
Archiver構成ガイド
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

 

Archiverの概要 5

アーカイブ階層の構成 7
前提条件 7

ワークフロー 7

Archiverサービスの追加 9

ArchiverへのLog Decoderデータ ソースの追加 11

ArchiverへのLog Decoderデータ ソースの追加 11

Archiverのメタの設定に関する考慮事項 12

( オプション) 集計用メタ フィルタの構成 13

( オプション) Archiverのレポート作成用インデックス エントリーの追加 15

Archiverのストレージとログ保存の構成 17

Hot/Warm/Coldストレージの構成 20

ログ ストレージ コレクションの構成 34

保存ルールの定義 38

Reporting EngineへのArchiverデータ ソースの追加 41

Archiverのモニタリングの構成 44

Archiverの追加の構成 45
データのバックアップとリストアの構成 46

Archiverサービスの追加 46

コレクションの作成 48

データ ソースとしてReporting EngineにArchiverサービスを追加 51

Archiverディレクトリのマウント 53

コレクションの作成 54

コレクションの削除 56

手順例：レポート作成と調査のためにコレクションをリストアする方法 56

コレクションの調査 58

Archiverコレクション統計情報の表示 58

Archiverログの表示 59

BrokerへのArchiverサービス データ ソースの追加 59

ハッシュ情報の取得 62



Archiver構成ガイド

参考情報 69
［Archiverコレクション］ダイアログ 70

［Archiverサービス］の［構成］ビュー：［全般］タブ 73

［サービスの集計］セクション 74

［Aggregation Settings］セクション 78

Archiverサービスの構成 79

［データ保存］タブ：Archiver 81

Hot/Warm/Coldストレージ合計 83

［サービス］の［構成］ビュー：Archiver 85

全般 87

Aggregation Settings 89

Service Heartbeat 90

ファイル 90

4



Archiver構成ガイド

Archiverの概要

このガイドでは、ネットワークにArchiverを構成するための詳細な手順、追加の手順、Archiver
の構成を行うためのユーザ インターフェイスに関する参考資料を示します。

NetWitness Suite Archiverは、ログ データのインデックス作成と圧縮を行い、それらのデータを

アーカイブ ストレージに送信することによって、長期間にわたるログのアーカイブを可能にするア

プライアンスです。アーカイブ ストレージは、長期データ保存データ保存およびコンプライアンス 
レポート作成のために最適化されます。

Archiverは、Log Decoderからのrawログとログ メタを長期保存のために格納し、ストレージには

DAC( 直接接続機能) を使用します。

注：rawパケットとパケット  メタは、Archiverに格納されません。

次の図は、Archiverを実装する場合のNetWitness Suiteネットワークのアーキテクチャを示してい

ます。
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アーカイブ階層の構成

NetWitness Suite Archiverは、ログ データのインデックス作成と圧縮を行い、それらのデータを

アーカイブ ストレージに送信することによって、長期間にわたるログのアーカイブを可能にするア

プライアンスです。アーカイブ ストレージは、長期データ保存データ保存およびコンプライアンス 
レポート作成のために最適化されます。

Archiverは、Log Decoderからのrawログとログ メタを長期保存のために格納し、ストレージには

DAC( 直接接続機能) を使用します。

注：rawパケットとパケット  メタは、Archiverに格納されません。

前提条件

以下の条件を満たしていることを確認します。

 l ネットワーク環境にArchiverホストがインストールされていること。

 l Log Decoderバージョン11.0.0.0がネットワーク環境にインストールされ、構成されていること。

複数のArchiverサービスまたはConcentratorサービスを1つのグループとして構成し、これらのサー

ビス間で集計タスクを分担する場合は、「導入ガイド」の「グループ集計」を参照してください。

ワークフロー

このワークフローは、Archiverのエンド  ツー エンドのインストールおよび構成のプロセスを示してい

ます。

Archiverを構成するための基本的なステップが次の表に掲載されています。タスクは記載され

た順序で行う必要があります。

構成手順 説明

Archiverサービスの追加 ArchiverサービスをArchiverホストに追加して、ライ

センスを適用する方法について説明します。
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構成手順 説明

ArchiverへのLog Decoderデータ ソースの

追加

Log DecoderをArchiverに追加する手順について説

明します。

Archiverのストレージとログ保存の構成 Archiverでストレージを構成して、ログを保存する

方法について説明します。

Reporting EngineへのArchiverデータ ソー

スの追加

Archiverをデータ ソースとしてReporting Engineに追

加し、Archiverによって収集されたデータのレポート

を生成する方法について説明します。

Archiverのモニタリングの構成 Archiverストレージに関するアラート  メカニズムを構

成する手順について説明します。
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Archiverサービスの追加

Archiverサービスを実行するために、Archiverサービスを実行する予定のArchiverホストがイン

ストール済みであることを確認します。「ステップ1. ホストの追加または更新」トピック( 「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。

Archiverホストをインストールした後、次に説明する手順でArchiverサービスを追加し、ライセン

スを適用する必要があります。

注：この手順は、Archiverサービスがインストールされていない場合にのみ必要です。

次のステップを実行してArchiverサービスを追加します。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. ［サービス］パネル ツールバーで、  ＞［Archiver］を選択します。

［サービスの追加］ダイアログが表示されます。

 3. 次の詳細情報を入力します。

フィールド 説明

ホスト ドロップダウン メニューから、ホストを選択します。

名前 サービスの名前を入力します。

ポート デフォルト  ポートは50008です。
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フィールド 説明

SSL NetWitness Suiteとサービスの通信にSSLを使用する場合は、［SSL］を選択

します。暗号化とSSL証明書による認証によってデータ転送のセキュリティが

実装されます。

注：SSLを選択する場合は、［システム構成］パネルでSSLが有効化されて

いることを確認します。

ユーザー

名

( オプション) サービスに対するユーザ名を入力します。

パスワード ( オプション) サービスに対するパスワードを入力します。

サービスの

エンタイト

ルメント

現在構成されているエンタイトルメントをこのサービスに適用する場合に選

択します。詳細については、「ライセンス ガイド」の「ライセンス機能の実装」

トピックを参照してください。

 4. NetWitness Suiteからサービスへの接続を確認するには、［接続のテスト］をクリックします。

 5. テストに成功したら、［保存］をクリックします。

追加されたサービスが［サービス］パネルに表示されます。

注：テストが失敗した場合は、サービスの情報を編集し、再試行します。

 6. Archiverサービスにライセンスを適用します。

Archiverサービスをアクティブ化する( ライセンスを適用する) 手順の詳細については、「ライ

センス ガイド」の「NetWitnessサーバの同期」トピックを参照してください。

アーカイブ階層の構成 10



Archiver構成ガイド

ArchiverへのLog Decoderデータ ソースの追加

Log Decoderをデータ ソースとしてArchiverに追加するためには、ネットワーク環境へのArchiver
のインストール、ネットワーク環境へのLog Decoderのインストールと構成、NetWitness Suiteへの

Archiverホストの追加が完了し、Archiverサービスがアクティブでライセンス登録済みであること

を確認する必要があります。

ArchiverへのLog Decoderデータ ソースの追加

データ ソースとしてArchiverにLog Decoderを追加する手順は、次のとおりです。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. Archiverサービスの選択

 3. ［アクション］列で、［表示］＞［構成］を選択します。

Archiverの［サービス］の［構成］ビューが表示されます。

 4. ［全般］タブの［サービスの集計］パネルで、 をクリックします。

［使用可能なサービス］ダイアログが表示されます。
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 5. Archiverにデータ ソースとして追加するLog Decoderサービスを選択し、［OK］をクリックしま

す。

 6. Log Decoderが信頼モデルを使用している場合、［サービスの追加］ダイアログが表示されま

す。

 7. Log Decoderのユーザ名とパスワードを入力し、SSL設定を構成します。

 8. ［OK］をクリックします。

選択したLog Decoderサービスが［サービスの集計］パネルのリストに追加されます。

Archiverのメタの設定に関する考慮事項

一般的なレポート作成ニーズに対応しながら、保存期間を最大化するために、Archiverのメタ 
アイテムとインデックスは( Concentratorと比較して) 削減されています。つまり、デフォルトでは、

Concentratorで実行できるレポートの一部が、Archiverでは実行できない可能性があります。

Archiverが使用する現在のメタおよびインデックス アイテムのリストは、次の場所に表示できま

す。

 l ［エクスプローラー］ビュー：metaIncludeフィールドの

/archiver/devices/<logdecoder>/config/optionsパスに、現在のメタ アイテムのリストが表示さ

れます。

 l ［構成］ビュー＞［ファイル］タブ：index-archiver.xmlは、デフォルトのインデックス構成を示し

ます。 index-archiver-custom.xmlは、すべての変更を示します。

Archiverのメタ アイテムとインデックスは、お客様固有のレポート作成のニーズに合わせてカスタ

マイズできます。ただし、そのためには追加のストレージ、CPUリソース、メモリ リソースのサポート

が必要になり、保存期間に影響を及ぼす可能性があります。Archiverに追加するメタ アイテ

ムが増えると、最大集計速度が低下し、レポートの実行時間が長くなります。
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詳細については、「( オプション) 集計用メタ フィルタの構成」と「( オプション) Archiverのレポート作成用

インデックス エントリーの追加」を参照してください。

( オプション) 集計用メタ フィルタの構成

メタ アイテムを表示し、Archiverにメタ アイテムを追加するには、以下の手順を実行します。

注意：メタまたはインデックスを追加するには、追加のストレージ、CPUリソース、メモリ リソース

をサポートする必要があり、保存期間に影響を及ぼす可能性があります。Archiverに追加

するメタ アイテムが増えると、最大集計速度が低下し、レポートの実行時間が長くなりま

す。

 1. 現在のメタ アイテムを表示するには、［サービスの集計］パネルで、Log Decoderサービスを

選択し、［メタを含む］フィールドの をクリックします。
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 2. メタ アイテムを追加するには、Log Decoderサービスを選択し、 をクリックします。
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 3. ［サービス集計の編集］ダイアログで、［メタを含む］リストに含めるメタ アイテムを選択しま

す。たとえば、 ip.srcport、 tcp.srcport、udp.srcport、msg、url、query、bytes、alias.host、
ip.dst、 ip.dstport、 ip.src、 tcp.dstport、megabytes、 time、event.desc、wordを含めることを検

討できます。

 4. ［保存］をクリックし、［適用］をクリックします。

 5. 追加のメタ キーのインデックスを作成する方法については、以下の「( オプション) Archiverのレ

ポート作成用インデックス エントリーの追加」を参照してください。

( オプション) Archiverのレポート作成用インデックス エントリーの追加

注意：メタまたはインデックスを追加するには、追加のストレージ、CPUリソース、メモリ リソース

をサポートする必要があり、保存期間に影響を及ぼす可能性があります。Archiverに追加

するメタ アイテムが増えると、最大集計速度が低下し、レポートの実行時間が長くなりま

す。
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Archiverのデフォルトのインデックス構成には、以下のキーの値のインデックスのみが含まれま

す。

 l 時間( time)

 l Decoderソース( did)

 l 宛先ユーザ アカウント ( user.dst)  

 l アラート ID( alert.id)

 l デバイスIP( device.ip)

 l ソースIPアドレス( ip.src)

 l 宛先IPアドレス( ip.dst)

 l イベントの説明( event.desc)

 l デバイス クラス( device.class)

 l 手段( medium)

 l オブジェクト名( obj.name)

 l 単語( word)

このリストをカスタマイズする方法については、「コア データベース チューニング ガイド」の「イン

デックスのカスタマイズ」を参照してください。
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Archiverのストレージとログ保存の構成

このトピックでは、管理者向けにArchiverのストレージとログ保存を構成する方法を説明しま

す。

コンプライアンス上の理由から、ログのタイプに応じて異なる保存期間を適用しなければならな

いことがよくあります。法的に慎重な取り扱いが求められ長期間保存できないログもあれば、数

年間保存しておかなければならないログもあります。コンプライアンス上の理由以外にも、履歴

フォレンジックに役立つログもあれば、セキュリティや運用にはほとんど影響しないために短期間

で削除して構わないログもあります。

ビジネス要件の変化に対応できるように、NetWitness Suiteでは、コレクションというログ保存セッ

トを構成してログ データを格納できます。各コレクションについて、総ストレージ領域に対する

使用上限とコレクション内のログを保持する日数を指定できます。コレクションに格納するログ

のタイプを指定するには、保存ルールを定義してコレクションに関連づけます。すべてのコレク

ションの保存ルールが、定義した順序でシーケンシャルシーケンシャルに実行されます。

このためには、まずコレクション全体の物理ストレージ領域を定義する必要があります。

NetWitness Suiteでは3種類のストレージを定義できます。

 l Hot階層ストレージ：このストレージには、業務プロセスで頻繁に使用されるログ データが格

納されます。これらのログは、他のタイプのストレージよりも迅速にアクセスできるため、レポー

ト作成などのタスクに使用すると便利です。Hotストレージは、通常、DAC( Direct-Access 
Capacity) ストレージまたはSANストレージで構成されます。

 l Warm階層ストレージ：( オプション) このストレージには、古くなったログ データがArchiverに
よってまとめて格納されます。ログ データへのアクセスには、Hotストレージに比べると時間がか

かります。これらのログもレポート作成などのタスクに使用できます。Warmストレージは、通

常、NAS( ネットワーク接続ネットワーク接続型ストレージ) で構成されます。

 l Cold階層ストレージ：( オプション) このストレージには、業務の遂行に必要か、規制上の要

件で保存が義務づけられている最も古いログ データが格納されます。これらのログはオフライ

ンであり、レポート作成などのタスクを行うためにArchiverからアクセスすることはできません。

ただし、このログ データにアクセスする必要がある場合は、Archiverサービスで作成したコレク

ションにデータをリストアして、レポート作成などの目的に使用できます。Coldストレージは、

通常、NASなどのオフライン ストレージのほか、テープにアーカイブするまでの一時的なスト

レージとして使用されます。Cold階層に移動されたデータはArchiverでは管理されなくなりま

す。移動後のバックアップや管理は外部プロセスで行われ、Cold階層のスペースが100%に

達しないように管理されます。容量がいっぱいになると、問題が解消されるまでArchiverによ

る集計は停止されます。
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Archiverは使用可能なHotストレージとデフォルトのログ コレクションを使用するように事前に構

成されているため、ログ保存の要件が複雑でなければ、Archiverのストレージとログ保存の構

成を行う必要はありません。

ログは異なるタイプのストレージ間で次のように移動できます。

 l Hotストレージ＞Coldストレージ

 l Hotストレージ＞Warmストレージ＞Coldストレージ

コレクションがHotストレージおよびWarmストレージの保存期限に達すると、NetWitness Suiteに
よってHotストレージまたはWarmストレージからログ データが削除されます。Coldストレージが構

成されている場合は、ログ データがHotストレージまたはWarmストレージから削除される前に、

Coldストレージにコピーされます。たとえば、HotストレージとWarmストレージがそれぞれ1 TBで、

Coldストレージを有効にしたコレクションの場合、Hotストレージのログ データが1 TBに達すると

最も古いログ データがWarmストレージに移動されます。Warmストレージのログ データが1 TBに
達すると、Warmストレージの最も古いログ データがColdストレージにコピーされ、Warmストレー

ジから削除されます。

HotストレージとWarmストレージについては、コレクションのサイズと保存期間のどちらの条件を

先に満たしたかに基づいて、それらの設定を相互にオーバーライドできます。たとえば、Hotスト

レージが1 TBでWarmストレージとColdストレージは使用していないコレクションで、保存期間を

20日に設定している場合、ログ データが11日目に1 TBを超えると、保存期間の20日に達して

いなくても1 TBを超えたログが古いものから削除されます。

Hot、Warm、Coldのストレージを作成したら、ログ保存ストレージ コレクションを構成します。コ

レクションのHotストレージおよびWarmストレージの最大容量、Coldストレージを使用するかどう

か、コレクションへのログの保存日数、データ圧縮方法、保存するファイルのデータ整合性を検

証するためにハッシュ アルゴリズムを使用するかどうかを指定できます。

コレクションを構成したら、コレクションの保存ルールを定義します。これらのルールで、コレクショ

ンに格納するログのタイプを指定します。コレクションにログ データを格納するには、それぞれ少

なくとも1つの保存ルールに関連づける必要があります。

手順

ストレージとログ保存を構成するには、次のタスクを記載された順序で実行します。
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タスク 参照

1. Hot/Warm/Coldストレージ全体を構成します。                      「Hot/Warm/Coldストレージの構成」を

参照してください。

2. ログ保存ストレージ コレクションを構成します。                      「ログ ストレージ コレクションの構成」を

参照してください。

3. コレクションの保存ルールを定義し、すべての保存

ルールのリストで実行順序を決めます。                      

「保存ルールの定義」を参照してくだ

さい。
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Hot/Warm/Coldストレージの構成

このトピックでは、管理者向けにArchiverのHot/Warm/Coldストレージ全体を構成する方法を

説明します。

Archiverホストには、あらかじめデフォルト値に構成されたHotストレージがあります。管理者は、

特定のビジネス要件を満たすようにHot/Warm/Coldストレージ全体を構成できます。Archiverで
は、Hotストレージは構成されている必要がありますが、WarmおよびColdストレージの構成はオ

プションです。NetWitness Suiteでは、Coldストレージは管理されません。

前提条件

以下の条件を満たしていることを確認します。

 1. ネットワーク環境にArchiverホストがインストールされていること。

 2. Log Decoderがネットワーク環境にインストールされ、構成されていること。

 3. NetWitness Suite導入環境にコア サービスとしてArchiverが追加されていること。

 4. Archiverのデータ ソースとしてLog Decoderサービスが追加されていること。

 5. ネットワーク環境にDACやその他の物理ストレージがインストールされ、構成されているこ

と。

 6. ログの保存期間とストレージの要件が決定されていること。

手順

ArchiverのHotストレージ合計の構成

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. Archiverサービスを選択し、  ＞［表示］＞［構成］を選択します。

Archiverの［サービス］の［構成］ビューが表示されます。

 3. ［データ保存］タブの［Hotストレージ合計］セクションで、 をクリックしてHotストレージ合計

を構成します。
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 4. ［Hotストレージ マウント  ポイント］ダイアログで、Archiverホストに接続されているマウント  ポ
イントのうち、Hotストレージ合計に含めるマウント  ポイントを追加します。

これらは、DACストレージやSANなどの高パフォーマンス ストレージへのパスです。マウント  
ポイントにコレクションやサブディレクトリを追加することはできません。

マウント  ポイントを追加するには、 をクリックし、マウント  ポイントへのパスを入力します。

 5. マウント  ポイントのパスが正しいことを確認して［保存］をクリックします。

NetWitness Suiteは自動的にmetadb、packetdb、sessiondbを作成し、Archiverで定義され
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ている各コレクションのディレクトリへのインデックスが付与されます。

<storageLocation>/<CollectionName>/metadb
<storageLocation>/<CollectionName>/packetdb
<storageLocation>/<CollectionName>/sessiondb
<storageLocation>/<CollectionName>/index

For example, if your mount point is /var/netwitness/archiver, then the following directories 
will be created for each of your collections:
/var/netwitness/archiver/<CollectionName>/metadb
/var/netwitness/archiver/<CollectionName>/packetdb
/var/netwitness/archiver/<CollectionName>/sessiondb
/var/netwitness/archiver/<CollectionName>/index

Archiverサービスが再起動されると、定義済みのコレクションへのデータの保存が開始されま

す。Archiverサービスを再開する前に、ログ保存コレクションが正しいことを確認します。

注意：マウント  ポイントにデータが保存されると、ユーザ インタフェースからはデータを削除でき

ません。

ArchiverのWarmストレージ合計の構成

( オプション) ArchiverのWarmストレージ合計を構成する手順は、Hotストレージ合計の場合と

ほぼ同じです。ただし、［Warmストレージ合計］セクションで をクリックして、Warmストレージと

して使用するマウント  ポイントを追加する点が異なります。追加するマウント  ポイントは、NAS
( ネットワーク接続ネットワーク接続型ストレージ) などのWarmストレージへの物理パスです。

ArchiverのColdストレージ合計の構成
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( オプション) ArchiverのColdストレージ合計を構成する手順は、Hotストレージ合計の場合とほ

ぼ同じです。ただし、［Coldストレージ合計］セクションで をクリックして、Coldストレージのマウ

ント  ポイントを1つだけ追加する点が異なります。NetWitness Suiteでは、Coldストレージは管理

されません。

コレクション間でのファイル名の競合を回避するために、Coldストレージ マウント  ポイントのパス

名のいずれかの部分にコレクション名の書式指定子%nを含める必要があります。

パスでは次の書式指定子を使用できます。

書式

指定

子

説明

%n コレクション名( 必須)

%y データがColdストレージに移動された年

%m 月

%d 日

%h 時間

%##r 現在の日付の時間のブロック。たとえば、8時間ずつの3ブロックに分ける場合

は、%8rに設定します。1日の最初の8時間は0、2番目の8時間は1、最後の8時間

は2となります。

変更は即座に有効になります。
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たとえば、complianceという名前のコレクションがあり、次のようなColdストレージ パスを作成す

るとします。

/sa-cold-storage/%n/%y-%m-%d/

NetWitness Suiteでは、次の形式で毎日ディレクトリが作成されます。

/sa-cold-storage/compliance/2015-11-20/

Hot、Warm、Cold階層のストレージ機能

次の表に、［Hot/Warm/Coldストレージ マウント  ポイント］ダイアログの機能を示します。

機

能

説明

マウント  ポイントを追加します。

マウント  ポイントを削除します。使用中のマウント  ポイントは、関連するコレクションを

削除しないと削除できません。

Hot/Warm/Coldストレージ合計に含めるマウント  ポイントを選択します。Coldストレー

ジ合計のマウント  ポイントは1つだけ選択できます。

マウ

ント  

ポイ

ント

接続されている物理ストレージのパスが表示されます。

例：/var/netwitness/archiver/database0( Hotストレージ用のDACの場所)

マウント  ポイントにコレクションやサブディレクトリを追加しないでください。NetWitness 
Suiteは自動的にmetadb、packetdb、sessiondbを作成し、Archiverで定義されている

各コレクションのディレクトリへのインデックスが付与されます。

<storageLocation>/<CollectionName>/metadb
 <storageLocation>/<CollectionName>/packetdb
 <storageLocation>/<CollectionName>/sessiondb
 <storageLocation>/<CollectionName>/index

たとえば、Hotストレージのマウント  ポイントが/var/netwitness/archiverである場合は、

各コレクションで次のディレクトリが作成されます。

 /var/netwitness/archiver/<CollectionName>/metadb
 /var/netwitness/archiver/<CollectionName>/packetdb
 /var/netwitness/archiver/<CollectionName>/sessiondb
 /var/netwitness/archiver/<CollectionName>/index

Coldストレージでは、コレクション間でのファイル名の競合を回避するために、Coldスト

レージ マウント  ポイントのパス名のいずれかの部分にコレクション名の書式指定子%n
を含める必要があります。
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機

能

説明

スト

レー

ジ サ

イズ

接続されているストレージのサイズが表示されます。参照用にストレージの合計容量

が［データ保存］タブに表示されます。

コレクション

［コレクション］セクションには、すべてのストレージ コレクションのリストが表示されます。それぞれ

について、HotストレージとWarmストレージの合計容量も表示されます。

コレクション機能

次の表に、［コレクション］セクションのアイコンと列を示します。一部の列については、要件に応

じて非表示にすることが可能です。

機能 説明

［コレクション］ダイアログを開くとストレージ コレクションを追加できます。

選択したコレクションを削除します。コレクションを削除すると、そのコレクションに格

納されているすべてのデータが完全に削除されますが、データ ディレクトリは空の状

態で残ります。

［コレクション］ダイアログを開くとストレージ コレクションを編集できます。

コレクションの情報を更新します。

コレクションを選択します。たとえば、編集または削除するコレクションを選択できま

す。
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機能 説明

コレク

ション

コレクションの名前が表示されます( 例：Default、Compliance、MediumValue、
LowValue) 。異なる条件でログを保持する複数のコレクションを作成できます。コレ

クションを作成しない場合は、デフォルトのコレクションが使用されます。

コレクションにエラーがある場合は、コレクション名とエラーがある列が赤色のテキスト

で表示されます。

使用

量

/Hotス

トレー

ジ

Hotストレージの現在の使用量とコレクションに使用できる最大容量が表示されま

す。ログのサイズがHotストレージの最大容量に達すると、ログが削除されるか、使

用可能な次のストレージ階層( WarmまたはCold) にロールオーバーされます。

使用

量

/Warm

スト

レージ

Warmストレージの現在の使用量とコレクションに使用できる最大容量が表示されま

す。ログのサイズがWarmストレージの最大サイズに達すると、ログが削除されるか、

使用可能なColdストレージにロールオーバーされます。

Coldス

トレー

ジ

Coldストレージが有効か無効かを示します。緑色で塗りつぶされた丸は、Coldスト

レージが有効化されていることを示します( ) 。塗りつぶされていない白色の丸は、

Coldストレージが無効になっていることを示します。

保存

期間

ログを保存する日数が表示されます。この日数を超えたログは、削除されるかCold

ストレージに移動されます。［制限なし］は、ログの保存期間が指定の日数で制限

されないことを示します。

HotストレージとWarmストレージについては、コレクションのサイズと保存期間のどちら

の条件を先に満たしたかに基づいて、それらの設定を相互にオーバーライドできま

す。

変化

( 過去

1時

間)

過去1時間に収集されたログの数が表示されます。
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機能 説明

最も

古い

日付

コレクションに格納された最も古いデータの日付が表示されます。

期間 コレクションに格納された最も古いデータの概算の保存期間が表示されます。

例：20日

圧縮 コレクションのメタおよびrawデータに使用する圧縮のタイプが表示されます。

ハッ

シュ

ハッシュが有効か無効かが表示されます。有効になっている場合、保存するファイル

のデータ整合性を確認するためにハッシュ アルゴリズムが使用されます。デフォルトで

は、ハッシュの対象となるデータはrawログのみです。ハッシュ ファイルはデータと同じ

ディレクトリに保存されます。

ルール

数

コレクションに適用されるルールの数が表示されます。

コレクションごとに少なくとも1つのルールを定義します。ルールが関連づけられていな

いコレクションでは、警告として赤色のテキストで0が表示されます。 コレクション名

も赤色で表示され、コレクション内にエラーがあることが示されます。

注意：コレクションにルールがない場合、そのコレクションにはログが格納されませ

ん。

アク

ション

<actions button>＞＞［ルールの選択］を選択すると、コレクションに関連づけられてい

るルールが［保存ルール］セクションに表示されます。［保存ルール］セクションで、コレ

クション全体におけるルールの優先度を変更できます。

スト

レージ

合計

［使用量 /Hotストレージ］列の下に、Hotストレージの現在の合計使用量と最大合

計容量が表示されます。［使用量 /Warmストレージ］列の下にも、Warmストレージ

の現在の合計使用量と最大合計容量が表示されます。

コレクションにエラーがある場合はコレクション名が赤で表示されます。点線の下線は、エラーに

関する情報をツールチップで確認できることを示しています。
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編集が無効( グレー表示) になっているコレクションにも、問題に関する情報がツールチップに表

示されます。

保存ルール

［保存ルール］セクションには、ストレージ コレクションに使用されるすべての保存ルールが実行

順に表示されます。

次の表に、［保存ルール］セクションの機能を示します。

機能 説明

［ルールの定義］ダイアログを開くと、ストレージ コレクションで使

用する保存ルールを追加できます。

選択した保存ルールを削除します。ログ コレクションにログ デー

タを収集して格納するには、少なくとも1つの保存ルールを関連

づける必要があります。

［ルールの定義］ダイアログを開くと、選択した保存ルールを編集

できます。
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機能 説明

保存ルールの情報を更新します。

上に移動 選択した保存ルールを優先度リストの上方向に移動します。保

存ルールの順序は非常に重要です。NetWitness Suiteでは、す

べてのコレクションの保存ルールが［保存ルール］セクションにある

［順序］列の番号順に評価されます。

保存ルールの順序はドラッグ アンド  ドロップで変更することもで

きます。

下に移動 選択した保存ルールを優先度リストの下方向に移動します。保

存ルールの順序は非常に重要です。NetWitness Suiteでは、す

べてのコレクションの保存ルールが［保存ルール］セクションにある

［順序］列の番号順に実行されます。

適用 ルールの順序の変更を保存します。

元に戻す ルールの順序の変更を元に戻します。

保存ルールを選択します( 選択されている保存ルールを示しま

す) 。

順序 すべての保存ルールの順序が表示されます。

ルール名 ルールの名前が表示されます( 例：ComplianceDevices、

GeneralWindowsLogs) 。

条件 ルールの条件が表示されます。これらの条件で、コレクションに

含めるログのタイプが指定されます。

コア サービスのすべてのクエリとルール条件に適用されるガイドラ

インについては、「保存ルールの定義」を参照してください。

コレクション コレクション名とコレクションの保存日数が表示されます。次に例

を示します。MediumValue (30 Days)
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［コレクション］ダイアログ 

Archiverの管理＞［サービス］＞［構成］ビュー＞［データ保存］タブでは、管理者がログ保存と

ストレージの基準を定義することができます。［コレクション］セクションからアクセスできる［コレク

ション］ダイアログで、ログのタイプごとに個別のストレージ コレクションを定義できます。たとえば、

コンプライアンス用のコレクションを作成したり、重要なログだけを選択して保存するコレクション

を作成できます。

このダイアログ ボックスに関連する手順については、「Archiverのストレージとログ保存の構成」およ

び「ログ ストレージ コレクションの構成」で説明しています。

［コレクション］ダイアログにアクセスするには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［サービス］を選択します。

 2. Archiverサービスを選択し、 ＞［表示］＞［構成］を選択します。

 3. 選択したサービスの［サービス］の［構成］ビューで、［データ保存］タブをクリックします。

 4. ［コレクション］セクションで をクリックし、ルールを追加または編集します。

［コレクション］ダイアログが表示されます。

次の表に、［コレクション］ダイアログのフィールドを示します。
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フィー

ルド
説明

コレク

ション

名

コレクションの名前を指定します( 例：Compliance、MediumValue、LowValue) 。

Hotス

トレー

ジ 

このコレクション用のHotストレージの最大サイズまたは割合を指定します。このフィー

ルドの横に、Hotストレージに使用できる空きスペースとHotストレージの合計容量が

表示されます。  

ログのサイズがHotストレージの最大サイズに達すると、ログが削除されるか、使用可

能な次のストレージ階層( WarmまたはCold) にロールオーバーされます。

Warm

スト

レー

ジ

( オプション) このコレクション用のWarmストレージの最大サイズまたは割合を指定しま

す。このフィールドの横に、Warmストレージに使用できる空きスペースと、Warmスト

レージの合計容量が表示されます。

ログのサイズがWarmストレージの最大サイズに達すると、ログが削除されるか、使用

可能なColdストレージにロールオーバーされます。

Cold

スト

レー

ジ

( オプション) このコレクションでColdストレージを使用するかどうかを指定します。コレク

ションにColdストレージを使用する場合、指定されたサイズと保存制限外のログが

Coldストレージにロールオーバーされます。Coldストレージを使用しない場合、指定さ

れたサイズと保存制限外のログは削除されます。

保存

期間

( オプション) ログを保存する日数を指定します。この日数を超えたログは削除される

かColdストレージにロールオーバーされます。  

HotストレージとWarmストレージについては、コレクションのサイズと保存期間のどちら

の条件を先に満たしたかに基づいて、それらの設定を相互にオーバーライドできま

す。
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フィー

ルド
説明

圧縮 コレクション内のメタとRAWログに使用する圧縮のタイプを指定します。スペースを節

約するために、GZIPまたはLZMAを使用してメタとRAWログを圧縮できます。GZIP

の圧縮と解凍は非常に高速ですが、LZMAほどには圧縮されません。LZMAは圧

縮率が優れていますが、解凍速度が遅くなります( GZIPの約3倍の時間がかかりま

す) 。圧縮率はデータに大きく依存します。

デフォルトの圧縮方法はGZIPです。

ハッ

シュ

ハッシュを有効にするか無効にするかを指定します。有効にした場合、保存するファ

イルのデータ整合性を検証するためにハッシュ アルゴリズムが使用されます。デフォル

トでは、ハッシュの対象となるデータはrawログのみです。ハッシュ ファイルはデータと同

じディレクトリに保存されます。

注：コレクションのストレージ割り当てを減らしたり保存期間を短くしたりすると、移動( ロール

オーバー) するデータの量によっては、データを移動して領域を使用できるようになるまでに数

分から数時間かかることがあります。デフォルトでは、サイズ ロールオーバーは20分ごと、タイム 
ロールオーバーは6時間ごとに行われます。

［ルール定義］ダイアログ

Archiverの管理＞［サービス］＞［構成］ビュー＞［データ保存］タブでは、管理者がログ保存と

ストレージの基準を定義することができます。［ルールの定義］ダイアログは［保存ルール］セク

ションからアクセス可能で、ストレージ コレクションを使用する保存ルールを定義できます。

このダイアログ ボックスに関連する手順については、「Archiverのストレージとログ保存の構成」およ

び「保存ルールの定義」で説明しています。

［ルール定義］ダイアログにアクセスするには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［サービス］を選択します。

 2. Archiverサービスを選択し、 ＞［表示］＞［構成］を選択します。

 3. 選択したサービスの［サービス］の［構成］ビューで、［データ保存］タブをクリックします。
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 4. ［保存ルール］セクションで または をクリックします。

［ルールの定義］ダイアログが表示されます。

次の表に、［ルールの定義］ダイアログのフィールドを示します。

フィー

ルド

説明

名前 保存ルールの一意の名前を指定します。次に例を示します。ComplianceDevices

条件 コレクションに含めるログのタイプの条件を指定します。

すべての文字列リテラルとタイム スタンプは引用符で囲む必要があります。数値およ

びIPアドレスは引用符で囲まないでください。

次に例を示します。

device.group='PCI Devices' || device.group='HIPPA Devices'

コレク

ション

このルールを適用するコレクションを選択します。次に例を示します。コンプライアンス

次のステップ

ログ ストレージ コレクションを構成します。
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ログ ストレージ コレクションの構成

このトピックでは、管理者向けにArchiverのログ ストレージ コレクションを構成する方法を説明

します。

NetWitness Suiteでは、ログのタイプごとに個別のストレージ コレクションを定義できます。コレク

ションで使用するHotストレージおよびWarmストレージの最大容量、オフライン ストレージ( Cold
ストレージ) を使用するかどうか、コレクションへのログの保存日数、データ圧縮方法、保存する

ファイルのデータ整合性を検証するためにハッシュ アルゴリズムを使用するかどうかを指定できま

す。コレクションはログ保存ストレージの要件に基づいて作成します。作成したコレクションは、

それぞれ少なくとも1つの保存ルールに関連づける必要があります。

前提条件

ログ保存ストレージ コレクションを構成する前に、Hot/Warm/Coldストレージ全体を構成してお

きます。

ログ ストレージ コレクションの構成

Archiverのログ保存ストレージ コレクションを構成するには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. Archiverサービスを選択し、  ＞［表示］＞［構成］を選択します。

Archiverの［サービス］の［構成］ビューが表示されます。

 3. ［データ保存］タブの［コレクション］セクションで、 をクリックしてコレクションを追加します。  

( 既存のコレクションに変更を加える場合は、コレクションを選択してから をクリックして設

定を変更できます。)
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［コレクション］ダイアログが表示されます。
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 4. 次の表の説明に従って、コレクションを構成します。

フィー

ルド

説明

コレク

ション

名

コレクションの一意の名前を指定します( 例：Compliance、MediumValue、
LowValue) 。

Hotス
トレー

ジ 

このコレクション用のHotストレージの最大サイズまたは割合を指定します。この

フィールドの横に、Hotストレージに使用できる空きスペースとHotストレージの合計

容量が表示されます。

Warm
スト

レー

ジ

( オプション) このコレクション用のWarmストレージの最大サイズまたは割合を指定

します。このフィールドの横に、Warmストレージに使用できる空き領域とWarmス

トレージの合計容量が表示されます。

Cold
スト

レー

ジ

( オプション) このコレクションでColdストレージを使用するかどうかを指定します。コ

レクションでColdストレージを使用すると、ストレージ制限を超えるログがHotスト

レージまたはWarmストレージから削除される前にColdストレージにコピーされま

す。

保存

期間

( オプション) ログを保存する日数を指定します。この日数を超えたログは削除さ

れるかColdストレージにロールオーバーされます。  
HotストレージとWarmストレージについては、コレクションのサイズと保存期間のど

ちらの条件を先に満たしたかに基づいて、それらの設定を相互にオーバーライド

できます。

圧縮 コレクション内のメタとRAWログに使用する圧縮のタイプを指定します。スペース

を節約するために、GZIPまたはLZMAを使用してメタとRAWログを圧縮できま

す。GZIPの圧縮と解凍は非常に高速ですが、LZMAほどには圧縮されません。

LZMAは圧縮率が優れていますが、解凍速度が遅くなります( GZIPの約3倍の

時間がかかります) 。圧縮率はデータに大きく依存します。

デフォルトの圧縮方法はGZIPです。

ハッ

シュ

ハッシュを有効にするか無効にするかを指定します。有効にした場合、保存する

ファイルのデータ整合性を検証するためにハッシュ アルゴリズムが使用されます。

デフォルトでは、ハッシュの対象となるデータはrawログのみです。ハッシュ ファイル

はデータと同じディレクトリに保存されます。
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 5. ［保存］をクリックします。

コレクションにエラーがある場合はコレクション名が赤で表示されます。点線の下線は、エ

ラーに関する情報をツールチップで確認できることを示しています。コレクション名は、少なく

とも1つの保存ルールが定義されるまで赤色のテキストで表示されます。

コレクションの編集が無効( グレー表示) になっている場合は、関連するツールチップで詳細

を確認してください。

注：コレクションのストレージ割り当てを減らしたり保存期間を短くしたりすると、移動( ロール

オーバー) するデータの量によっては、データを移動して領域を使用できるようになるまでに数

分から数時間かかることがあります。デフォルトでは、サイズ ロールオーバーは20分ごと、タイム 
ロールオーバーは6時間ごとに行われます。

次のステップ

コレクションの保存ルールを定義します。
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保存ルールの定義

管理者は、Archiverのログ ストレージ コレクションの保存ルールを定義し、順序を指定すること

ができます。保存ルールで、コレクションに格納するログのタイプを指定します。ログ コレクション

にログ データを収集して格納するには、少なくとも1つの保存ルールを関連づける必要がありま

す。保存ルールを構成するには、そのルールの条件とコレクションを指定します。この条件( ルー

ル定義) により、そのコレクションに格納されるログのタイプが決まります。

条件には、通常のクエリのwhere句で使用できるあらゆる表現を使用できます。

たとえば、コンプライアンス サービスからログを取得する場合は、次のような条件を使用できま

す。

device.group='PCI Devices' || device.group='HIPPA Devices'

コレクションの保存ルールを定義したら、保存ルールの順序を指定することが重要です。

NetWitness Suiteは、Archiverの［データ保存］タブにある［保存ルール］セクションの［順序］列の

番号順に、すべてのコレクションの保存ルールを評価します( 管理> サービスの [構成] ビュー) 。

注意：ルールの順序は非常に重要です。この情報に基づいて、ストレージに保存するログ 
データを評価する優先度が決まります。

前提条件

保存ルールを構成する前に、次の作業を完了しておきます。

 l Hot/Warm/Coldストレージ全体の構成

 l ログ ストレージ コレクションの構成

手順

コレクションの保存ルールの定義

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. Archiverサービスを選択し、  ＞［表示］＞［構成］ 

を選択します。Archiverの［サービス］の［構成］ビューが表示されます。

 3. ［データ保存］タブの［保存ルール］セクションで

をクリックします 。
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［ルールの定義］ダイアログが表示されます。

 4. 次の表の説明に従って、［ルールの定義］ダイアログのフィールドを構成します。

フィー

ルド

説明

ルー

ル名

保存ルールの一意の名前を指定します。スペースを含めることはできません。

例：LowValueWinLogs

条件 コレクションに含めるログのタイプの条件を指定します。

すべての文字列リテラルとタイム スタンプは引用符で囲む必要があります。数値

およびIPアドレスは引用符で囲まないでください。

例：

device.type='winevent_nic' && msg.id='security_4648_security'

コレク

ション

このルールを適用するコレクションを選択します。例：LowValue 

 5. ［保存］をクリックします。

定義した保存ルールが選択したコレクションに関連づけられます。［データ保存］タブの［コレ

クション］セクションで、選択したコレクションの［アクション］列の ＞［ルールの選択］をク
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リックすると、そのコレクションに関連づけられている保存ルールが［保存ルール］セクションに

表示されます。

保存ルールの順序の指定

すべての保存ルールのリストで順序を指定するには、次の手順を実行します。

 1. ［データ保存］タブの［保存ルール］セクションで、保存ルールを選択し、ドラッグ アンド  ドロッ

プ( または ［上に移動］と ［下に移動］) を使用して優先度リスト内で順序を変更しま

す。

 2. ［適用］をクリックして保存ルールの順序を保存します。

注意：ルールの順序は非常に重要です。この情報に基づいて、ストレージに保存するログ 
データを評価する優先度が決まります。

次のステップ

Reporting EngineにArchiverをデータ ソースとして追加します。
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Reporting EngineへのArchiverデータ ソースの追加

このトピックでは、ArchiverArchiverをデータ ソースとしてReporting Engineに追加し、Archiverに
よって収集されたデータのレポートを生成する方法について説明します。

前提条件

以下の条件を満たしていることを確認します。

 1. ネットワーク環境にArchiverホストがインストールされていること。

 2. Log Decoder Decoderがネットワーク環境にインストールされ、構成されていること。

 3. Reporting EngineとArchiverのサービスがアクティブであること。

手順

Archiverデータ ソースをReporting Engineに関連づけるには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. ［サービス］パネルで、Reporting Engineサービスを選択します。

 3. ［アクション］列で、［表示］＞［構成］を選択します。

 4. ［ソース］タブを選択します。

 5. をクリックし、［使用可能なサービス］を選択します。

［使用可能なサービス］ダイアログが表示されます。
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 6. Reporting Engineにデータ ソースとして追加するArchiverを選択して、［OK］をクリックしま

す。

 7. ［サービス情報］ダイアログで、Archiverのユーザ名とパスワードを入力します。

 8. ［OK］をクリックします。

選択したArchiverがNWDBデータ ソース カテゴリの一覧に表示されます。

これで、Archiverによって収集されたデータに関するレポートを作成できます。
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次のステップ

アーカイブ ストレージに関するアラートを構成します。
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Archiverのモニタリングの構成

ヘルスモニタを使用すると、重大な閾値に達したときに自動的に通知を生成できます。

［ヘルスモニタ］の［ポリシー］セクションで、Archiverとホストに対するヘルスモニタ ポリシーを確認

します。必要に応じて内容を更新します。

詳細については、「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。
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Archiverの追加の構成

このトピックは、Archiverの初期設定が完了した後で管理者によって随時実行される手順をま

とめたものです。以下の手順はアルファベット順に並べられています。

Archiver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。

トピック

 l データのバックアップとリストアの構成

 l ハッシュ情報の取得

45 Archiverの追加の構成



Archiver構成ガイド

データのバックアップとリストアの構成

このトピックでは、Archiverのデータ バックアップ/リストア機能について説明します。Archiverデー

タのバックアップ/リストアをサポートする機能が提供されました。

次の方法でデータをバックアップすることができます。

 l スクリプトを利用して、Coldストレージ バックアップ フォルダからファイルをオフライン ストレージ

にコピーします。

 l バックアップ ソフトウェアを利用して、Coldストレージ バックアップ フォルダからファイルをオフライ

ン ストレージにコピーします。

 l Archiverで、EMC Networkerまたは他のバックアップ ソフトウェアを実行して、データベース 
ファイルの日次増分バックアップを実行します。

注：Networkerを使用してデータをバックアップする手順の詳細については「Administration 
Guide for Networker」を参照してください。

データをバックアップした後、Archiverにインストールされているバックアップ データをリストアするに

は、次のタスクを実行する必要があります。

アクション 説明

1. Archiverからアクセス可能な場所にデータをリストアしま

す。                      

「コレクションの作成」を参照してく

ださい。

2. Archiverを使用する場所にコレクションを作成します。

                    

「Workbench構成ガイド」の「コレ

クションの管理」トピックを参照し

てください。

3. Reporting Engineのデータ ソースとしてArchiverサービス

を追加し、Archiverサービス上にリストアされるデータのレ

ポートを生成します。                      

「Reporting EngineへのArchiver

データ ソースの追加

Archiverサービスの追加

NetWitness SuiteArchiverサービスを使用すると、Archiverのオフライン( Cold) ストレージからリス

トアされたデータでコレクションを作成することができます。この手順は、Archiverサービスがインス

トールされていない場合にのみ必要です。
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前提条件

Archiverホストを追加し、ライセンスを適用したことを確認します。

手順

注：この手順は、Archiverサービスがインストールされていない場合にのみ必要です。

次のステップを実行してArchiverサービスを追加します。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. ［サービス］パネルで、 ＞［Archiver］を選択します。  

次のように、［サービスの追加］ダイアログが表示されます。
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 3. 次の詳細情報を入力します。

フィー

ルド
説明

ホス

ト

ドロップダウン メニューから、Archiverホストを選択します。

名前 サービスの名前を入力します。

ポー

ト

デフォルトのポートは50007です。

SSL NetWitness Suiteとサービスの通信にSSLを使用する場合は、［SSL］を選択しま

す。暗号化とSSL証明書による認証によってデータ転送のセキュリティが実装され

ます。

注：SSLを選択する場合は、［システム構成］パネルでSSLが有効化されている

ことを確認します。

ユー

ザー

名

( オプション) サービスに対するユーザ名を入力します。

パス

ワー

ド

( オプション) サービスに対するパスワードを入力します。

 4. NetWitness Suiteからサービスへの接続を確認するには、［接続のテスト］をクリックします。

 5. 結果が成功であれば、［保存］をクリックします。

追加されたサービスが［サービス］パネルに表示されます。

注：テストが失敗した場合は、サービスの情報を編集し、再試行します。

コレクションの作成

このトピックでは、Archiverサービスでのコレクションの作成方法について説明します。
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バックアップ データまたは既存のデータ サブセットからリストアしたデータを使用してコレクションを

作成できます。バックアップされたデータをリストアする場合は、Archiverサービスに作成したコレ

クション フォルダにデータを配置して、リストアしたデータからレポートを生成できるようにする必

要があります。たとえば、<location>のEMC Networkerを使用してデータをバックアップしてある

場合は、Networkerのリストア オプションを使用して、Archiverサービスに作成したコレクション 
フォルダにバックアップ済みデータをリストアできます。EMC Networkerを使用したリストアの手順

については、「Administration Guide for Networker」を参照してください。

前提条件

以下の条件を満たしていることを確認します。

 l ArchiverサービスがArchiverホストにインストールされていること。

 l Archiverサービスにコレクションを格納するための十分な領域があること。

 l バックアップされたデータがローカル ホスト上の既知の場所に配置されていること( バックアップ 
データからリストアしたデータを使用してコレクションを作成する場合) 。

手順

［データ保存］タブでは、管理者はバックアップや既存のデータセットからデータをリストアし、保存

できます。

注：管理者がデータベース ファイルの場所をソース パスに指定すると、リストア コマンドにより

これらのファイルがArchiverにコピーされます。管理者は、リストア コレクションを作成する前

に、これらのディレクトリをArchiverにマウントしておく必要があります。

バックアップ データまたは既存のデータ サブセットからリストアしたデータを使用してコレクションを

作成するには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［サービス］＞［Archiver］に移動します。

 2. ［サービス］グリッドで、 ＞［表示］＞［構成］を選択します。

［全般］タブが表示されます。

 3. ［データ保存］タブを選択して［コレクション］パネルの をクリックし、コレクションを追加しま

す。
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［コレクション］ダイアログが表示されます。

 4. 次の情報を入力します。

 l コレクション名: リストアするArchiverコレクションの名前です。

 l Hotストレージ：Coldストレージから移動したArchiverデータベース ファイルの数とユニット  
サイズ( ギガバイトまたはテラバイトのいずれか) を入力します。

 l 保存期間：コレクションを格納する日数または時間数を選択します。

 l 圧縮： コレクションの圧縮タイプを選択します。

 6. ［保存］をクリックすると、コレクションがリストアされます。

注：ターゲットは、コレクションが作成される場所です。

注：リストア コレクションの作成時に指定したソース パスが存在しない場合、次のエラー 
メッセージが表示されます。

「The source path does not exist '/xxx/xxx/'.」
コレクションをリストアするためのストレージが不足している場合、次のエラーが表示されま

す。

「Error during disk space checking. Insufficient disk space in location '/xxx/xxx'.」

［スケジュール ジョブ］ダイアログが、次のメッセージとともに表示されます。

「新しいコレクションにデータをリストアしています。ジョブ ページで進行状況を確認してくださ

い。」

 7. メイン メニューの右上領域にある［ジョブ］ アイコンをクリックして、リストア コレクション 

ジョブのリストを展開して現在のステータスを表示します。
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注：コレクションをリストアする際は、リストアする必要があるデータセットが大きいほど、リストア

に時間がかかります。数百ギガバイトを含むコレクションをリストアする場合、リストアに数時

間かかる場合があります。

データ ソースとしてReporting EngineにArchiverサービスを追加

このトピックでは、Archiverサービスをデータ ソースとしてReporting Engineに追加して、Archiver
にリストアされたデータのレポートを生成する方法について説明します。

前提条件

以下の条件を満たしていることを確認します。

 l ArchiverサービスがArchiverホストにインストールされていること。

 l Archiverサービスにコレクションが追加されていること。

手順

Archiverサービスをデータ ソースとしてReporting Engineに追加するには、次のステップを実行し

ます。

 1. ［管理］＞［サービス］を選択します。

 2. ［サービス］パネルで、Reporting Engineサービスを選択します。

 3. ［アクション］列で、［表示］＞［構成］を選択します。

 4. ［ソース］タブを選択します。
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 5. をクリックし、［使用可能なサービス］を選択します。

［使用可能なサービス］ダイアログが表示されます。

 6. Archiverサービスを選択し、［OK］をクリックします。

Archiverサービスで信頼モデルが使用されている場合は、選択したサービスの［サービス情

報］ダイアログが表示され、ユーザ名とパスワードを入力するフィールドが必須フィールドとし

て示されます。信頼モデルが使用されていない場合、このフィールドはオプションです。

 7. サービスに対する管理者ユーザ名とパスワードを入力します。
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 8. ［OK］をクリックします。

［サービスの追加］ダイアログが表示されます。

 9. ドロップダウン リストからホストを選択し、［保存］をクリックします。

Archiverサービスがデータ ソースとしてReporting Engineに追加され、NWDBデータ ソースの

リストに表示されます。

注：この手順は、コレクションごとに実行する必要があります。

管理者はWorkbenchコレクションを作成および削除でき、Workbenchの統計情報とログを表示

できます。このトピックでは、レポート作成と調査のためにコレクションをリストアするための手順と

その例をすべて示します。

 l Archiverディレクトリのマウント

 l コレクションの作成

 l コレクションの削除

 l コレクションの調査

 l Workbenchコレクション統計情報の表示

 l Workbenchログの表示

Archiverディレクトリのマウント

オフライン ストレージまたはCold階層のストレージにデータがある場合は、レポート作成と調査

用にデータをリストアするため、Archiverディレクトリをマウントする必要があります。
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 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. ［サービス］グリッドから［Archiver］を選択し、 ＞［表示］＞［エクスプローラ］を選択し

ます。

Archiverの［エクスプローラ］ビューが表示されます

 3. 左側のツリーにあるdatabaseノードを右クリックして、プロパティを選択すると、右側のパネル

にdatabaseのプロパティが表示されます。

 4. 例として、2015年4月1日から2015年4月10日までの時間範囲でmanifestコマンドを実行し

ます。  
検索結果として、選択したクエリに対してリストアする必要のあるすべてのファイルが返され

ます。

コレクションの作成

管理者は、バックアップや既存のデータのセットから、リストアされたデータのコレクションを作成で

きます。

注：データベース ファイルの場所をソース パスに指定すると、リストア コマンドによりこれらのファ

イルがArchiverにコピーされます。リストア コレクションを作成する前に、これらのディレクトリを

Archiver( Workbenchがインストールされている) にマウントしておく必要があります。

バックアップ データまたは既存のデータ サブセットからリストアしたデータを使用してコレクションを

作成するには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. ［サービス］ビューでWorkbench、   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、［全般］タブが開きます。

 3. ［コレクション］タブをクリックします。

［コレクション］グリッドが表示されます。

 4. ツールバーの をクリックします。

［リストア コレクション］ダイアログが表示されます。
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 5. 次の情報を入力します。

 l 名前： リストアするWorkbenchコレクションの名前です。

 l ソース： Archiverデータベース ファイルをColdストレージから移動した場所です。

注：ターゲットは、コレクションが作成される場所です。

 6. ［保存］をクリックすると、コレクションがリストアされます。

注：リストア コレクションの作成時に指定したソース パスが存在しない場合、次のエラー 
メッセージが表示されます。

The source path does not exist '/xxx/xxx/'.

コレクションをリストアするためのストレージが不足している場合、次のエラーが表示されま

す。
Error during disk space checking. Insufficient disk space in 

location '/xxx/xxx'.

［スケジュール ジョブ］ダイアログが次のメッセージとともに表示されます。
Restoring data into a new collection. Check the jobs page for 

progress。

 7. NetWitness Suiteツールバーにある［ジョブ］アイコン をクリックして、リストア コレクション 
ジョブのリストを展開して現在のステータスを表示します。

注：550 GBより大きいコレクションをリストアすると、処理に数時間を要することがあります。
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コレクションの削除

管理者はWorkbenchサービスからコレクションを削除できます。

コレクションを削除するには、次のステップを実行します。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. ［サービス］ビューからWorkbenchを選択し、 ＞  ［表示］＞［構成］をクリックします。

［サービス］の［構成］ビューが開き、［全般］タブが表示されます。

 3. ［コレクション］タブを選択します。

［コレクション］グリッドが表示されます。

 4. ［コレクション］グリッドで、削除するコレクションを選択します。

 5. ツールバーの をクリックします。

警告ダイアログで、確認が要求されます。

 6. コレクションを削除する場合は、［はい］をクリックします。

Workbenchサービスからコレクションが削除されます。

手順例：レポート作成と調査のためにコレクションをリストアする方法

次のステップでは、レポート作成と調査のために、オフライン ストレージまたはコールド階層のス

トレージに存在するデータをリストアする方法について説明します。次の例では、2015年4月1
日から2015年4月10日までの範囲のデータをリストアします。

レポート作成と調査のためにデータをリストアするには、次の手順を実行します。
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 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. ［サービス］グリッドから［Archiver］を選択します。

 3. ＞［表示］＞［エクスプローラ］を選択し、Archiverアプライアンスの［エクスプローラ］

ビューに移動します。

Archiverの［エクスプローラ］ビューが表示されます

 4. 左側のツリーにあるdatabaseノードを右クリックして、プロパティを選択すると、右側のパネル

にdatabaseのプロパティが表示されます。

 5. 2015年4月1日から2015年4月10日までの時間範囲を指定して、manifestコマンドを実行し

ます。

検索結果として、選択したクエリに対してリストアする必要のあるすべてのファイルが返され

ます。

検索の例：

time1="2015-04-01 00:00:00" time2="2015-04-10 00:00:00" 
timeFormat=simple

 6. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 7. ［サービス］ビューで、Archiverを選択し、  ＞［表示］＞［構成］をクリックします。

［サービス］の［構成］ビューが表示され、［全般］タブが開きます。

 8. ［コレクション］タブを選択します。
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 9. manifestコマンドの出力にリストされているファイルをソース パスとして指定し、リストア コレク

ションを作成します。

 10. コレクションを保存します。

コレクションを正常に作成した後に、そのコレクションをレポート作成と調査のために使用で

きます。

コレクションの調査

Archiverコレクションの調査を行うには、次の手順を実行します。

 1. ［Investigate］を選択します。

［Investigate］ダイアログが表示されます。

 2. ［Investigate］ダイアログの［コレクション］タブをクリックします。

 3. 左側のパネルでArchiverサービスを選択します。

 4. 右側のパネルで調査するコレクションを選択します。

 5. ［ナビゲート］をクリックします。

［ナビゲート］ビューが表示され、選択したArchiverコレクションに関するデータが表示されます。

注：Investigationの使用方法については、「InvestigationおよびMalware Analysis」を参照して

ください。

Archiverコレクション統計情報の表示

他のサービスで提供される統計と同じ統計がArchiverサービスにも提供されます。［サービス］の

［統計］ビューには、選択したArchiverサービスに関連する収集状況およびシステム情報が表

示されます。情報は、［統計］ビュー内の ［Archiver］、［ゲージ］、［タイムライン チャート］、［統

計チャート  トレイ］の各セクションに表示されます。［統計チャート  トレイ］には、Archiverで利用

可能なすべての統計情報が一覧表示されます。  ［統計チャート  トレイ］内の統計情報は、

ゲージまたはタイムライン チャートで表示できます。

Archiver統計情報を表示するには、次のステップを実行します。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. ［サービス］ビューで、Archiverを選択し、  ＞［表示］＞［統計］をクリックします。

  ［サービス］の［統計］ビューが表示されます。
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注：Archiver統計情報の詳細については、「ホストおよびサービス スタート  ガイド」を参照して

ください。

Archiverログの表示

Archiverサービスのログを表示するには、次のステップを実行します。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. ［サービス］ビューで、Archiverを選択し、  ＞［表示］＞［ログ］をクリックします。

［サービス］の［ログ］グリッドが表示されます。

注：監査ログの閲覧と構成の詳細については、「システム構成ガイド」のトピック「グローバル

監査ログの構成」を参照してください。

BrokerへのArchiverサービス データ ソースの追加

コレクションが複数あり、アーカイブ済みデータに関するレポートが必要な場合は、Archiverサー

ビスをデータ ソースとしてBrokerに追加すると便利です。このような環境でレポートを生成する

には、複数のコレクションをダウンストリーム サービスとしてBrokerに追加してから、レポートを生

成します。
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前提条件

以下の条件を満たしていることを確認します。

 l ArchiverサービスがArchiverホストにインストールされていること。

 l Archiverサービスにコレクションが追加されていること。

手順

BrokerにArchiverサービスをデータ ソースとして追加するには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［サービス］を選択します。

 2. ［サービス］パネルでBrokerサービスを選択します。

 3. ［アクション］列で、 ＞［表示］＞［構成］を選択します。

［構成］ビューが表示され、［全般］タブが開きます。

 4. ［サービスの集計］セクションで をクリックします。

［使用可能なサービス］ダイアログが表示されます。
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 6. Brokerサービスを選択し、［OK］をクリックします。

 7. Archiverサービスで信頼モデルを使用している場合、選択したサービスに対する［サービス

情報］ダイアログが表示されます。

 8. サービスに対する管理者ユーザ名とパスワードを入力します。

 9. ［OK］をクリックします。

［コレクションの追加］ダイアログが表示されます。

 10. ドロップダウン リストでコレクションを選択し、［OK］をクリックします。

これで、Archiverサービスがデータ ソースとしてBrokerに追加されました。

注：この手順は、コレクションごとに実行する必要があります。
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ハッシュ情報の取得

Archiverには、hashInfoコマンドが用意されています。このコマンドを使用すると、セッション デー

タベース、メタ データベース、パケット  データベースから、指定したセッション リストまたは日付範

囲の条件に合致するデータベース ファイルのハッシュ情報を取得できます。ハッシュ情報は、文

字列パラメータのリストとして表示され、各文字列パラメータにデータベース ファイルごとのハッ

シュ情報が含まれます。データベース ファイルのハッシュ情報は、Archiverサービスの［エクスプ

ローラ］ビューまたはArchiverサービスのRESTインタフェースを使用して取得できます。取得され

たハッシュ情報は、元の場所とエクスポートされた場所にあるデータベース ファイルを比較して

データの整合性を確認するために使用されます。

次の表に、データベースからハッシュ ファイルを取得するために指定できる基準を示します。

基準 説明

sessions データベース ファイルのハッシュ情報を取得するには、既存のセッションまたはセッ

ション データベースから取得するセッションを指定して、ハッシュ情報を取得する

ために必要なメタ データベース ファイルおよびパケット  データベース ファイルを特

定するためのメタIDおよびパケット IDを特定します。

次に例を示します。

sessions=100 - セッションIDが100の構成コンポーネント ( セッション、メタ、コンテン

ツ) を含むすべてのデータベース ファイルのハッシュ情報を取得します。

sessions=100,500000 - セッションIDが100から500000の構成コンポーネント ( セッショ

ン、メタ、コンテンツ) を含むすべてのデータベース ファイルのハッシュ情報を取得し

ます。

beginDate データベース ファイルのフィルタとして、開始日を指定できます。これにより、指定

した日付以降に作成されたファイルのハッシュ情報が取得されます。開始日は、

YYYY-MM-DD HH:MM:SS形式で指定する必要があります。

endDate データベース ファイルのフィルタとして、終了日を指定できます。これにより、指定

した日付以前に作成されたファイルのハッシュ情報が取得されます。終了日は、

YYYY-MM-DD HH:MM:SS形式で指定する必要があります。

次に例を示します。

beginDate：“2014-Mar-25 05:52:00” endDate=”2014-Mar-27 05:52:00” - 2014年3
月25日～2014年3月27日の指定した時間範囲内に作成されたすべてのデータ

ベース ファイルのハッシュ情報を取得します。
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基準 説明

ディレクト

リ

デフォルトでは、ハッシュ情報ファイルは、対応するデータベース ファイルと同じ場

所に保存されます。

hash.dir構成パラメータに複数の場所を定義すると、ハッシュ情報ファイルを複数

の場所に格納できます。

この場所をフィルタとして定義して、構成した場所にあるハッシュ情報ファイルを

取得できます。

次に例を示します。

directories="/home/hash" - /home/hashにあるデータベース ファイルのハッシュ情報

を取得します。

手順

データベース ファイルのハッシュ情報を取得するには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［サービス］を選択します。

 2. Archiverサービスを選択します。

 3. ［アクション］列で、［表示］＞［エクスプローラ］をクリックします。

Archiverサービスの［エクスプローラ］ビューが表示されます。

 4. ノード  ツリーで、［archiver］を右クリックし、［プロパティ］を選択します。

［プロパティ］ダイアログが表示されます。
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 5. ドロップダウン メニューで、［hashInfo］を選択します。

 6. ［パラメータ］フィールドに、データベースからハッシュ情報を取得するために使用する基準を

入力します。

 7. ［送信］をクリックします。

コマンドの出力が、［応答出力］テキストボックスに表示されます。ハッシュ情報は、出力の

hexHashパラメータに表示されます。このハッシュ情報を使用して、手動でデータの整合性

を検証できます。

例

存在するセッションのデータベース ファイルのハッシュ情報を取得します。

基準：sessions=100

出力
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hexHashパラメータに、取得したハッシュ情報が表示されます。このハッシュ情報を使用して、

セッションID 100のデータの整合性を手動で検証できます。

存在するセッション範囲内のデータベース ファイルのハッシュ情報を取得します。

基準：sessions=100,500000

出力
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hexHashパラメータに取得したハッシュ情報が表示されます。このハッシュ情報を使用して、

100～500000の範囲のセッションのデータの整合性を手動で検証できます。

指定した日付範囲内で作成されたデータベース ファイルのハッシュ情報を取得します。

基準：beginDate="2017-Mar-25 05:52:15" endDate="2017-Mar-27 05:52:15"

出力
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hexHashパラメータに取得したハッシュ情報が表示されます。このハッシュ情報を使用して、指

定した日付範囲のセッションのデータの整合性を手動で検証できます。
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参考情報

このトピックでは、NetWitness SuiteのArchiverのユーザ インターフェイスについての参考情報を

まとめて紹介しています。

トピック

 l ［Archiverコレクション］ダイアログ

 l Archiverサービスの構成

 l ［データ保存］タブ：Archiver

 l ［Archiverサービス］の［構成］ビュー：［全般］タブ

 l ［サービス］の［構成］ビュー：Archiver
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［Archiverコレクション］ダイアログ

Archiverの［管理］＞［サービス］＞［構成］ビュー＞［データ保存］タブでは、管理者がログ保存

とストレージの基準を定義することができます。［コレクション］セクションからアクセスできる［コレク

ション］ダイアログで、ログのタイプごとに個別のストレージ コレクションを定義できます。たとえば、

コンプライアンス用のコレクションを作成したり、重要なログだけを選択して保存するコレクション

を作成できます。

ワークフロー

このワークフローは、Archiverのエンド  ツー エンドのインストールおよび構成のプロセスを示してい

ます。

実行したいことは何ですか?

ロール 実行したいこと 方法を確認する...

管理者  Archiverコレクションの構成 Archiverのストレージとログ保存

の構成

関連トピック
Archiverのストレージとログ保存の構成

簡単な説明

［コレクション］ダイアログにアクセスするには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. Archiverサービスを選択し、＞ ［表示］＞［構成］を選択します。

 3. 選択したサービスの［サービス］の［構成］ビューで、［データ保存］タブをクリックします。

 4. ［コレクション］セクションで、 をクリックします。

［コレクション］ダイアログが表示されます。
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注：コレクションのストレージ割り当てを減らしたり保存期間を短くしたりすると、移動( ロール

オーバー) するデータの量によっては、データを移動して領域を使用できるようになるまでに数

分から数時間かかることがあります。デフォルトでは、サイズ ロールオーバーは20分ごと、タイム 
ロールオーバーは6時間ごとに行われます。

次の表に、［コレクション］ダイアログのフィールドを示します。

フィールド 説明

コレクション名 コレクションの名前を指定します( 例：Compliance、
MediumValue、LowValue) 。

Hotストレージ このコレクション用のHotストレージの最大サイズまた

は割合を指定します。このフィールドの横に、Hotス
トレージに使用できる空きスペースとHotストレージの

合計容量が表示されます。ログのサイズがHotスト

レージの最大サイズに達すると、ログが削除される

か、使用可能な次のストレージ階層( Warmまたは

Cold) にロールオーバーされます。

Warmストレージ ( オプション) このコレクション用のWarmストレージの

最大サイズまたは割合を指定します。このフィール

ドの横に、Warmストレージに使用できる空きスペー

スとWarmストレージの合計容量が表示されます。

ログのサイズがWarmストレージの最大サイズに達す

ると、ログが削除されるか、使用可能なColdスト

レージにロールオーバーされます。
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フィールド 説明

Coldストレージ ( オプション) このコレクションでColdストレージを使用

するかどうかを指定します。コレクションにColdスト

レージを使用する場合、指定されたサイズと保存

制限外のログがColdストレージにロールオーバーしま

す。Coldストレージを使用しない場合、指定された

サイズと保存制限外のログは削除されます。

保存 ( オプション) ログを保存する日数を指定します。こ

の日数を超えたログは削除されるかColdストレージ

にロールオーバーされます。HotストレージとWarmス

トレージについては、コレクションのサイズと保存期

間のどちらの条件を先に満たしたかに基づいて、そ

れらの設定を相互にオーバーライドできます。

圧縮 コレクション内のメタとRAW ログに使用する圧縮の

タイプを指定します。スペースを節約するために、

GZIPまたはLZMAを使用してメタとRAW ログを圧

縮できます。GZIPの圧縮と解凍は非常に高速で

すが、LZMAほどには圧縮されません。LZMAは圧

縮率が優れていますが、解凍速度が遅くなります

( GZIPの約3倍の時間がかかります) 。圧縮率は

データに大きく依存します。デフォルトの圧縮方法

はGZIPです。

ハッシュ

 

ハッシュを有効にするか無効にするかを指定しま

す。有効にした場合、保存するファイルのデータ整

合性を検証するためにハッシュ アルゴリズムが使用

されます。
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［Archiverサービス］の［構成］ビュー：［全般］タブ

Archiverの［サービス］の［構成］ビューにある［全般］タブは、基本的なサービスの構成、サービ

ス集計の構成、Archiverと集計対象のサービスの間の集計プロセスの構成を管理するために

役立ちます。

［全般］タブにアクセスするには、管理＞［サービス］に移動し、Archiverサービスを選択してか

ら、［表示］＞［構成］を選択します。

ワークフロー

このワークフローは、Archiverのエンド  ツー エンドのインストールおよび構成のプロセスを示してい

ます。

サービス集計( 集計の対象となるデータが格納されるサービス) の構成では、以下の操作を実

行できます。

 l 集計の対象となるサービスとして、Archiverを追加、編集、削除

 l 集計の対象となるサービスのオンラインとオフラインの切り替え

 l サービス集計の統計の監視

 l 集計の開始と停止

集計プロセスの構成には以下の設定があります。

 l 集計の自動開始

 l 一度に集計するセッション数や集計の実行間隔といった、スケジュールおよびパフォーマンス

に関するパラメータ

 l 応答のない集計対象サービスに対して集計の再開や再接続、オフライン化を試行するタイ

ミング

実行したいことは何ですか?

ロール 実行したいこと 方法を確認する...

管理者 集計の開始と停止

集計サービスの追加、編集、削

除、切り替え

［サービスの集計］セクション
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ロール 実行したいこと 方法を確認する...

管理者 システム構成の管理 ［システム構成］セクション

関連トピック
Archiverのモニタリングの構成

簡単な説明

これは、［全般］タブの例です。

これらは、Archiverのための［全般］タブの3つの主要なセクションです。

 l サービスの集計

 l システム構成

 l 集計の構成

［サービスの集計］セクション

［サービスの集計］セクションは、集計の開始と停止、および集計の対象となるサービスの追

加、編集、削除、オン/オフを行う方法を提供します。これは、Concentratorの［サービスの集

計］セクションの例です。  

［サービスの集計］セクションのツールバーはこれらのオプションを提供します。
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オプション 説明

ダイアログが開き、Concentrator、Decoder、Log 
Decoderを集計対象のサービスとして追加できま

す。  

選択したサービスを、集計対象から削除します。

［メタ フィールド］と［フィルタ］の値を編集するための

ダイアログを開きます。

集計が停止しているか開始されていない場合、リス

トにあるオンライン状態のサービスで、サービスで定

義したルールに従ってデータの集計を開始します。

BrokerまたはConcentratorで集計を実行中の場

合、集計を停止します。すべてのサービスの集計を

停止して、インデックスをフラッシュするため、完了ま

でに数分かかる場合があります。各種の管理タスク

を実行するには、サービスの集計を停止する必要

があります。

サービスの状態をオフラインからオンライン( またはそ

の逆) に切り換えます。オンライン状態のサービスか

らのみデータを集計できます。

［サービスの集計］セクションのリストには次の列があります。

列 説明

アド

レス

サービスのアドレスをリストします。

ポー

ト

サービスがリッスンするポートをリストします。デフォルトのポートは次のとおりです。

 l 50001( Log Collector用)

 l 50002( Log Decoder用)

 l 50003( Broker用)

 l 50004( Decoder用)

 l 50005( Concentrator用)

 l その他のサービスでは50007が使用されます
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列 説明

レー

ト

データベースに毎秒書き込まれるメタデータ オブジェクトの数をリストします。値は、短

時間( 10秒) の移動平均です。収集が停止した後、レートは0にリセットされます。

最大

収集の開始後、データベースに毎秒書き込まれたメタデータ オブジェクトの最大数を

リストします。値は、短時間( 10秒) の移動平均です。収集の停止後、［最大］列に

は収集時の最大数が引き続き表示されます。

未処

理

集計が必要なサービス上のセッション数をリストします。  

コレ

クショ

ン

Brokerでのみ、Archiver Workbenchサービスを［サービスの集計］セクションに追加した

ときに選択したコレクションを示します。

メタ 

フィー

ルド

Concentratorでのみ、集計対象のサービスが提供するメタデータのタイプをリストしま

す。

フィル

タ

Concentratorでのみ、集計対象のサービスが提供するメタデータに適用されるフィルタ

をリストします。  

メタ

を含

む

Concentratorでのみ、集計対象のサービスが提供するメタデータのタイプの数をリストし

ます。

グ

ルー

プ化

グループ集計を行っているかどうかを示します。

ス

テー

タス

サービスの現在のステータスをリストします。

 l online(オンライン) = BrokerまたはConcentratorでデータが利用可能

 l offline(オフライン) = BrokerまたはConcentratorでデータが利用可能ではない

 l consuming(集計中) = BrokerまたはConcentratorでデータを集計中
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［システム構成］セクション

［システム構成］セクションでは、サービスの構成を管理します。サービスが最初に追加されたと

きには、デフォルト値が設定されています。これらの値を編集して、パフォーマンスを調整できま

す。

［システム構成］セクションには、以下のパラメータがあります。

パラメー

タ
説明

圧縮

転送時にデータの圧縮が行われる最小バイト数。0に設定すると、圧縮が無効

になります。デフォルト値は0です。

値を変更すると、それ以降のすべての接続に即座に反映されます。

ポート

サービスがリッスンするポート。デフォルトのポートは次のとおりです。

 l 50001( Log Collector用)

 l 50002( Log Decoder用)

 l 50003( Broker用)

 l 50004( Decoder用)

 l 50005( Concentrator用)

 l その他のサービスでは50007が使用されます

SSL 

FIPS

モード

SSL設定を有効にすると、暗号化とSSL証明書による認証によってデータ転送の

セキュリティが実装されます。デフォルト値はoffです。
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パラメー

タ
説明

SSLポー

ト

SSLポートを示します。

統計情

報の更

新間隔

システムで統計情報を更新する間隔( ミリ秒) 。数字を低く設定すると更新がより

頻繁になりますが、他のプロセスのパフォーマンスが低下する可能性があります。

デフォルト値は1000です。

値の変更は即座に反映されます。

スレッド

着信リクエストを処理するスレッド  プール内のスレッド数。0に設定すると、システム

が値を設定します。デフォルト値は15です。変更はサービスの再起動後に有効に

なります。

［Aggregation Settings］セクション

［Aggregation Settings］セクションは、集計プロセスのさまざまな動作を制御する構成設定を提

供します。［適用］をクリックすると、変更が保存されます。ただし、すべての設定がすぐに有効

になるわけではありません。［集計の設定］および［サービスのハートビート］の各セクションで詳

細項目を設定します。

注意：カスタマー サポートからの指示なしにこれらの設定を編集しないでください。
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Archiverサービスの構成

このトピックでは、RSA NetWitness Suite Archiverで利用可能な構成設定を一覧して説明し

ます。

ワークフロー

このワークフローは、Archiverのエンド  ツー エンドのインストールおよび構成のプロセスを示してい

ます。

実行したいことは何ですか?

ロール 実行したいこと 方法を確認する...

管理者 Archiver設定を構成します。 /archiver/config 

 

管理者 データベース設定を構成します。 /database/config 

管理者 インデックス設定を構成します。 /index/config

管理者 ログ設定を構成します。 /logs/config 

管理者 REST設定を構成します。 /rest/config 

管理者 SDK設定を構成します。 /sdk/config 

管理者 サービス設定を構成します。 /services/<サービス名

>/config

管理者  システム設定を構成します。 /sys/config 

関連トピック

 l データベース設定の構成の詳細については、「RSA NetWitnessコア データベース チューニング 
ガイド」の「データベース構成ノード」のトピックを参照してください。

 l インデックス設定の構成の詳細については、「RSA NetWitnessコア データベース チューニング 
ガイド」の「インデックス構成ノード」のトピックを参照してください。
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 l SDK設定の構成の詳細については、「RSA NetWitnessコア データベース チューニング ガイ

ド」の「SDK構成ノード」のトピックを参照してください。
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［データ保存］タブ：Archiver
Archiverの［管理］＞［サービス］＞［構成］ビュー＞［データ保存］タブから、管理者がログ保存

とストレージの基準を定義することができます。

ワークフロー

このワークフローは、Archiverのエンド  ツー エンドのインストールおよび構成のプロセスを示してい

ます。［データ保存］タブでは、Hot/Warm/Coldストレージを構成し、複数のストレージ コレクショ

ンを構成して、データを保存することができます。

実行したいことは何ですか?

ロール 実行したいこと 方法を確認する...

管理者  Hotストレージ合計の構成 Hot/Warm/Coldストレージの構

成

管理者 Warmストレージ合計の構成( オ
プション)  

Hot/Warm/Coldストレージの構

成

管理者 Coldストレージ合計の構成( オプ

ション)
 Hot/Warm/Coldストレージの構

成

管理者 コレクションの構成 ログ ストレージ コレクションの構

成

管理者 保存ルールの構成 保存ルールの定義

関連トピック

 l Hot/Warm/Coldストレージの構成

 l Archiverのストレージとログ保存の構成

 l 保存ルールの定義

簡単な説明
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管理者は、Hot/Warm/Coldストレージを構成できるほか、ログを保存する場所や基準が異なる

複数のストレージ コレクションを構成できます。たとえば、政府規制のコンプライアンス要件を満

たすため、特定の期間ログを格納するコレクションを作成することができます。また、重要度が

低いログを格納するため、Hotストレージに保存期間を短く設定したコレクションを作成すること

もできます。このようなコレクションの柔軟性により、全体的なストレージ要件を大幅に削減で

きます。

1 ［データ保存］タブが開いた状態で、［コレクション］パネルを開きます。

2 コレクションを昇順または降順にソートできます。

3 コレクションに割り当て済みのHotストレージ領域と、現在の使用量の概算を表示しま

す。

4 コレクションに割り当て済みのWarmストレージ領域と、現在の使用量の概算を表示し

ます。

5 コレクションが長期バックアップ用のColdストレージを使用するかどうかを表示します。

6 データをColdストレージに移動するか、または破棄するまでの期間を表示します。

7 過去1時間にコレクションに書き込まれたデータ量を表示します。

8 コレクションに格納された最も古いデータの日付を表示します。
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9 コレクションに格納された最も古いデータの経過時間の概算を表示します。

10 コレクションの保存時に使用する圧縮のタイプを表示します。

11 コレクションへのデータ格納時にハッシュを使用するかどうかを表示します。

12 このコレクションに格納されたデータに適用する保存ルールの数を表示します。

13 ［アクション］ドロップダウン メニューを表示します。

14 ［保存ルール］パネルを表示します。

15 実行チェーン内で保存ルールを評価する順序を表示します。

16 保存ルールの名前を表示します。

17 この条件を満たすデータは対応するコレクションに保存されます。

18 この特定のルールの条件を満たすデータを保存するコレクションを表示します。

Hot/Warm/Coldストレージ合計

［Hotストレージ合計］セクションには、利用可能なHotストレージの合計容量と、Hotストレージ 
マウント  ポイントの数が表示されます。［Warmストレージ合計］セクションには、利用可能なHot
ストレージの合計容量と、Warmストレージ マウント  ポイントの数が表示されます。［Coldスト

レージ合計］セクションには、Coldストレージの合計容量と、Coldストレージの残りの空き領域が

表示されます。

［Hot/Warm/Coldストレージ マウント  ポイント］ダイアログ

［Hot/Warm/Coldストレージ マウント  ポイント］ダイアログでは、ストレージのマウント  ポイントを指

定できます。このストレージの一部をコレクションのログ保存場所として使用するよう指定できま

す。

［Hot/Warm/Coldストレージ マウント  ポイント］ダイアログにアクセスするには、対応するセクション

にある アイコンをクリックします。
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［サービス］の［構成］ビュー：Archiver

［サービス］の［構成］ビュー( 管理＞［サービス］＞Archiverを選択して を選択＞［表

示］＞［構成］) では、基本的なサービス構成の管理、集計サービスの構成、ログ保存とスト

レージの構成、サービス構成ファイルの編集、Applianceサービスの構成をArchiver向けに行うこ

とができます。

ワークフロー

このワークフローは、Archiverのエンド  ツー エンドのインストールおよび構成のプロセスを示してい

ます。

実行したいことは何ですか?

ロール 実行したいこと 方法を確認する...

管理者 *集計対象のサービスとして、Log 
Decoderを追加します。

［サービスの集計］セクション

で、 をクリックします。

 

管理者 *選択したサービスを、集計対象

から削除します。

［サービスの集計］セクション

で、 をクリックします。

管理者 *集計対象のサービスのメタ フィー

ルドとフィルタの値を編集します。

［サービスの集計］セクション

で、 をクリックします。

Archiverがこのサービスから

集計するメタデータのタイプを

指定できます。さらに、

Archiverがこのサービスから

集計するデータをフィルタする

ルールも指定できます。
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ロール 実行したいこと 方法を確認する...

管理者 *Archiverと通信します。 ［サービスの集計］セクション

で、 をクリック

します。Archiverと通信でき

るように、選択した集計対

象サービスの管理者の認証

情報を入力できるようになり

ます。

管理者  *サービスの状態をオフラインから

オンライン( またはその逆) に切り

換えます。

［サービスの集計］セクション

で、 をクリッ

クします。

管理者 *サービスに対して定義されたルー

ルを使用してデータを集計しま

す。

［サービスの集計］セクション

で、 を

クリックします。

集計の停止後、サービスの

集計を開始する必要があり

ます。

管理者 *Archiverでの集計を停止しま

す。

［サービスの集計］セクション

で、 をク

リックします。すべてのサービ

スの集計を停止して、イン

デックスをフラッシュするため、

完了までに数分かかる場合

があります。各種の管理タス

クを実行するには、サービス

の集計を停止する必要があ

ります。

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l ArchiverへのLog Decoderデータ ソースの追加

 l Archiverのモニタリングの構成

 l ログ ストレージ コレクションの構成

簡単な説明

［サービス］の［構成］ビューには、4つのタブと3つのパネルがあります。
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1 ［全般］タブでは基本的なArchiverサービス構成を管理できます。

2 ［データ保存］タブではコレクションと保存ルールを表示および編集できます。

3 ［ファイル］タブではテキスト  ファイルとしてArchiverのサービス構成ファイルを編集すること

ができます

4 ［Applianceサービス構成］タブではArchiverサービスを構成できます。

5 ［サービスの集計］パネルは、集計の開始と停止、および集計の対象となるサービスの追

加、編集、削除、オン/オフを行う方法を提供します。

6 ［Aggregation Settings］パネルは、集計プロセスのさまざまな動作を制御する構成設定

を提供します。

7 ［システム構成］パネルは、Archiverサービスのサービス構成を管理する方法を提供しま

す。

全般

［全般］タブは、次のセクションで構成されています。

87 参考情報



Archiver構成ガイド

 l サービスの集計

 l システム構成

 l 集計の構成

サービスの集計

［サービスの集計］セクションは、集計の開始と停止、および集計の対象となるサービスの追

加、編集、削除、オン/オフを行う方法を提供します。

システム構成

Archiverサービスを追加すると、デフォルト値が有効になります。RSAでは、デフォルト値でほと

んどの環境に対応できるように設計しています。これらの値を編集するとパフォーマンスに影響

を及ぼす可能性があるため、編集しないことを推奨します。次の表に、システム構成パラメータ

の説明を示します。

タスク 説明

圧縮 メッセージが圧縮されるかどうかの分岐点となるバイト数を指定します。ゼロ

に設定した場合、メッセージは圧縮されません。
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タスク 説明

ポート サービスに使用されるポートを指定します。

注：ポート番号を変更した場合は必ず、サービスを再起動してください。

SSL FIPSモー

ド

有効にした場合、ネットワークで転送されるすべてのデータがSSLで暗号化

されます。

SSLポート SSLを使用した暗号化に使用するポートを示します。

統計情報の

更新間隔

システムで統計ノードが更新される頻度( ミリ秒単位) を指定します。

スレッド 着信リクエストを処理するスレッド  プール内のスレッド数を指定します。

集計の構成

［集計の構成］セクションは、次のセクションで構成されています。

 l Aggregation Settings

 l Service Heartbeat

Aggregation Settings 

［Aggregation Settings］セクションには次のパラメータがあります。
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パラメータ 説明

Aggregate 

Autostart

有効な場合、サービス再起動時にデータの集計が自動的に再開され

ます。

Aggregate Hours 各サービスの集計の開始時に、どれだけ前の時点から集計を実行す

るかを時間で指定します。

Aggregate Interval 集計の別のラウンドが要求されるまでの最小間隔( ミリ秒単位) を指定

します。

Aggregate Max 

Sessions

各ラウンドで集計するセッションの数を指定します。

Service Heartbeat

［Service Heartbeat］セクションには次のパラメータがあります。

パラメータ 説明

Heartbeat Error 

Restart

サービス エラーの後、サービスへの再接続を試行する前に待機する秒

数を指定します。

Heartbeat Next 

Attempt

サービスの再接続を試みる前に待機する秒数を指定します。

Heartbeat No 

Response

ハートビートに応答しないサービスをオフラインにする前に待機する秒

数を指定します。

ファイル

［サービス］の［構成］ビューにある［ファイル］タブでは、Archiverのサービス構成ファイルをテキスト  
ファイルとして編集できます。編集可能なファイルは、構成するサービスのタイプによって異なり

ます。

次のファイルはすべてのコア サービスに共通です。

 l サービス インデックス ファイル

 l NetWitnessファイル

 l Crash reporterファイル
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 l Schedulerファイル

 l フィード定義ファイル

［ファイル］タブの詳細については、「ホストおよびサービス スタート  ガイド」の「［ファイル］タブ」ト

ピックを参照してください、
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