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このドキュメントについて

このガイドでは、NetWitness Respondの概要、ネットワークにNetWitness Respondを構成するた

めの詳細な手順、他のタイミングで実行する追加の手順、ネットワークにNetWitness Respond
を構成するためのユーザ インタフェースに関する参考資料を示します。

 

トピック

 l 「                 NetWitness Respondの構成の概要              」

 l 「                 NetWitness Respondの構成              」

 l 「                 Respondの構成のための追加の手順              」

 l 「                 NetWitness Respondの構成の参考資料              」

NetWitness Respondの構成の概要

RSA NetWitness® SuiteNetWitness Respondは、メッセージ バス経由でさまざまなソースからア

ラート  データを集計し、これらのアラートをNetWitness Suiteのユーザ インターフェイスに表示しま

す。Respond Serverサービスを使用すると、アラートを論理的にグループ化して、NetWitness 
Respondワークフローを開始し、必要に応じて生成されたセキュリティに関する問題を調査およ

び改善できます。  

Respond Serverサービスは、メッセージ バスからのアラートを統合して、( 元のデータを保持しな

がら) データを一般的な形式に成型し、ルールの処理を合理化します。このサービスは、定期

的にルールを実行して複数のアラートを1つのインシデントに統合し、そのインシデントに属性

( たとえば重大度、カテゴリなど) を設定します。インシデントはRespond Serverサービスによって

MongoDb内に保持されます。インシデントは、他のシステムによって利用できるよう( Archerとの
統合など) 、メッセージ バスにも送信されます。

注：NetWitness Respondには、MongoDbを含むESAプライマリ サーバが必要です。アラート、

インシデント、タスク レコードは、Respond ServerがこのMongoDb内に保持します。
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次の図は、アラートのフローの概略を示しています。

Respond Serverサービスによって収集および統合されるアラートのさまざまなソースを構成する必

要があります。

このドキュメントについて 6
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NetWitness Respondの構成

このトピックでは、Respond Serverサービスを構成するために必要なタスクの概要を説明します。

管理者は説明された手順を記載された順序で完了する必要があります。

 

 

トピック

 l ステップ1. ［対応］ビューにアラートを表示するためのアラート  ソースの構成

 l ステップ2. Respond表示権限の割り当て

 l ステップ3. アラートの統合ルールの作成

7 NetWitness Respondの構成
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ステップ1. ［対応］ビューにアラートを表示するためのアラート  ソースの構

成

アラート  ソースからのアラートをNetWitness Respondに表示するには、この手順を実行する必要

があります。［対応］ビューへのアラートの挿入を有効化または無効化することができます。デ

フォルトで、このオプションはReporting Engine、Malware Analytics、NetWitness Endpointで無効

化されており、Event Stream Analysisでのみ有効化されています。そのため、対応するアラート

を［対応］ビューに挿入するには、Respond Serverサービスをインストールした後、このオプション

をReporting Engine、Malware Analytics、NetWitness Endpointで有効化しておく必要がありま

す。

前提条件

次の事項を確認：

 l Respond ServerサービスがNetWitness Suiteにインストールされ、実行されている。

 l データベースがRespond Serverサービス用に構成されている。

 l NetWitness Endpointがインストールされ、実行されている。

Reporting Engineによってトリガーされたアラートを［対応］ビューに表示するよう

Reporting Engineを構成

Reporting Engineのアラートは、［対応］ビューに表示されないようデフォルトで無効になっていま

す。Reporting Engineのアラートを表示するには、［サービス］の［構成］ビューでReporting Engine
の［全般］タブを開いて、NetWitness Respondアラートを有効化する必要があります。

 1. 管理＞  ［サービス］に移動して［Reporting Engine］サービスを選択し、 ＞［表示］＞

［構成］を選択します。

［サービス］の［構成］ビューが表示され、Reporting Engineの［全般］タブが開きます。

 2. ［システム構成］を選択します。

 3. ［Respondへのアラート転送］のチェックボックスをオンにします。

Reporting EngineによってアラートがNetWitness Respondに転送されるようになります。

［全般］タブのパラメータの詳細については、「Reporting Engine構成ガイド」の「Reporting 
Engineの［全般］タブ」トピックを参照してください。

NetWitness Respondの構成 8
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Malware Analyticsによってトリガーされたアラートを［対応］ビューに表示するよう

Malware Analyticsを構成

NetWitness Respondアラートの表示は、Malware Analysisの監査機能の1つです。NetWitness 
Respondアラートを有効化する手順については、「Malware Analysis構成ガイド」の「( オプショ

ン) Malware Analysisホストの監査の構成」トピックで説明します。

NetWitness Endpointでトリガーされたアラートを［対応］ビューで表示するための

NetWitness Endpointの構成

ここでは、NetWitness EndpointとNetWitness Suiteを統合するのに必要な手順を紹介します。

この手順を完了すると、NetWitness SuiteのNetWitness Respondコンポーネントによって

NetWitness Endpointアラートが収集され、［対応］＞［アラート］ビューに表示されるようになりま

す。

注：NetWitness Respondの統合に関して、RSAはバージョン4.3.0.4、4.3.0.5、またはそれ以降

のNetWitness Endpointをサポートします。詳細については、「NetWitness Endpointユーザ ガイ

ド」の「RSA NetWitness Suite Integration」トピックを参照してください。

次の図は、NetWitness SuiteRespond ServerサービスへのNetWitness Endpointアラートの流れと

対応＞［アラート］ビューでの表示を示しています。

9 NetWitness Respondの構成
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NetWitness Endpointアラートを表示するようNetWitness Endpointを構成

NetWitness EndpointアラートをNetWitness Suiteユーザ インターフェイスに表示するよう

NetWitness Endpointを構成する方法：

 1. NetWitness Endpointユーザ インターフェイスで、［構成］＞［監視と外部コンポーネント］をク

リックします。

［External Components Configuration］ダイアログが表示されます。

 2. リストされているコンポーネントから［インシデント  メッセージ ブローカー］を選択し、+をクリック

して新しいIM brokerを追加します。

 3. 次のフィールドを入力します。

 a. インスタンス名：IM brokerを識別する一意の名前を入力します。

 b. サーバのホスト名 /IPアドレス：IM brokerのホストDNSまたはIPアドレスを入力します

( NetWitnessサーバ) 。

 c. ポート番号：デフォルトのポートは5671です。

 4. ［保存］をクリックします。

 5. C:\Program Files\RSA\ECAT\ServerのConsoleServer.exe.Configファイルに移動します。

 6. 次のように、ファイルの仮想ホスト構成を変更します。

<add key="IMVirtualHost" value="/rsa/system" />

注：NetWitness Suite11.0では、仮想ホストは「/rsa/system」です。バージョン10.6.x以前で

は、仮想ホストとは「rsa/sa」です。

 7. APIサーバとコンソール サーバを再起動します。

 8. Respondアラート用にSSLを設定するには、NetWitness Endpointプライマリ コンソール サーバ

で次の手順を実行し、SSL通信を設定します。

 a. ローカル コンピュータの個人証明書ストアから( 秘密鍵を選択せずに) NetWitness 
EndpointのCA証明書を.CER形式( Base-64でエンコードされたX.509) でエクスポートしま

NetWitness Respondの構成 10
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す。

 b. NetWitness EndpointのCA証明書を使用して、NetWitness Endpointのクライアント証明

書を生成します。( CN名を「ecat」に設定する必要があります) 。

makecert -pe -n "CN=ecat" -len 2048 -ss my -sr LocalMachine -a 
sha1 -sky exchange -eku 1.3.6.1.5.5.7.3.2 -in "NWECA" -is MY -ir 
LocalMachine -sp "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" -
cy end -sy 12 client.cer

注：前述のコード  サンプルで、以前のバージョンからEndpointバージョン4.3にアップグ

レードし、新しい証明書を生成していない場合、「NWECA」の代わりに「EcatCA」を

使用する必要があります。

 c. ステップbで生成したクライアント証明書の拇印をメモしておきます。次に示すように、

ConsoleServer.Exe.ConfigファイルのIMBrokerClientCertificateThumbprintセクションに、

クライアント証明書の拇印の値を入力します。

<add key="IMBrokerClientCertificateThumbprint" 
value="896df0efacf0c976d955d5300ba0073383c83abc"/>

 9. NetWitnessサーバで、 .CER形式のNetWitness Endpoint CA証明書ファイルをインポート  
フォルダにコピーします。
/etc/pki/nw/trust/import

 10. 次のコマンドを発行して、必要なChefの実行を開始します。

orchestration-cli-client --update-admin-node 
これにより、すべての証明書がトラスト  ストアに追加されます。

 11. RabbitMQサーバを再起動します。

systemctl restart rabbitmq-server 
NetWitness Endpointアカウントは自動的にRabbitMQで利用可能になります。

 12. /etc/pki/nw/ca/nwca-cert.pemと/etc/pki/nw/ca/ssca-cert.pemファイルをNetWitnessサーバ

からインポートし、Endpointサーバの信頼されたルート証明書ストアに追加します。

11 NetWitness Respondの構成



NetWitness Respond構成ガイド

ステップ2. Respond表示権限の割り当て

NetWitness Respondでのインシデントとアラートの調査に必要な権限を持つユーザを追加しま

す。［対応］ビューにアクセスするユーザは、IncidentサーバとRespondサーバの両方に対して権

限が必要です。

次の事前構成済みのロールには、［対応］ビューでの権限が付与されています。

 l Analysts：SOC( セキュリティ オペレーション センター) のAnalystsはAlerting、NetWitness 
Respond、Investigation、Reportingへのアクセス権を持ちますが、システム構成へのアクセス権

はありません。

 l Malware Analysts: Malware AnalystsはInvestigationとMalwareイベントへのアクセス権を持

ちます。

 l Operators：Operatorsは構成へのアクセス権を持ちますが、Investigation、ESA、Alerting、
Reporting、NetWitness Respondへのアクセス権はありません。

 l SOC_Managers：SOC ManagersはAnalystsと同じアクセス権に加えて、インシデントの処理

とNetWitness Respondの構成に必要な権限を持ちます。

 l Data_Privacy_Officers：DPO( Data Privacy Officer) は、Administratorsと類似しています

が、システム内の機微データの難読化および表示を管理する構成オプションに焦点を当て

た権限が追加されています。詳細については、「データ プライバシーの管理」を参照してくだ

さい。

 l Respond_Administrator：Respond AdministratorはNetWitness Respondに対してフル アクセ

ス権限を持ちます。

 l Administrators：AdministratorsはデフォルトでNetWitness Suiteへのフル システム アクセス権

限を持ち、すべての権限が設定されています。

NetWitness Respondデフォルトの権限については次の表を参照してください。［インシデント］タ

ブと［Respond-server］タブの両方でユーザ権限を割り当てる必要があります。これらは［管

理］＞［セキュリティ］ビューの［ロールの編集］ダイアログにある［権限］タブです。[権限]タブを使

用して、Alerting、Context Hub、Investigate、Investigate-server、Reportsに対してユーザ権限を

追加することもできます。

NetWitness Respondの構成 12
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Respond-server

権限 Analysts SOC
Mgrs DPO

Respond
Admin

Operators
 

MA
 

respond-server.alert.delete   はい

*
はい*   

respond-server.alert.manage はい はい はい

*

はい*  は

い

respond-server.alert.read はい はい はい

*

はい*  は

い

respond-server.alertrule.manage  はい はい

*
はい*   

respond-server.alertrule.read  はい はい

*

はい*   

respond-

server.configuration.manage

  はい

*
はい*   

respond-server.health.read   はい

*

はい*   

respond-server.incident.delete   はい

*

はい*   

respond-server.incident.manage はい はい はい

*
はい*  は

い

respond-server.incident.read はい はい はい

*

はい*  は

い

respond-server.journal.manage はい はい はい

*
はい*  は

い

respond-server.journal.read はい はい はい

*

はい*  は

い

13 NetWitness Respondの構成
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権限 Analysts SOC
Mgrs DPO

Respond
Admin

Operators
 

MA
 

respond-server.logs.manage   はい

*
はい*   

respond-server.metrics.read   はい

*

はい*   

respond-server.process.manage   はい

*

はい*   

respond-

server.remediation.manage

はい はい はい

*

はい*  は

い

respond-server.remediation.read はい はい はい

*
はい*  は

い

respond-server.security.manage   はい

*

はい*   

respond-server.security.read   はい

*
はい*   

* Data Privacy OfficersとRespond Administratorsはrespond-server.*権限を持ちます。これは

Respond-serverの全アクセス権が付与された権限です。

インシデント

権限 Analysts SOC
Mgrs DPO

Respond
Admin

Operators
 

MA
 

Incidentモジュールへのアクセス はい はい はい はい  はい

インシデント管理統合の構成  はい はい はい   

アラートとインシデントの削除   はい はい   

アラート処理ルールの管理  はい はい はい   

インシデントの表示と管理 はい はい はい はい  はい

Respond Administratorは、Respond-serverとインシデントに対するすべての権限を持ちます。

NetWitness Respondの構成 14
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注意：［Respond-Server］タブと［インシデント］タブの両方で同じユーザ権限を割り当てること

が非常に重要です。

15 NetWitness Respondの構成
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次の図は、デフォルトのRespond Administratorロールに付与されているRespond-Serverの権限

を示しています。Respond AdministratorロールはすべてのNetWitness Respond権限を持ちま

す。

次の図は、デフォルトのAnalystsロールのインシデントの権限を示しています。

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」の「ロールの権限」と「ロールと権限

によるユーザの管理」を参照してください。

NetWitness Respondの構成 16
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ステップ3. アラートの統合ルールの作成

さまざまな条件の統合ルールを作成して、インシデント作成プロセスを自動化できます。ルール

の条件を満たしているアラートはグループにまとめられて、インシデントを形成します。この機能

は、特定のアラートのセットを1つのインシデントにまとめる場合に便利です。アラートをグループ

化する統合ルールを設定しておくと、インシデントの手動作成、インシデントへのアラート追加

などの必要がなくなり、時間を節約できます。インシデントを自動的に作成するには、統合

ルールを作成する必要があります。

統合ルールを作成する方法

 1. ［構成］＞［インシデント  ルール］に移動します。

［統合ルール］タブが表示されます。

事前に定義された11個のルールが一覧表示されます。次のいずれかを実行できます。

 l 新しいルールの追加  

 l 既存のルールの編集

 l ルールのクローン作成

 2. 新しいルールを追加する場合は、 を選択します。

［新しいルール］タブが表示されます。

次の例は、リスク スコアに基づいてアラートがインシデントにグループ化されるルールを示して

います。

17 NetWitness Respondの構成
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 3. ［保存］をクリックします。

ルールが［統合ルール］タブが表示されます。ルールが有効化され、選択されている条件と

一致するアラートを受け取ると、それに応じてインシデントの作成を開始します。

関連項目：

 l 統合ルールの条件として設定できるさまざまなパラメータの詳細については、「［新しいルール］

タブ」を参照してください。

 l ［統合ルール］タブのパラメータとフィールドの詳細については、「［統合ルール］タブ」を参照して

ください。

NetWitness Respondの構成 18
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Respondの構成のための追加の手順

NetWitness Respondの初期設定後の特定のタスクを実行する手順については、このセクション

を参照してください。

 l アラートとインシデントの保持期間の設定

 l プライバシー データの難読化

 l NetWitness SecOps Managerでのインシデント管理

 l 一致したアラートとインシデントのカウンターの設定

 l Respond Serverサービスのデータベースの構成

アラートとインシデントの保持期間の設定

データ プライバシー担当者が、データを一定期間保持した後で削除することを希望する場合

があります。保持期間を短くすると、ディスク領域も早く解放されます。保持期間を短くしなけ

ればならない場合もあります。たとえば、ヨーロッパの法律では、機微データを30日を超えて保

持することはできません。30日後にデータを難読化するか削除しなければなりません。

データの保持期間の設定はオプションの手順です。NetWitness Respondがアラートを受信して

インシデントを作成した時刻が、保存の開始時となります。保存期間の範囲は、30日～365
日です。保持期間を設定すると、保持期間終了の1日後にデータが永久的に削除されます。

保持は、NetWitness Respondによるアラートの受信とインシデントの作成時刻に基づきます。

注意：保持期間後に削除されたデータはリカバリできません。

保持期間が終了すると、次のデータが永久的に削除されます。

 l アラート

 l インシデント

 l タスク

 l ジャーナル項目

ログは保存と手動削除を追跡するため、削除した内容を確認できます。Respond Serverログ

は次の場所で確認できます。

 l Respond Serverサービス ログ：/var/log/netwitness/respond-server/respond-server.log

 l Respond Server監査ログ：/var/log/netwitness/respond-server/respond-server.audit.log

ここで設定した保存期間は、Archerまたはその他のサード  パーティのSOCツールには適用され

ません。他のシステムからのアラートとインシデントは、個別に削除する必要があります。
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前提条件

管理者のロールが割り当てられている必要があります。

手順

 1. ［管理］＞［サービス］に移動してRespond Serverサービスを選択し、  ＞［表示］＞［エ

クスプローラ］を選択します。

 2. ［エクスプローラ］ビューのノード  リストで［respond/dataretention］を選択します。

 3. ［有効化］フィールドで［true］を選択し、保存期間より古いインシデントとアラートを削除し

ます。

スケジューラは、24時間おきに23:00に実行されます。

構成が正常に更新されたことを示す通知が表示されます。

 4. ［保存期間］フィールドにインシデントとアラートを保持する日数を入力します。たとえば、30 
日、60 日、90 日、120 日、365 日、または任意の日数を入力します。

構成が正常に更新されたことを示す通知が表示されます。

結果

保存期間の終了後24時間以内に、指定した期間より古いすべてのアラートとインシデントが、

NetWitness Respondからスケジューラによって永久的に削除されます。削除されたインシデント

に関連づけられたジャーナル項目とタスクも削除されます。
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プライバシー データの難読化

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。このトピックでは、実際の値ではなくハッシュ化された値

が表示されるように、管理者がそのメタ キーを割り当てる方法について説明します。

ハッシュ化されたメタ値に関する注意事項を次に示します。

 l NetWitness Suiteでは、ハッシュ化されたメタ値の保存方法として、進( デフォルト ) と文字列

の2つの方法をサポートしています。

 l ハッシュ化された値を表示するようにメタ キーが構成されている場合、Incidentモジュールで

は、すべてのセキュリティ ロールにハッシュ化された値のみが表示されます。  

 l ハッシュ化された値は、実際の値と同じように使用します。たとえば、ハッシュされた値をルー

ルの条件で使用すると、結果は、実際の値を使用した場合と同じになります。

このトピックでは、NetWitness Respondでプライベート  データを難読化する方法について説明し

ます。データ プライバシーの詳細情報については、「データ プライバシーの管理ガイド」の「デー

タ プライバシーの管理の概要」トピックを参照してください。

メタ キー難読化のためのマッピング ファイル

NetWitness Respondでは、データの難読化のためのマッピング ファイルはdata_privacy_map.jsで
す。そのファイルで、難読化されたメタ キー名を入力し、実際のメタ キー名に割り当てます。

次の例は、 ip.srcとuser.dstの2つのメタ キーのデータを難読化するためのマッピングを示していま

す。

'ip.src.hash' : 'ip.src',
 'user.dst.hash' : 'user.dst'

難読化されたメタ キー名の命名規則を決定します。たとえば、 ip.src.hashについては、

ip.src.privateまたはip.src.binとなります。命名規則を1つ選択し、その規則をすべてのホストで

一貫して使用する必要があります。

前提条件

 l DPOロールは、データの難読化を必要とするメタ キーを指定する必要があります。

 l 管理者ロールは、データの難読化のメタ キーを割り当てる必要があります。

手順

 1. データ プライバシー マッピング ファイルを開きます。

/var/lib/netwitness/respond-server/scripts/data_privacy_map.js
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 2. obfuscated_attribute_map変数で、メタ キーの名前を入力して、難読化されたデータ

を保持します。次に、その難読化されたデータを、次のフォーマットに従って、難読化された

データが含まれないメタ キーに割り当てます。

'ip.src.hash' : 'ip.src'

 3. ハッシュ化された値を表示する必要があるメタ キーごとにステップ2を繰り返します。  

 4. ステップ2と同じ命名規則を使用します。その規則はすべてのホストで一貫して使用しま

す。

 5. ファイルを保存します。

割り当てられたメタ キーすべてについて、実際の値ではなくハッシュ化された値が表示され

ます。

次の図では、［イベントの詳細］内のハッシュ化された宛先IPアドレスが表示されています。

新しいアラートによって、難読化されたデータが表示されます。

注：既存のアラートでも、引き続き、機微データが表示されます。この手順は、遡っては適用

されません。
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NetWitness SecOps Managerでのインシデント管理

RSA NetWitness® SecOps Managerの代わりにNetWitness Respondでインシデントを管理する

場合、  Respond Serverサービス の［エクスプローラ］ビューでシステム統合設定を構成する必要

があります。システム統合設定を構成すると、すべてのインシデントはRSA NetWitness SecOps 
Managerで管理されます。統合前に作成されたインシデントはRSA NetWitness SecOps 
Managerで管理されません。

注意：RSA NetWitness SecOps Managerの代わりにNetWitness Respondでインシデントを管

理している場合、［対応］ビューの次の項目を使用しないでください。［インシデント一覧］ 
ビュー、［インシデントの詳細］ビュー、［タスク リスト］ビュー。［Respond Alert List］ビューや

［Investigate］からインシデントを作成しないでください。

前提条件

 l RSA NetWitness SecOps Manager1.3.1.2( NetWitness Suite11.0はRSA NetWitness SecOps 
Manager 1.3.1.2でのみ動作)

手順

Respond Serverサービスの設定を構成してRSA NetWitness SecOps Managerでインシデントを

管理するには、この手順に従ってください。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動してRespond Serverサービスを選択し、  ＞［構成］＞［エ

クスプローラ］を選択します。

 2. ［エクスプローラ］ビューのノード  リストで、［respond/integration/export］を選択します。
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 3. ［Archer-exchange-name］フィールドに、RSA NetWitness SecOps Managerexchange名を

入力します。

構成が正常に更新されたことを示す通知が表示されます。

 4. ［archer-sec-ops-integration-enabled］フィールドで、［true］を選択します。  
構成が正常に更新されたことを示す通知が表示されます。

インシデントはRSA NetWitness SecOps Managerで排他的に管理されます。
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一致したアラートとインシデントのカウンターの設定

この手順はオプションです。管理者は、この手順を使用して、一致したアラートのカウントが0に
リセットされるタイミングを変更できます。［統合ルール］タブの右側の列に、これらのカウントが表

示されます。

これらの列には、ルール関する次の情報が示されています。  

 l ［前回の一致］列には、前回ルールと一致したアラートの時刻が表示されます。

 l ［一致したアラート］列には、ルールと一致したアラートの数が表示されます。

 l ［インシデント］列には、ルールによって作成されたインシデントの数が表示されます。

デフォルトでは、これらの値は7日ごとにゼロにリセットされます。このデフォルトの日数は、カウント

を継続したい期間に応じて変更できます。

注：カウンターをゼロにリセットしても、3列の数値がゼロに変更されるだけです。アラートまたは

インシデントは削除されません。

一致したアラートとインシデントのカウンターを設定するには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動してRespond Serverサービスを選択し、  ＞［表示］＞［エ

クスプローラ］を選択します。
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 2. ［エクスプローラ］ビューのノード  リストで、［respond/alertrule］を選択します。

 3. 右側のパネルで、［counter-reset-interval-days］フィールドに日数を入力します。

 4. 新しい設定が反映されるようにRespond Serverサービスを再起動します。再起動するには

［管理］＞［サービス］に移動し、Respond Serverサービスを選択してから、［ ］＞［再起

動］を選択します。
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Respond Serverサービスのデータベースの構成

この手順は、NetWitnessまたはESAプライマリ ホストおよび対応サービスの導入後に、Respond
サーバのデータベース構成を変更する必要がある場合にのみ必要です。アラート、インシデン

ト、タスクなどのNetWitness Respondアプリケーション データのデータベース ホストとして機能させ

るには、ESAプライマリ サーバを選択する必要があります。統合ルールやカテゴリなどの

NetWitness Respondコントロール データのデータベース ホストとして機能させる場合も、

NetWitnessサーバの選択が必要です。

前提条件

次の事項を確認：

 l Respond Serverサービスを実行するホストは既にインストール済みです。ホストの追加手順に

ついては、「ステップ1. ホストのデプロイ」( 「ホストおよびサービス スタート  ガイド」内) を参照し

てください。

 l Respond ServerサービスがNetWitness Suiteにインストールされ、実行されている。

 l ESAホストがインストールされ、構成されている。

手順

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

［サービス］ビューが表示されます。

 2. ［サービス］パネルで、Respond Serverサービスを選択し、 ＞［表示］＞［エクスプロー

ラ］を選択します。

 3. ［エクスプローラ］ビューのノード  リストで［データ/アプリケーション］を選択します。
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 4. 次の情報を入力します。

 l データベース：データベース名。デフォルト値は、respond-serverです。

 l パスワード：ESAプライマリ サーバのデプロイに使用するパスワード ( deploy_adminユーザの

パスワード ) 。

 l サーバ：アラート、インシデント、タスクなどのNetWitness Respondアプリケーション データの

データベース ホストとして動作するESAプライマリ サーバのホスト名または IPアドレス。

 l ユーザ：deploy_adminと入力します。

 5. ［エクスプローラ］ビューのノード  リストで［データ/コントロール］を選択します。

 6. 次の情報を入力します。
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 l データベース：データベース名。デフォルト値は、respond-serverです。

 l パスワード：NetWitnessサーバのデプロイに使用するパスワード ( deploy_adminユーザのパ

スワード ) 。

 l サーバ：統合ルールやカテゴリなどのNetWitness Respondコントロール データのデータベー

ス ホストとして動作するNetWitnessサーバのホスト名またはIPアドレス。

 l ユーザ：deploy_adminと入力します。

 7. Respond Serverサービスを再起動します。再起動するには［管理］＞［サービス］に移動し、

Respond Serverサービスを選択してから、 ＞［再起動］を選択します。

注：データベースの構成を完了するためには、Respond Serverサービスサービスを再起動する

必要があります。
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NetWitness Respondの構成の参考資料

このセクションにはNetWitness Respondを構成する際の参考情報が記載されています。

［Configure］ビュー

［構成］ビューでは、NetWitness Respond機能を構成できます。

インシデントを自動的に作成するために、Respondワークフローを自動化するように統合ルール

を構成できます。
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［統合ルール］タブ

［統合ルール］タブでは、インシデント作成プロセスを自動化するための統合ルールを作成して

管理することができます。NetWitness Suiteには11個の事前構成済みのルールが提供されてい

ます。これらのルールは自社の環境に合わせて追加、調整できます。

どうしますか?

ロール 処理オプション... 方法を確認する

アナリスト、コンテンツのエキス

パート、SOCマネージャ

統合ルールを作成す

る。

ステップ3. アラートの統合ルールの作

成

インシデント対応者、アナリス

ト、コンテンツのエキスパート、

SOCマネージャ

統合ルールの結果を表

示する( 検出された脅

威の表示) 。

「NetWitness Respondユーザ ガイ

ド」の「インシデントへの対応」を参

照してください。

関連トピック

 l ［新しいルール］タブ

統合ルール

［統合ルール］タブにアクセスするには、構成  ＞［インシデントのルール］＞［統合ルール］タブに

移動します。
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［統合ルール］タブは、リストとツールバーで構成されます。

［統合ルール］リスト

次の表は、［統合ルール］リストの列を説明したものです。

列 説明

選

択

クローンや削除などのアクションを実行するためのルールを選択できます。

順

序

ルールの配置順序を示します。ルールの順序により、同じアラートで複数のルール条

件が合致する場合にどのルールが有効になるかが決まります。2つのルールがアラート

と一致する場合は、優先度が最も高いルールのみが評価されます。

名

前

ルールの名前を表示します。

有

効

ルールが有効化されているかどうかを示します。

はルールが有効化されていることを示します。

説

明

ルールの説明を表示します。
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列 説明

前

回の

一

致

アラートが正常にルールと一致した時間が表示されます。この値は、週に1回リセットさ

れます。

一

致し

たア

ラー

ト

一致したアラートの数を表示します。この値は、週に1回にリセットされます。

設定を変更するには、「一致したアラートとインシデントのカウンターの設定」を参照してく

ださい。

イン

シデ

ント

ルールによって作成されたインシデントの数を表示します。この値は、週に1回にリセッ

トされます。設定を変更するには、「一致したアラートとインシデントのカウンターの設定」を

参照してください。

［統合ルール］ツールバー

次の表に、［統合ルール］タブで実行できる操作を示します。

オプション 説明

新しいルールを追加します。

ルールを編集します。

ルールを削除します。

ルールを複製します。
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［新しいルール］タブ

［新しいルール］タブでは、インシデント作成プロセスを自動化するためのカスタム集計ルールを

作成することができます。このトピックでは、新しいルールを作成するときに必要な情報について

説明します。

どうしますか?

ロール 処理オプション... 方法を確認する

アナリスト、コンテンツのエキス

パート、SOCマネージャ

統合ルールを作成す

る。

ステップ3. アラートの統合ルールの作

成

インシデント対応担当、アナリ

スト、コンテンツのエキスパー

ト、SOCマネージャ

統合ルールの結果を

表示する( 検出された

脅威の表示) 。

「NetWitness Respondユーザー ガ

イド」の「インシデントへの対応」を

参照してください。

関連トピック

 l ［統合ルール］タブ

新しいルール

［新しいルール］タブ ビューにアクセスするには：

 1. ［構成］＞［インシデントのルール］＞［統合ルール］タブに移動します。

 2. をクリックします。
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［新しいルール］タブが表示されます。

次の表は、カスタム集計ルールを作成するときに使用可能なオプションを示します。

フィー

ルド
説明

有効 ルールを有効にする場合に選択します。

名前 ルールの名前。これは必須入力フィールドです。  

説明 ルールの説明。
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フィー

ルド
説明

一致

条件

*

クエリー ビルダー - グループ化を行うためのさまざまなクエリーを使用して条件を構築

する場合に選択します。条件のグループをネストすることもできます。

一致条件  - ［すべてに合致］、［いずれかに合致］、［いずれにも合致しないく］から

選択できます。選択した値に応じて、条件および条件グループで指定されている基

準のタイプが照合され、アラートがグループ化されます。

たとえば、条件の一致を［すべて］に設定した場合、条件および条件グループで指

定されている基準と一致するアラートが1つのインシデントにまとめられます。

 l ［条件の追加］をクリックして、一致条件を追加します。

 l ［グループの追加］をクリックして条件のグループを追加し、 ［条件の追加］をク

リックして条件を追加します。

条件セットを基準に一致する複数の条件および条件のグループを含め、受信アラー

トをインシデントにグループ化できます。

詳細  - 高度なクエリー ビルダーを使用する場合に選択します。照合する必要のある

条件を詳細に指定して追加できます。

例：重大度4を上回るアラートをグループ化するための条件ビルダーの形式を次のよう

に入力できます：{"$and": [{"alert.severity" : {"$gt":4}}]}

高度な構文については、http://docs.mongodb.org/manual/reference/operator/query/ま
たはhttp://docs.mongodb.org/manual/reference/method/db.collection.find/を参照してく

ださい

アク

ション

インシデントに統合  - 有効にすると、基準セットと一致するアラートが1つのインシデン

トにまとめられます。

アラートを抑制  - 有効にすると、基準と一致するアラートが抑制されます。

グ

ルー

プ化

オプ

ション

*

グループ化：指定されたカテゴリにアラートをグループ化するための基準。アラートのグ

ループ化には最大2つの属性を使用できます。1つまたは2つの属性を使用してアラー

トをグループ化することができます。値を持たない属性( 空の属性) を使用してアラー

トをグループ化することはできなくなります。

属性を1つ使用してアラートをグループ化すると、その属性について同じ値を持つすべ

てのアラートが同じインシデントにまとめられます。

タイム ウィンドウ： アラートをグループ化するよう指定された時間範囲。

たとえば、タイム ウィンドウが1時間に設定されている場合は、［グループ化基準］

フィールドで設定した基準に一致するアラートのうち、受信時刻が互いに1時間以上

離れていないアラートがすべて1つのインシデントにまとめられます。
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NetWitness Respond構成ガイド

フィー

ルド
説明

イン

シデ

ント  

オプ

ション

タイトル:( オプション) インシデントのタイトルです。グループ化した属性に基づいてプ

レースホルダーを指定することができます。プレースホルダーはオプションです。プレース

ホルダーを使用しない場合は、ルールによって作成されるすべてのインシデントに同じ

タイトルが付けられます。

たとえば、ソースに基づいてグループ化した場合は、結果として生成されるインシデン

トに「${groupByValue1}のアラート」という名前を付けることができます。この場合、

NetWitness Endpointからのすべてのアラートのインシデントに「NetWitness Endpoint
のアラート」という名前が付けられます。

サマリー - ( オプション) インシデントのサマリー。

カテゴリー - ( オプション) 作成されたインシデントのカテゴリー。インシデントの分類に

は、複数のカテゴリーを使用できます。

割り当て先  - ( オプション) インシデントを割り当てられる担当者の名前。

優先

度

すべてのアラートの平均リスク スコア - すべてのアラートのリスク スコアの平均に基づい

て、作成されるインシデントの優先度を設定します。                          

すべてのアラートで最高のリスク スコア - すべてのアラートのうちの最高のリスク スコア

に基づいて、作成されるインシデントの優先度を設定します。

タイム ウィンドウのアラートの数  - 選択されたタイム ウィンドウに含まれるアラートの数

に基づいて、作成されるインシデントの優先度を設定します。

重大、高、中、低  - 一致するインシデントのインシデントの優先度の閾値を指定し

ます。デフォルトは以下のとおりです。

 l 重大：90

 l High：50

 l 中：20

 l 低：1

たとえば、重大の優先度が90に設定されていると、リスク スコアが90以上のインシデン

トはこのルールの［重大］優先度に割り当てられます。

これらのデフォルト値を変更するには、手動で優先度を変更するか、［スライダーを動

かしてスケールを調整］の下にあるスライダーを動かします。
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