
自動脅威検出ガイド
バージョン 11.0



Copyright © 1994-2017 Dell Inc. or its subsidiaries. All Rights Reserved.

連絡先情報

RSA Link( https://community.rsa.com) では、よくある質問への回答や、既知の問題の解決方

法を含むナレッジベースを公開しています。  また、製品ドキュメント、コミュニティ ディスカッショ

ン、ケース管理なども公開されています。

商標

RSAの商標のリストについては、 japan.emc.com/legal/EMC-corporation-trademarks.htm#rsaを
参照してください。

使用許諾契約

本ソフトウェアと関連ドキュメントは、EMCが著作権を保有しており、使用許諾契約に従って

提供されます。  本ソフトウェアと関連ドキュメントの使用と複製は、使用許諾契約の条項に従

い、上記の著作権を侵害しない場合のみ許諾されます。本ソフトウェアと関連ドキュメント、お

よびその複製物を他人に提供することは一切認められません。

本使用許諾契約によって、本ソフトウェアと関連ドキュメントの所有権およびその他の知的財

産権が譲渡されることはありません。本ソフトウェアと関連ドキュメントを不正に使用または複

製した場合、民事および刑事責任が課せられることがあります。

本ソフトウェアは予告なく変更されることがありますので、あらかじめご承知おきください。

サード  パーティ ライセンス

この製品にはRSA以外のサード  パーティによって開発されたソフトウェアが含まれます。本製品

内のサード  パーティ製ソフトウェアに適用される 使用許諾契約の内容については、RSA Link
の製品ドキュメント  ページで確認できます。本製品を使用することにより、本製品のユーザは、

本使用許諾契約の条項に同意したものとみなされます。

暗号技術に関する注意

本製品には、暗号技術が組み込まれています。これらの暗号技術の使用、輸入、輸出は、

各国の法律で禁止または制限されています。本製品を使用、輸入、輸出する場合は、各国

における使用または輸出入に関する法律に従わなければなりません。

配布

EMC Corporationは、この資料に記載される情報が、発行日時点で正確であるとみなしていま

す。予告なく変更される場合があります。

2月  2018

https://community.rsa.com/
http://japan.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm#rsa


目次

 

NetWitness Suiteの自動脅威検出 4
不審なドメインに対する自動脅威検出 4

不審なドメイン モジュールのワークフロー 5

パケットとWebプロキシ ログでの不審なドメインの自動脅威検出 7

Suspicious Domainsの自動脅威検出の構成 8
前提条件 8

Suspicious Domainsの自動脅威検出を構成する 9

ステップ1. ( ログ用のみ) ログ設定の構成 10

最新のenVision構成ファイルを取得するには、次の手順を実行します。 11

enVision構成ファイルが正しく更新されたことを確認するには、次の手順を実行します。 12

index-concentrator.xmlファイルのインデックスの更新を確認するには、次の手順を実行し

ます。 12

ステップ2. ドメイン ホワイトリストの作成 ( オプション) 13

ステップ3. Whoisルックアップ サービスの構成 16

ステップ4. ESA Analyticsモジュールへのデータ ソースのマップ 16

ステップ5. ［Suspected Command & Control By Domain］ルールが有効化されていることの

確認とルールの監視 16

ステップ6. インシデントがSuspected C&Cでグループ化されていることの確認 17

次のステップ 17

NetWitness Suite自動脅威検出のトラブルシューティング 18
発生する可能性のある問題 18



自動脅威検出ガイド

NetWitness Suiteの自動脅威検出

RSA NetWitness® Suite自動脅威検出は、事前構成済みのESA Analyticsモジュールを使用

して特定のタイプの脅威を特定します。ESA Analyticsモジュールは、数学的計算を使用して

追加情報でイベントを拡充するアクティビティ オブジェクトのパイプラインです。ESA Analyticsモ
ジュールはESA Analyticsサービス内に配置されています。ESA Analyticsサービスは、QBA( ク
エリ ベース アグリゲーション) を使用して、Concentratorからモジュールのフィルタされたイベントを

収集します。モジュールが必要なデータのみが、ConcentratorとESA Analyticsシステム間で転

送されます。

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。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モジュールが使用されるため、自動脅威検出を使用するた

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。

NetWitness Suite自動脅威検出では現在、パケット用のC2( Command and Control) とログ用の

C2の2つの不審なドメイン モジュールが使用可能です。

各ESA Analytics モジュールのデータ要件は異なるため、自動脅威検出のモジュールを導入す

る前にすべてのモジュール固有の要件が満たされていることを確認してください。

不審なドメインに対する自動脅威検出

Suspicious Domains( 不審なドメイン) モジュールは、自社のネットワークに接続するドメインの

中からマルウェアのコマンド&コントロール サーバの可能性があるドメインを特定するために

HTTPトラフィックを調査します。不審なドメインに対するNetWitness Suite自動脅威検出で

は、HTTPトラフィックを調査した後、トラフィックの動作のさまざまな側面( 特定のドメインに接

続する頻度や規則性など) に基づいてスコアを生成します。これらのスコアが設定された閾値

に達した場合、ESAアラートが生成されます。このESAアラートは、［対応］ビューに転送されま

す。［対応］ビューのアラートには、スコアを解釈して実行すべき改善手順を判断するのに役立

つデータが付加されます。  
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自動脅威検出の不審なドメイン モジュールは、コマンド&コントロール サーバとの通信を検出

するためのスコア計算を提供します。コマンド&コントロール サーバとの通信は、マルウェアがシス

テムを侵害し、データをソースに転送する時に発生します。多くの場合、コマンド＆コントロール

型のマルウェアは、ビーコン動作により検出できます。ビーコンは、マルウェアが定期的にコマンド

＆コントロール サーバと通信し、そのマシンがマルウェアに感染しており、マルウェアが次の指令

を待機していることを知らせるものです。セキュリティ侵害のこの段階でマルウェアを捕捉すること

ができれば、感染したマシンにそれ以上の侵害が発生するのを防ぐことができます。このため、

「キル チェーン」のクリティカルな段階と考えられます。  

NetWitness Suite自動脅威検出は、マルウェアの検索時に発生するいくつかの一般的な問題

を解決できます。

 l シグネチャではなくアルゴリズムを使用する。多くのマルウェア作成者は、シグネチャの作成が

非常に困難なポリモーフィック型コードや暗号化コードを使い始めているため、シグネチャ 
ベースのアプローチではマルウェアを見逃す可能性があります。NetWitness Suite自動脅威

検出では、行動ベースのアルゴリズムを使用するため、マルウェアをより迅速かつ効率的に

検出できます。

 l 探索の自動化。データを手動で探索するのは効果的ではありますが、マルウェアを検索す

る手段としては時間がかかりすぎます。このプロセスを自動化することにより、アナリストは時

間をより有効に活用できます。  

 l 攻撃を迅速に検出する機能。自動脅威検出は、バッチ処理の後データを分析するのでは

なく、NetWitness Suiteが収集するデータを都度解析するため、ほぼリアルタイムで攻撃を検

出することが可能です。  

不審なドメイン モジュールのワークフロー

NetWitness Suite自動脅威検出の処理はフィルタリング システムと似ています。特定の行動が

発生する( または特定の条件が存在する) かどうかをチェックし、その行動または条件が発生し

ている場合、プロセスを次のステップに進めます。これにより、システムが効率化され、無駄なリ

ソースが解放されるため、脅威ではないと判断されたイベントはメモリに保持されません。次の

図に、シンプルな不審なドメイン モジュールワークフローを示します。  
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1.) パケットまたはログがESAに送信されます。HTTPパケットまたはログはDecoderまたはLog 
Decoderによってパースされた後、ESAホストに送信されます。

2.) ホワイトリストがチェックされます。Context Hubを使ってホワイトリストを作成した場合、ESA
は、このリストをチェックして安全なドメインを除外します。イベントのドメインがホワイトリストに

登録されている場合、イベントは無視されます。

3.) ドメイン プロファイルがチェックされます。自動脅威検出は、ドメインについて、新しく検出し

たドメイン( 約3日間) かどうか、ソースIP接続が複数あるかどうか、リファラのない接続が多数あ

るかどうか、レアなユーザ エージェントを使用した接続があるかどうかをチェックします。  これらの

条件のいずれかまたは複数に該当する場合、次に、そのドメインへの定期的なビーコンがない

かがチェックされます。

4.) ドメインへの定期的なビーコンがないかがチェックされます。ビーコンは、マルウェアが定期的

にコマンド&コントロール サーバと通信し、そのマシンがマルウェアに感染しており、マルウェアが

次の指令を待機していることを知らせるものです。サイトにビーコン動作が表示されている場合

は、ドメイン登録情報がチェックされます。  

5.) ドメイン登録情報がチェックされます。Whoisサービスを使用して、ドメインが最近登録され

たものか、または期限切れ間近でないかが確認されます。有効期間が非常に短いドメインは

マルウェアの顕著な特徴の一つです。  

6.) コマンド&コントロール( C2) でスコアが集計されます。上記の要因のそれぞれで個別のスコア

が生成され、重みづけされてさまざまなレベルの重要性を示します。重みづけされたスコアは、

アラートを生成するかどうかを決定します。アラートが生成される場合、集約されたアラートが

［対応］ビューに表示され、そこでさらに調査することができます。［対応］ビューに表示されたア

ラートは、引き続き関連づけられたインシデントの下で集計されます。これにより、コマンド＆コ

ントロール インシデントに生成された大量のアラートを簡単にソートできるようになります。  

アナリストは［対応］ビューでアラートを表示できます。
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パケットとWebプロキシ ログでの不審なドメインの自動脅威検出

RSA NetWitness Suiteは、パケットとWebプロキシ ログのいずれかを使用して、不審なドメイン

の自動脅威検出を実行する機能を提供します。パケット  データはNetWitness Suiteインストー

ルへのワイヤなしで直接ストリーミングして分析できますが、インストールでWebプロキシを使用

する機能がある場合は、使用すると便利です。一部のインストールではネットワーク変換または

SSL暗号化を使用するため、パケット  レベルで監視する場合、発信接続の実際のソースIPは
マスクされる可能性があります。Webプロキシを使用すると、その監視対象のトラフィックの実際

のソースIPアドレスをトラッキングできるだけでなく、SSLトラフィックを利用し復号する機能のメリッ

トを受けることができます。

パケット用の不審なドメイン( パケット用のC2) とログ用の不審なドメイン( ログ用のC2) は両方と

も同じ結果を生成する必要があります。結果の観点から、別々に使用する利点はありませ

ん。
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Suspicious Domainsの自動脅威検出の構成

このトピックでは、管理者とアナリストを対象として、Suspicious DomainsモジュールをNetWitness 
Suite自動脅威検出用に構成する方法について説明します。自動脅威検出機能では、事前

構成済みのESA Analyticsモジュールを使用すると、1つ以上のConcentrator上に存在するデー

タを分析できます。たとえば、Suspicious Domainsモジュールを使用すると、ESA Analyticsサー

ビスでHTTPトラフィックを調べ、ご使用の環境に悪意のあるアクティビティが発生している可能

性を判別できます。

NetWitness Suiteで使用可能な事前構成済みSuspicious Domainsモジュールには、パケット用

のC2( Command and Control) とログ用のC2の2種類があります。Suspicious Domainsモジュール

は、イベントのサブセットとそのイベントで実行されるアクティビティを定義して、疑わしいC2ドメイ

ンを特定します。

自動脅威検出のESA Analyticsモジュールを導入する前に、多くの潜在的なインストール構成

がESAにインストールされている可能性があることに留意してください。これには、ESA 
Analytics、ESA相関ルール、Context Hubなどが含まれます。これらの各インストール構成によっ

てリソースが占有される可能性があるため、自動脅威検出をESAに導入する前にサイズ設定

について検討しておくことが重要です。

前提条件

 l パケット  データを使用している場合は、HTTPパケット  データ用にDecoderを構成し、HTTP 
LuaまたはFlex Parserを構成しておく必要があります。

 l Webプロキシ ログ データを使用している場合は、Webプロキシに正しいパーサを使用して適

切なLog Decoderを構成しておく必要があります。

 l Webプロキシ ログ データを使用している場合は、最新のログ パーサに更新しておく必要があ

ります。サポートされているパーサは、Blue Coat Cache Flow( cacheflowelff) 、Cisco IronPort 
WSA( ciscoiportwsa) 、Zscaler( zscalernss) です。

 l Webプロキシ ログ データを使用している場合は、最良の結果を得るため、すべてのWebプロ

キシを同様に構成する必要があります( 同じタイム ゾーンに設定し、同じ収集方法のシステ

ムログまたはバッチを使用し、バッチを使用する場合は同じバッチ処理頻度を使用しま

す) 。

 l ESAホストからWhoisサービス( RSA Live cms:netwitness.com:443と同じ場所) への接続は、

ポート443で開く必要があります。これが完了していることを、システム管理者に問い合わせ

て確認してください。
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 l ドメインをホワイトリストに追加するには、Context Hubサービスを有効化する必要がありま

す。

重要：自動脅威検出では、スコア計算アルゴリズムをネットワークのトラフィックに順応させる

「ウォーム アップ」期間が必要です。通常のトラフィックでウォーム アップ期間を実行できるように

自動脅威検出を構成することを計画する必要があります。たとえば、ほとんどのユーザを含むタ

イム ゾーンで火曜日の午前8:00に自動脅威検出を開始すると、モジュールで1日の通常のトラ

フィックを正確に分析できます。

Suspicious Domainsの自動脅威検出を構成する

この処理手順では、ESA AnalyticsのSuspicious Domainsモジュールで自動脅威検出を構成

するために必要なステップについて説明します。Suspicious DomainsなどのESA Analyticsモ
ジュールは、手動でESAルールを作成する必要がないという意味で事前構成済みとみなされま

す。

基本的な手順は次のとおりです。

 1. ( ログ用のみ) ログ設定を構成します。ログ用の自動脅威検出を使用する前に、いくつかの

設定を構成しておく必要があります。パケット用の自動脅威検出を使用する場合は、この

ステップをスキップしてください。

 2. Context Hubサービスを使用してホワイトリスト ( オプション) を作成します。ホワイトリストを作

成すると、通常アクセスされるWebサイトを自動脅威検出のスコア計算から除外することが

できます。

 3. Whoisルックアップ サービスを構成します。Whoisサービスを使用して、接続先のドメインに

関する正確なデータを取得できます。有効なスコア計算を行うには、Whoisルックアップ サー

ビスを構成することが重要です。Whoisサービスがご使用の環境からアクセス可能であること

を確認します。

 4. データ ソースをESA Analyticsモジュールにマップします。事前構成済みのESA Analyticsモ
ジュールをConcentrator、ESA Analyticsサービスなどの複数のデータ ソースにマップすること

により、NetWitness Suite自動脅威検出が高度な脅威を自動的に検出する方法を定義

します。

 5. C2のインシデント  ルールが有効になっていることを確認し、アクティビティを監視します。

Suspicous Domainsモジュールをマップした後は、スコア計算アルゴリズムをウォーム アップする

ために一定の時間が必要です。ウォーム アップ期間後、インシデント  ルールでC2ルールが

有効であることを確認し、ルールがトリガーされたかどうかを確認するために監視します。  

 6. インシデント  ルールが正しく構成されていることを確認します。対応ビューでインシデントを

表示するときは、インシデントがSuspected C&Cでグループ化されていると便利です。
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ステップ1. ( ログ用のみ) ログ設定の構成

ログ用の自動脅威検出を構成するには、いくつか追加の構成手順を実行する必要がありま

す。

 l サポートされているパーサがLog Decoderで有効化されていることを確認します。

 l RSA Liveから適切なWebプロキシ パーサの最新バージョンを取得します。

 l enVision構成ファイルのマッピングを更新します。パーサ経由で使用可能な新しいメタと連

携するようLog Decoderを更新するには、このファイルが必要です。

 l table-map.xmlファイルが正しく更新されたことを確認します。

 l インデックスが正しく更新されたことを確認します。

Log Decoderでパーサが実行されていることを確認するには、次の手順を実行しま

す。

 1. 管理＞［サービス］に移動します。

 2. Log Decoderを選択し、 ＞［表示］＞［構成］の順に選択します。

［サービスParser構成］セクションに、有効化されたパーサのリストが表示されます。

 3. 適切なWebプロキシ パーサが有効になっていることを確認します。
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RSA Liveから最新のパーサを取得するには、次の手順を実行します。

 1. 構成＞［Liveコンテンツ］に移動します。

 2. サポートされているWebプロキシ パーサの1つに対応する検索語を入力します。

 3. 適切なWebプロキシ パーサを選択します( 例：Blue Coat ELFF( cacheflowelff) パーサ) 。

注：Webプロキシ パーサでログが正しく行われるよう構成するための手順を実行してある

必要があります。

 4. ［導入］をクリックします。

導入ウィザードが開きます。

 5. ［サービス］で、サービスとしてLog Decoderを選択します。

 6. ［導入］をクリックして、Log Decoderにパーサを導入します。

最新のenVision構成ファイルを取得するには、次の手順を実行します。

 1. 構成＞［Liveコンテンツ］に移動します。

 2. 検索のキーワードとしてenvisionと入力します。
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 3. 最新のenVision構成ファイルを選択し、［導入］をクリックします。

 4. 導入ウィザードの［サービス］で、Log Decoderを選択します。

 5. ［導入］をクリックしてenVision構成ファイルをLog Decoderに導入します。

enVision構成ファイルが正しく更新されたことを確認するには、次の手順を実行しま

す。

 1. 管理＞［サービス］に移動してLog Decoderを選択し、 ＞［表示］＞［構成］＞［ファイ

ル］タブを選択します。

table-map.xmlファイルを確認できます。このファイルは、enVision構成ファイルを更新すると

きに変更されます。

 2. event.timeを検索します。フィールドは次のようになります。"event.time" flags ="None" つま

り、event.timeメタはマッピングに含まれています。同様に、fqdnフラグを「None」に設定する

必要があります。

index-concentrator.xmlファイルのインデックスの更新を確認するには、次の手順を

実行します。

index-concentrator.xmlファイルにevent.timeとfqdnメタの両方が含まれていることを確認する必

要があります。
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 1. 管理＞［サービス］に移動し、Concentratorを選択して、 ＞［表示］＞［構成］を選択

します。  

 2. ［ファイル］タブで、 index-concentrator.xmlファイルを検索します。

 3. index-concentrator.xmlファイルに次のエントリーが存在することを確認します。ない場合は、

Concentratorが適切なバージョンにアップグレードされていることを確認する必要があります。

<key description="FQDN" level="IndexValues" name="fqdn" format="Text" 
valueMax="100000" defaultAction="Open"/><key description="Event Time" 
format="TimeT" level="IndexValues" name="event.time" valueMax="0" />

ステップ2. ドメイン ホワイトリストの作成 ( オプション)

この手順は、自動脅威検出を使用する場合に、特定のドメインの脅威スコアをトリガーしない

ようにするために使用されます。定期的にアクセスするドメインが、自動脅威検出スコアをトリ

ガーする場合があります。たとえば、気象サービス サイトは、コマンド＆コントロール サーバの通

信と同様のビーコン動作をとる場合があり、それによって不当に高いスコアがトリガーされる可能

性があります。この動作を誤検出と呼びます。特定のドメインで誤検出がトリガーされるのを回

避するために、ホワイトリストにドメインを追加します。自動脅威検出は、非常に疑わしい行

動に対してのみアラートを生成するため、ほとんどのドメインはホワイトリストに登録する必要は

ありません。ホワイトリストに登録するドメインは、多数のホスト接続がない正当な自動サービス 
サイトです。

注：10.6.xからの移行では、以前の自動脅威検出ホワイトリスト ( ホワイトリストに登録された

ドメイン) が［リスト］タブに表示される場合、domains_whitelistに名称変更するとSuspicious 
Domainsモジュールで使用することができます。
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 1. domains_whitelist:という名前で、Context Hubのドメインにホワイトリストを作成しま

す。

 a. 管理＞［サービス］に移動して、Context Hubサーバ サービスを選択し、［表示］＞［構

成］＞［リスト］タブを選択します。

［リスト］タブにContext Hubの現在のリストが表示されます。

 b. ［リスト］パネルで をクリックしてリストを追加します。［リスト名］フィールドに、

domains_whitelistと入力します。モジュールが認識するようにこの名前を使用す
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る必要があります。

 2. 手動でリストにドメインを追加するか、ドメインのリストを含む.CSVファイルをインポートしま

す。

フル ドメインを入力するか、特定のドメインのすべてのサブ ドメインを含めるようにワイルド  
カードを使用することができます。たとえば、*.govと入力すると、すべての政府機関のIPアド

レスをホワイトリストに登録することができます。ただし、[a-z]*.govなど、その他の正規表現

関数を使用することはできません。これは、*.govの使用により、www.irs.govなどの文字列

全体がリプレースされるためです。

 a. ドメインを手動で追加するには、［リスト値］セクションで をクリックしてドメインを追加

します。

 b. ドメインを削除するには、ドメインを選択し、 をクリックします。

 c. .CSVファイルをインポートするには、［リスト値］セクションで をクリックし、［リスト値のイ

ンポート］ダイアログで.CSVファイルに移動します。区切り文字として、コンマ、LF( 改
行) 、CR( キャリッジ リターン) の中から実際のファイルに合わせて選択します。［アップ

ロード］をクリックします。  

 3. ［保存］をクリックします。

domains_whitelistが［リスト］パネルに表示されます。アナリストは、対応ビューと

Investigationの他の部分からこのリストに追加できます。詳細については、「Context Hub構
成ガイド」を参照してください。
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ステップ3. Whoisルックアップ サービスの構成

「ESA構成ガイド」の「Whoisルックアップ サービスの構成」を参照してください。

ステップ4. ESA Analyticsモジュールへのデータ ソースのマップ

「ESA構成ガイド」の「ESAデータ ソースのAnalyticsモジュールへのマップ」を参照してください。

ステップ5. ［Suspected Command & Control By Domain］ルールが有効化されて

いることの確認とルールの監視

［インシデントのルール］で［Suspected Command & Command Control by Domain］ルールを確認

します。

 1. 構成＞［インシデントのルール］＞［統合ルール］に移動します。

 2. ［Suspected Command & Control Communication by Domain］ルールを選択し、ダブルク

リックして開きます。

 3. ［有効］が選択されていることを確認します。

有効にすると、ルールには緑の［有効］ボタンが表示されます。
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結果

自動脅威検出のESA Analytics Suspicious Domainsモジュールのマッピングを導入したら、ESA
はHTTPトラフィックに関する分析の実行を開始します。対応ビューで各インシデントの詳細情

報を表示できます。

ステップ6. インシデントがSuspected C&Cでグループ化されていることの確認

対応ビューでインシデントを正しくグループ化するためには、Group By条件をDomainに設定しま

す。

 1. 構成＞［インシデントのルール］＞［統合ルール］に移動します。

 2. ［Suspected Command & Control Communication by Domain］ルールを選択し、ダブル ク
リックして開きます。  

 3. ［Group By］フィールドが［Domain］に設定されていることを確認します。

これによりアラートが集計され、「Suspected C&C」のインシデントが作成されます。

次のステップ

対応ビューを監視してルールがトリガーされたかどうかを確認します。詳細については、

「NetWitness Respondユーザ ガイド」を参照してください。
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NetWitness Suite自動脅威検出のトラブルシューティン

グ

NetWitness Suite自動脅威検出は、HTTPデータを調査する解析エンジンです。自動脅威検

出ではWhoisサービスやContext Hubなどの他のコンポーネントも活用するため、インストール環

境が複雑になる可能性があります。このトピックでは、自動脅威検出の導入が予想した結果

にならない場合に問題の検出に役立つ推奨事項を示します。

発生する可能性のある問題

問題
考えられる原

因
解決策

表示される

アラート ( 誤

検出) が多

すぎます。

複数 考えられる原因の1つとして、Whoisルックアップ サービスが

失敗しているか構成されていません。Whoisルックアップは、

URLのドメインが正当かどうかを判断するのに役立ちま

す。Whoisサービスへの接続が失敗していたり、正しく構成

されていない場合は、誤検出が発生する可能性がありま

す。「ESA構成ガイド」の「Whoisルックアップ サービスの構

成」を参照してください。

  URLをホワイトリストに追加する必要がある場合がありま

す。URLの正当な動作により、アラートがトリガーされること

があります。これを防ぐ方法の1つは、ホワイトリストにURL

を追加することです。「NetWitness Respondユーザ ガイド」

の「ホワイト  リストへのエンティティの追加」を参照してくださ

い。
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問題
考えられる原

因
解決策

アラートが

全く表示さ

れません。

自動脅威検出

のESA Analytics

モジュール マッピ

ングを導入すると

きは、ESAホスト

に「ウォーム アッ

プ」期間が必要

です。  

自動脅威検出のESA Analyticsモジュール マッピングを導

入する場合、「ウォーム アップ」期間があり、その間はアラー

トが表示されません。各モジュール タイプにデフォルトの

ウォーム アップ期間があり、ウォーム アップ期間が完了する

まで待機する必要があります。詳細については、「ESA構

成ガイド」の「ESAデータ ソースのAnalyticsモジュールへの

マッピング」を参照してください。

パフォーマン

スの問題

( リソース使

用率の上

昇またはス

ループットの

低下) が生

じます。

複数 自動脅威検出( ESA Analytics) とESAルールの両方を実

行しているESAホストでパフォーマンスの問題が発生してい

る場合は、ESAルールのトラブルシューティング手順を実施

してください。これらのトラブルシューティング手順について

は、「ESAを使用したアラート  ガイド」の「ESAのトラブル

シューティング」を参照してください。
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