでは、条件を結合して1つの大きい条件を構成しま

す。「followed by」では、順番に発生する別々の条件を作成します。

相関

タイプ

［相関タイプ］は［followed by］と［not followed by］にのみ適用されます。［同一］の

相関タイプを選択した場合は、関連づけるメタを1つ選択します。［結合］の相関タイ

プを選択した場合は、関連づけるメタを2つ選択します。2つの異なるデータ ソースか

らメタを関連づける場合は、［結合］を使用します。たとえば、AVアラートとIDSアラー

トを関連づける場合があります。

メタ ［同一］か［結合］の相関タイプを選択する場合は( 前述) 、メタ条件を入力します。

メタ ［結合］の相関タイプを選択する場合は( 前述) 、2番目のメタ条件を入力しま

す。たとえば、AVアラートの宛先IPアドレスとIDSアラートのワークステーションのソー

スIPアドレスが結合され、異なるソースにわたる同一のエンティティを表示できま

す。

期間 条件が発生する必要のあるタイム ウィンドウ。  
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パラ

メー

ター

説明

イベン

ト  

シー

ケンス

パターンの一致が厳格な一致または非厳格な一致のどちらかを選択します。厳格

な一致とは、指定したパターンと完全に同じ順序でイベントが発生し、間に別のイベ

ントが一切発生しないことを意味します。たとえば、5回のログイン失敗( F) の後にロ

グインが1回成功( S) するシーケンスを指定すると、ユーザーが 「F,F,F,F,F,S」のシーケ

ンスを実行した場合にのみ一致と見なされます。非厳格な一致の場合、シーケンス

内に別のイベントが発生しても、指定されたイベントがすべて発生していればルール

はトリガーされます。たとえば、5回のログイン失敗( F) が発生する途中で、任意の回

数のログイン成功( S) が発生し、その後で1回ログインが成功する場合、

「F,S,F,S,F,S,F,S,F,S」のようなパターンになります。この場合、途中でログインが成功

しても、ルールはトリガーされます。  

Group 

By

ドロップダウン リストから結果をグループ化する際の基準となるメタ キーを選択しま

す。たとえば、Joe、Jane、Johnという3人のユーザーがいて、Group Byにuser_dstメタを
使用するとします( user_dstはユーザー宛先アカウントのメタ フィールドです) 。その結

果として、Joe、Jane、Johnでグループ化されたイベントが表示されます。

複数のキーでグループ化することもできます。たとえば、ユーザーとマシンでグループ化

し、同じマシンからログインしている1人のユーザーが1つのアカウントに複数回ログイン

していないか確認します。  これを行うには、device_classとuser_dstでグループ化しま

す。

通知

［通知］セクションでは、ESAによってルールのアラートが生成されたときの通知方法を選択する

ことができます。

アラート通知の詳細については、「通知方法をルールに追加」を参照してください。

次の図に、［通知］セクションを示します。

パラメーター 説明

アラート通知のタイプを追加します。

選択したアラート通知を削除します。
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パラメーター 説明

出力 アラート通知タイプ。次のタイプがあります。

 l Eメール

 l SNMP

 l Syslog

 l スクリプト

通知 Eメール配布リストなど、事前に構成された出力の名前。

通知サーバ 出力を送信するサーバの名前。

テンプレート アラート通知のテンプレートの名前。

出力抑制の間隔     アラートの頻度を指定するオプション。

分 アラート頻度を分単位で指定します。

エンリッチメント

［エンリッチメント］セクションでは、データ エンリッチメント  ソースをルールに追加できます。

エンリッチメントの詳細については、「ルールへのエンリッチメントの追加」を参照してください。

次の図は、［エンリッチメント］セクションを示しています。

パラメー

ター
説明

エンリッチメントを追加します。

選択したエンリッチメントを削除します。
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パラメー

ター
説明

出力 エンリッチメント  ソースのタイプ。次のタイプがあります。

 l インメモリ テーブル

 l 外部データベース参照

 l Warehouse Analytics

 l GeoIP

エンリッチメ

ント  ソース

事前に構成したエンリッチメント  ソースの名前。たとえば、イン メモリ テーブルの

場合はCSVファイル名など。

ESAイベン

ト  ストリー

ム メタ

結合条件の一方のオペランドとして値を使用するESAメタ キー。

エンリッチメ

ント  ソース

列名

結合条件のもう一方のオペランドとして値を使用するエンリッチメント  ソースの

列名。

CSVベースのイン メモリ テーブルを作成する時にキーを構成した場合は、この

列に選択したキーが自動的に入力されます。ただし、このキーは必要に応じて

変更できます。  
 GeoIPエンリッチメント  ソースでは、 ipv4が自動的に選択されます。    
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［ルール］タブ

［ルール］タブは、ESAルールと導入環境を管理するために使用できます。

どうしますか?

ロール 
処理オプ

ション...
方法を確認する

コンテンツのエキス

パート

ルールのタ

イプを表示

します。

ESAルール タイプ

コンテンツのエキス

パート

評価版

ルールを導

入します。

評価版ルールの使用

コンテンツのエキス

パート

ルールを作

成します。

ルール ライブラリへのルールの

追加

コンテンツのエキス

パート

ルールを導

入します。

ESAで実行するルールの導入

関連トピック

 l ESAの使用開始
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ルール ビルダー

［構成］＞［ESAルール］に移動すると、［ルール］タブが表示されます。

次の図に［ルール］タブを示します。

［ルール］タブは3つのセクションに分かれています。

 l ［ルール］タブの［オプション］パネル

 l ［ルール ライブラリ］パネル

 l ［導入環境］パネル

151 ESAアラートに関する参考情報



ESAを使用したアラート ガイド

［ルール］タブの［オプション］パネル

［ルール］タブの［オプション］パネルの左側の［ルール ライブラリ］でESA ルールを表示し、導入環

境を作成できます。

どうしますか?

ロール 
処理オプ

ション...
方法を確認する

コンテンツのエ

キスパート

ESAルール

を表示しま

す。

ルール ライブラリへのルー

ルの追加

コンテンツのエ

キスパート

導入を作

成します。
導入ステップ

関連トピック

 l ルールの使用

［オプション］パネル

次の図は、［ルール］タブの［オプション］パネルを示しています。

［オプション］パネルには、［ルール］と［導入環境］の2つのセクションがあります。

ルール セクション

ルール セクションには2つのオプションがあります。ルール ライブラリは、デフォルトで選択されてお

り、選択時にはタブに［ルール ライブラリ］ビューが表示されます。［RSA Liveからルールを取得］

を選択すると、［Live］の［検索］ビューに移動して、ルールを検索できます。
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導入環境セクション

導入環境セクションには導入環境が一覧表示され、導入環境に更新があるかどうかが示され

ます。このセクションから、導入環境を追加、削除、編集、更新できます。リストから導入環境

を選択すると、タブに［導入環境］パネルが表示されます。このセクションの機能を次の表で説

明します。

機

能
説明

ドロップダウン メニューが表示され、導入環境の追加、編集、削除を選択で

きます。導入環境のリストを更新して、新しい更新があるかどうかを確認する

こともできます。

導入環境に更新があるかどうかを示します。

導入環境内のルールの数を示します。
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［ルール ライブラリ］パネル

［ルール ライブラリ］パネルでは、ルールを管理することができます。

どうしますか?

ロール 処理オプション... 方法を確認する

コンテンツのエキス

パート

ESAルールを追加します。 ルール ビルダ ルールの追加

コンテンツのエキス

パート

ルールを編集、複製、削除します。 ルールの編集、複製、削除

コンテンツのエキス

パート

ESAルールをインポートまたはエクスポー

トします。

ルールのインポートまたはエク

スポート

コンテンツのエキス

パート

ESAルール リストをフィルター処理しま

す。

ルールのフィルタまたは検索

関連トピック

 l 詳細EPLルールの追加

［ルール ライブラリ］パネル 

このビューにアクセスするには、［構成］＞［ESAルール］に移動します。［ルール］タブが開き、

［ルール ライブラリ］ビューは右側に表示されます。

次の図は、［ルール ライブラリ］パネルを示しています。
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［ルール ライブラリ］パネルには次のコンポーネントがあります。

 l ルール ライブラリ ツールバー

 l ルール ライブラリ リスト

ルール ライブラリ ツールバー

ルール ライブラリ ツールバーでは、ESAルールの追加、削除、編集、複製、フィルタ、エクスポー

ト、インポートを実行できます。次の図は、これらのアクションのアイコンを示しています。

ルール ライブラリ リスト

次の図は、ルール ライブラリ リストを示しています。
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ルール ライブラリ リストには、RSA LiveからダウンロードしたESAルールと［詳細EPL］タブまたは

［ルール ビルダー］タブで作成したESAルールがすべて表示されます。次の表に、ルール ライブラ

リ リストの各列とその説明を示します。

列 説明

ルール名 ESAルールの目的などを示した名前。

説明 ESAルールの検出対象のサマリー。

評価版

ルール

ルールが効率的に実行されているかどうかを確認するための導入モード。

タイプ ルールのタイプ。

アクション

( )
選択したルールを削除、編集、複製、エクスポートするためのメニュー。

重大度 ルールによってトリガーされるアラートの脅威レベル。

Eメール ルールのアラート通知がEメールで送信されるかどうかを示します。デフォルトで

は、この列は表示されません。

SNMP ルールのアラート通知がSNMPを使用して送信されるかどうかを示します。デフォ

ルトでは、この列は表示されません。

Syslog ルールのアラート通知がSyslogを使用して送信されるかどうかを示します。デフォ

ルトでは、この列は表示されません。
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列 説明

スクリプト ルールのアラート通知によってスクリプトが実行されるかどうかを示します。デフォル

トでは、この列は表示されません。

最終更

新日

ESAルールが最後に更新された日時。デフォルトでは、この列は表示されませ

ん。

デフォルトで表示されない列を表示するには、列のタイトルの上にカーソルを置き、右側にある

［v］をクリックします。ドロップダウン メニューが開くので、ここで列のコンテンツをソートしたり、ルー

ル ライブラリ リストに表示したい列を選択することができます。
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［導入環境］パネル

このトピックでは、［導入環境］パネルの概要について説明します。［導入環境］パネルを使用

すると、導入環境を作成および構成できます。［導入環境］パネルには次のセクションがありま

す。

 l ESAサービス

 l ESAルール

どうしますか?

ロール 処理オプション... 方法を確認する

コンテンツのエキスパート 導入環境を追加します。 導入ステップ

コンテンツのエキスパート 導入を管理します。 追加の導入手順

関連トピック

 l ESAサービスの統計情報の表示

［導入環境］パネル

次の図に、［導入環境］パネルを示します。

 

ESAサービス

［ESAサービス］セクションを使用して、導入環境内の各ESAサービスを管理できます。

［ESAサービス］セクションでは、次のタスクを実行できます。
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タスク 説明

ESAサービスを導入環境に追加します。  

選択されたESAサービスを導入環境から削除します。

更新の表示 ［導入環境への更新］ダイアログを開きます。

今すぐ導入 現在のルールのセットを導入します。

次の表に、［ESAサービス］セクションのパラメータを示します。

パラメー

ター
説明

ステータス 導入環境のステータスを示します。ステータスは、追加済み、導入済み、更新

済み、失敗のいずれかです。

名前 ESAサービスの名前。

アドレス ESAサービスがインストールされているホストのIPアドレス。

バージョン ESAサービスのバージョン。

直近の導

入日

ESAサービスが最後に導入された日時。

ESAルール

［ESAルール］セクションで、導入環境のルールを管理します。このセクションには、現在導入環

境内にあるすべてのルールが一覧表示されます。  

［ESAルール］セクションでは、次のタスクを実行できます。

タスク 説明

［ESAルールの導入］ダイアログが開き、ルー

ルを選択できます。

選択されたESAルールを導入環境から削除

します。
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タスク 説明

ルールのリストをフィルタリングします。

ルールを検索します。

次の表に、［ESAルール］セクションのパラメーターを示します。

パラメーター 説明

ステータス ルールのステータスを示します。

 l 導入済み：ルールは導入されています。

 l 更新済み：最後の導入以降に、ルールが更新されていま

す。

 l 追加済み：最後の導入以降に、ルールが追加されていま

す。

 l 失敗：導入が失敗しました。

ルール名 ESAルールの目的などを示した名前。

評価版ルール ルールが効率的に実行されているかどうかを確認するための導

入モード。

重大度 ルールによってトリガーされるアラートの脅威レベル。

出力 ESAルールのタイプ。

Eメール、SNMP、Syslog、

スクリプト

ルールによって生成されるアラートに、どの通知のタイプが使用さ

れるかを示します。

最終更新日 ESAルールが最後に更新された日時。
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［ルール構文］ダイアログ

このトピックでは、［ルール構文］ダイアログの機能について説明します。［ルール構文］ダイアロ

グには、条件、ステートメント、デバッグ パラメーターがEPL構文で表示され、構文が無効な場

合には警告も表示されます。

［ルール構文］ダイアログ

このダイアログにアクセスするには、次の手順を実行します。

 1. ［構成］＞［ESAルール］に移動します。

 2. ［ルール ライブラリ］ビューで、次のいずれかを実行します。

 a. をクリックし、［詳細EPL］または［ルール ビルダー］を選択します。

 b. 既存のルールをダブル クリックします。

 c. 既存のルールを選択し、［ルール ライブラリ］ツールバーで をクリックします。

 d. 既存のルールの行で、 ＞［編集］を選択します。

新規または既存のルールが新しいタブに表示され、編集することができます。

 3. タブの下部にある［構文の表示］をクリックします。

次の図に、［ルール構文］ダイアログの例を示します。
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次の表で［ルール構文］ダイアログのパラメーターについて説明します。

パラメーター 説明

［構文は有効です］または

［ルール検証エラー］

ルールの構文が有効か、修正する必要があるかどうかを示し

ます。

ルール名 ルールの名前を表示します。

テキスト ルールが有効な場合は、条件、ステートメント、デバッグ パラ

メーターのEPL構文が表示されます。
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［サービス］タブ

このトピックでは、［構成］＞［ESAルール］＞［サービス］タブの概要を示します。［サービス］タブ

には、NetWitness Suiteに追加されたESAサービスに関する詳細が表示されます。  

どうしますか?

ロール 処理オプション... 方法を確認する

コンテンツのエキスパー

ト

［サービス］タブをトラブル

シューティングします。

ESAのトラブルシューティング

コンテンツのエキスパー

ト

ESAサービスの導入環境

の統計を表示します。
ESAサービスの統計情報の表示

関連トピック

 l アラートのサマリの表示

サービス 

次の図に［サービス］タブを示します。

［サービス］タブは、次のセクションで構成されています。
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 l ［ESAサービス］パネル 

 l ［一般的な統計］パネル 

 l ［導入されたルールの統計］パネル 

［ESAサービス］パネル

［ESAサービス］パネルには、NetWitness Suiteに追加された各ESAサービスの名前が表示され

ます。

［一般的な統計］パネル

［一般的な統計］パネルには、Esperエンジン、ルール、アラートに関する情報が表示されます。

［一般的な統計］パネルは、次のセクションで構成されています。

 l ESAエンジンの統計情報  

 l ルールの統計情報

 l アラートの統計情報

次の図に［一般的な統計］パネルを示します。

次の表は、各セクションのパラメーターとその説明を示しています。
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セクション
パラメー

ター
説明

ESAエンジンの統

計情報

Esperバー

ジョン

ESAサービス上で実行されているEsperのバージョン

時間 最後のイベントがEsperエンジンに送信された時刻

検出イベン

ト数

サービスの前回の起動時以降にESAサービスによって分

析されたイベントの数

検出レート ESAサービスでの現在のイベントの検出レート

ルールの統計情

報

有効な

ルール

有効なルールの数

無効な

ルール

無効なルールの数

一致イベン

ト数

ESAサービスのすべてのルールに一致したイベントの合計

数

アラートの統計情

報

Eメール ESAサービスによって送信されたEメール通知の数

SNMP ESAサービスによって送信されたSNMP通知の数

Syslog ESAサービスによって送信されたSyslog通知の数

スクリプト ESAサービスによって送信されたスクリプト通知の数

ストレージ データベースに格納されているアラートの総数

メッセージ 

バス

メッセージ バスに送信されたアラートの数

［導入されたルールの統計］パネル

［導入されたルールの統計］パネルには、ESAサービスに導入されているルールに関する詳細が

表示されます。

次の図に［導入されたルールの統計］パネルを示します。
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次の表に、ビューの各パラメーターとその説明を示します。

パラメーター 説明

無効化されているルールを有効化します。

有効化されているルールを無効化します。

ヘルスモニタ 評価版ルールが無効化されたときのメモリ使用量のスナップショットを表示し

ます。

有効化 ルールが有効か無効かを示します。

緑のアイコンは、ルールが有効であることを示します。

白のアイコンは、ルールが無効であることを示します。

名前 ESAルールの名前。

評価版ルール ルールが評価版ルール モードで実行されているかどうかを示します。

最終検出 ルールに対して最後にアラートがトリガーされた時刻。

一致イベント

数

ルールに一致したイベントの総数。
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［設定］タブ

このトピックでは、［構成］＞［ESAルール］＞［設定］タブのコンポーネントについて説明します。

［設定］タブでは、次のタスクを実行できます。

 l メタ キーのリストを表示する

 l データ エンリッチメント  ソースを構成する

 l 外部データベースへの接続を追加する

どうしますか?

ロール 処理オプション... 方法を確認する

コンテンツのエキス

パート

外部データベースへの接続を構成します。 データベース接続の

構成

コンテンツのエキス

パート

エンリッチメント  ソースとしてデータベースを構成

します。
エンリッチメント  ソース

関連トピック

 l データ エンリッチメント  ソースの追加

設定

次の図は、［設定］タブの［メタ キー参照］セクションを示しています。

167 ESAアラートに関する参考情報



ESAを使用したアラート ガイド

メタ キー参照

［メタ キー参照］セクションには、各メタ キーとそのキーの値のタイプが表示されます。

エンリッチメント  ソース

［エンリッチメント  ソース］セクションでは、次のデータ ソースを構成できます。

 l GeoIP

 l 外部データベース参照

 l インメモリ テーブル

 l Warehouse Analytics

次の図は、［設定］タブの［エンリッチメント  ソース］セクションを示しています。
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データベース接続

［データベース接続］セクションでは、ESAが外部データベースのデータにアクセスできるように、そ

のデータベースへの接続を構成できます。

次の図は、［設定］タブの［データベース接続］セクションを示しています。

［データベース接続］セクションでは、次のタスクを実行できます。
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 l データベース接続の追加

 l データベース接続の削除

 l データベース接続の編集

 l データベース接続の複製

 l データベース接続のインポート

 l データベース接続のエクスポート
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［導入環境への更新］ダイアログ

［導入環境への更新］ダイアログには、ルールやサービスの追加など、導入環境に対して行わ

れた変更が表示されます。導入環境が更新されると、［ルール］タブの［オプション］パネルで、導

入環境の名前の横に更新アイコン( ) が表示されます。  

どうしますか?

ロール 処理オプション... 方法を確認する

コンテンツのエキスパー

ト

ESAで実行するルールを導入しま

す。

導入ステップ

コンテンツのエキスパー

ト

導入環境を編集または削除します。 導入環境の編集または削

除

コンテンツのエキスパー

ト

導入環境の更新を表示します。 導入環境への更新の表示

関連トピック

 l 導入環境からのESAサービスの削除

 l 導入環境のルールの編集または削除

［導入環境］ダイアログ

このダイアログにアクセスするには、次の手順を実行します。

 1. ［構成］＞［ESAルール］に移動します。

デフォルトでは、［ルール］タブが開きます。

 2. ［オプション］パネルの［導入環境］セクションで、導入環境を選択または追加します。

 3. ［導入環境］パネルで、［更新の表示］をクリックします。

［導入環境への更新］ダイアログが表示されます。
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次の図に、このダイアログの例を示します。

［導入環境への更新］ダイアログの上部に、更新の数が表示されます。次の表は、このダイア

ログのパラメーターについて説明したものです。

パラメーター 説明

日付 更新日時を表示します。

ユーザー 更新を加えたユーザーを表示します。

アクション 更新の説明を表示します。
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