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Reporting Engineの仕組み

Netwitness Reporting EngineはNetwitness管理サーバに導入されるサービスであり、さまざまな

データ ソースからのデータ抽出を促進し、コンプライアンスと解析のためのレポートを生成しま

す。Reporting Engineには、レポート、チャート、アラートの生成に使用されるチャート、ルール、

レポート、アラートの定義が格納されます。

Reporting Engineの構成には、データ ソース、出力や通知の定義、およびデータ抽出、レポー

ト、チャート、アラート生成のパフォーマンスを向上させるためのパラメータの構成が含まれます。

NetWitness Suiteをインストールする際に、Reporting Engineがサービスとして自動的にインストー

ルされます。これにより、レポート、チャート、アラートをRSA NetWitness Suiteで維持したり、

PDFまたはCSV形式でのレポートの表示およびダウンロードやPDF形式でのチャートのダウン

ロードに使用したり、ダッシュレットとして追加できるようになります。   

Reporting Engineがデータ ソースから取得されたデータに基づいてレポートとアラートを実行する

ために、Reporting Engineにはデータ ソースを関連づける必要があります。データ ソースには次

の3つのタイプがあります。

 l NWDBデータ ソース：NWDB( NetWitness Database) のデータ ソースは、Decoder、Log 
Decoder、Broker、Concentrator、Archiver、Collectionです。Reporting Engineでは、NWDB
データ ソースに基づくレポート、アラート、チャートの生成がサポートされます。

 l Warehouseデータ ソース：Warehouseデータ ソースは、Warehouse Connectorから情報を収集

し、レポートとアラートを生成するHorton WorksとMapRです。このデータ ソースによって生成

されるのはレポートのみです。

 l Respondデータ ソース：Respondはアラートとインシデントに関するレポートの生成に使用され

ます。このデータ ソースによって生成されるのはレポートのみです。

ワークフロー

次のワークフローは、ユーザによるレポート、チャート、アラートの生成を可能にするReporting 
Engine構成の概要を示しています。
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Reporting Engineの構成

Netwitnessサーバのインストール時に、Reporting Engineサービスが自動的に使用可能になり、

一部のパラメータに最適な結果を得るためのデフォルト値が事前入力されます。

データ ソースが導入され、NetWitness Suiteでコア サービスとして構成されていることを確認する

必要もあります。詳細については、「ホストおよびサービスの構成ガイド」のトピック「［サービスの

追加］または［サービスの編集］ダイアログ」を参照してください。

次のタスクを実行できます。

 l Liveで最新のデータ ソース コンテンツを確認し、定期的に導入します ( 詳細については、

「Liveサービス ガイド」のトピック「Liveリソースの管理」を参照してください) 。

 l ( オプション) サイズの大きなレポートに対応するためのスペースの追加。

7 Reporting Engineの構成
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データ ソースの構成  
NWDB、Warehouse、Respondなどのデータ ソースを構成する必要があります。NWDB、
Warehouse、Respondがそれぞれレポート、チャート、アラートを生成するように構成できます。必

要に応じて、Archiver、Collection、およびWorkbenchデータ ソースを構成することもできます。

NWDBデータ ソースの構成  

NWDBデータ ソースを追加するには、次の手順に従います。

 1. 管理＞［サービス］に移動します。

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

 3. ＞［表示］＞［構成］をクリックします。

Reporting Engineの［サービス］の［構成］ビューが表示されます。

 4. ［ソース］タブで、 ＞［使用可能なサービス］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。

 5. 追加するNWDBサービスを選択して［OK］をクリックします。

データ ソースの構成 8
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 6. ［Brokerのサービス情報］ダイアログで、サービスのサービス情報を入力して［OK］をクリックし

ます。この例では、Brokerサービスを追加しています。

 7. サービスが正常に追加されると、［ソース］タブに表示されます。

注：信頼モデルが有効化されたサービスは個別に追加する必要があります。選択したサービ

スに対するユーザ名とパスワードを入力するプロンプトが表示されます。

Warehouseデータ ソースの構成

Warehouseデータ ソースをReporting Engineに追加すると、必要なサービスからデータを抽出し

てMapRまたはHorton Worksに格納し、レポートとアラートを生成できるようになります。

Warehouseをデータ ソースとして構成する手順は異なります。Warehouseデータ ソースからデー

タを抽出するには、次の手順に従ってWarehouseデータ ソースを構成する必要があります。

注：Netwitness Suite 11.0リリースでは、Warehouse Analyticsはサポートされていません。

9 データ ソースの構成
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前提条件

次の点について確認してください。

 l WarehouseをReporting Engineにデータ ソースとして追加する

 l Warehouseデータ ソースをデフォルト  ソースに設定する

 l HiveサーバがすべてのWarehouseノードで実行状態になっていることを確認します。Hiveサー

バのステータスは次のコマンドを使用して確認できます。

status hive2 (MapR deployments)

 service hive-server2 status (Horton Works deployments)

 l Warehouse導入環境にデータを書き込むようにWarehouse Connectorが構成されていることを

確認します。

 l Kerberos認証がHiveServer2に対して有効になっている場合は、キータブ ファイルが

Reporting Engineホストの/var/netwitness/re-server/rsa/soc/reporting-
engine/conf/ディレクトリにコピーされていることを確認します。

注：rsasocユーザは、キータブ ファイルの読み取り権限を保持している必要があります。詳

細については、「データ ソースの権限の構成」を参照してください。

また、Reporting Engineの［サービス］の［構成］ビューで［Kerberosキータブ ファイル］パラメータ

のキータブ ファイルの場所を更新します。詳細については、「［全般］タブ」を参照してくださ

い。

MapR用のWarehouse データ ソースを追加するには、次の手順に従います。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. ［サービス］リストで、Reporting Engineサービスを選択します。

 3. ＞［表示］＞［構成］をクリックします。

 4. ［ソース］タブをクリックします。

Reporting Engineの［ソース］タブが開いた状態で、［サービス］の［構成］ビューが表示されま

す。

 5. をクリックして［新しいサービス］を選択します。

［新しいサービス］ダイアログが表示されます。

データ ソースの構成 10
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 6. ［ソース タイプ］ドロップダウン メニューで、［WAREHOUSE］を選択します。

 7. ［Warehouseソース］ドロップダウン メニューで、Warehouseデータ ソースを選択します。  

 8. ［名前］フィールドに、Warehouseデータ ソースのホスト名を入力します。

 9. ［HDFSパス］フィールドに、Warehouse Connectorがデータを書き込む場所となるHDFSの
ルート  パスを入力します。

例：

saw/が、デバイスへのNFSのマウント中に構成したHDFSのローカル マウント  ポイントで、

SAWへの書き込みのためにWarehouse Connectorサービスをインストールしている場合。詳

細については、「RSA Netwitness Warehouse( MapR) 構成ガイド」のトピック「Warehouse 
ConnectorへのWarehouseのマウント」を参照してください。

/saw内にIonsaw01という名前のディレクトリを作成し、対応するローカル マウント  パスを

/saw/Ionsaw01と指定している場合は、対応するHDFSルート  パスが/Ionsaw01になります。

/sawマウント  ポイントでは、「/」がHDFSのルート  パスになります。Warehouse Connectorは、

HDFSの/Ionsaw01にデータを書き込みます。このパスに使用可能なデータがない場合、次

のエラーが表示されます。

“No data available. Check HDFS path”

11 データ ソースの構成
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テスト接続を実行する前に、 /lonsaw01/rsasoc/v1/sessions/metaにメタ データのavroファイル

が存在することを確認してください。

 10. 高度な設定を使用するために［詳細設定］チェックボックスをオンにし、HiveServer2に接続

するための完全なJDBC URLを［データベースURL］に入力します。

例：

KerberosがHiveで有効になっている場合のJDBC URLは、次のようになります。

jdbc:hive2://<host>:<port>/<db>;principal=<Kerberos serverprincipal>                             

SSLがHiveで有効になっている場合のJDBC URLは、次のようになります。

jdbc:hive2://<host>:<port>/<db>;ssl=true;sslTrustStore=<trust_store_

path>;trustStorePassword =<trust_store_password>

HIVEサーバ クライアントの詳細については、

https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/HiveServer2+Clientsを参照してください。

 11. 高度な設定を使用していない場合は、［ホスト］と［ポート］に値を入力します。

 l ［ホスト］フィールドに、HiveServer2が実行されているホストのIPアドレスを入力します。

注：クラスタ内のすべてのノードでHiveServer2が実行されている場合にのみ、Maprの
仮想IPアドレスを使用できます。

 l ［ポート］フィールドに、Warehouseデータ ソースのHiveServer2ポートを入力します。デフォ

ルトのポート番号は10000です。

 12. ［ユーザ名］と［パスワード］フィールドに、HiveServer2へのアクセスに使用するJDBC認証情

報を入力します。

注：Active Directoryを使用して、LDAPモードの認証を使用することもできます。LDAP
認証モードを有効化する手順については、「LDAP認証の有効化」を参照してください。

 13. Warehouse Analyticsレポートを実行するには、「Reportingのデータ ソースの構成」の「ジョブの

有効化」を参照してください。

 14. Kerberos認証を有効化します。「Reportingのデータ ソースの構成」の「Kerberos認証の有効

化」を参照してください。

 15. 追加したWarehouseデータ ソースをReporting Engineのデフォルト  ソースに設定する場合

は、追加したWarehouseデータ ソースを選択して、 をクリックします。

Horton Works( HDP) 用のWarehouseデータ ソースを追加するには、次の手順に従います。

注：必ずhive-jdbc-1.2.1-with-full-dependencies.jarをダウンロードしてください。

このjarには、Reporting Engine for Hive 1.2.1 Hiveserver2に接続するHive 1.2.1のドライバ 
ファイルが含まれています。RSA Link( https://community.rsa.com/docs/DOC-67251) から入手

できます

データ ソースの構成 12
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 1. Netwitness SuiteサーバにSSHでログインします。

 2. /opt/rsa/soc/reporting-engine/plugins/フォルダで、次のjarファイルをバックアップ

します。

hive-jdbc-0.12.0-with-full-dependencies.jarまたはhive-jdbc-1.0.0-mapr-

1508-standalone.jar

 3. 次のjarを削除します。

hive-jdbc-0.12.0-with-full-dependencies.jarまたはhive-jdbc-1.0.0-mapr-

1508-standalone.jar

 4. /opt/rsa/soc/reporting-engine/pluginsフォルダで、WinSCPを使用して次のjarをコピーします。

hive-jdbc-1.2.1-with-full-dependencies.jar

 5. Reporting Engineサービスを再起動します。

 6. NetWitness Suite UIにログインします。

 7. Reporting Engineサービスを選択し、 ＞［表示］＞［エクスプローラ］を選択します。

 8. hiveConfigで、EnableSmallSplitBasedSchemaLiteralCreationパラメータをtrueに設定しま

す。

ジョブの有効化

注：Netwitness Suite 11.0リリースでは、Warehouse Analyticsはサポートされていません。

Warehouse Analyticsレポートを実行するには、この手順を実行します。

13 データ ソースの構成
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 1. ［ジョブの有効化］チェックボックスを選択します。

注：HDFSフィールドでPivotalを選択しないでください。Pivotalはこのリリースではサポートさ

れていません。

 2. 次の詳細情報を入力します。

データ ソースの構成 14
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 a. ［HDFSタイプ］ドロップダウン メニューで、HDFSのタイプを選択します。

15 データ ソースの構成
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 l Horton Works HDFSタイプを選択する場合は、次の情報を入力します。

フィール

ド
説明

HDFS
ユーザ名

Reporting EngineがHorton Worksに接続するときに使用するユーザ名を

入力します。標準的なHorton Works DCAクラスタの場合、「gpadmin」
になります。

HDFS名 HDFSにアクセスするためのURLを入力します。たとえば、

「hdfs://hdm1.gphd.local:8020」と入力します。

HBase 
Zookeep
erクォー

ラム

ZooKeeperサーバを実行しているホスト名のリストをコンマ区切りで入力

します。

HBase 
Zookeep
erポート

ZooKeeperサーバのポート番号を入力します。デフォルト  ポートは2181
です。

入力パ

スのプレ

フィックス

Warehouse Connectorの出力パス(
/sftp/rsasoc/v1/sessions/data/<year>/<month>/<da
te>/<hour>) をyearディレクトリの前まで入力します。

例：/sftp/rsasoc/v1/sessions/data/

出力パ

スのプレ

フィックス

データ サイエンス ジョブの結果が格納されるHDFS内の場所を入力しま

す。

Yarnホ
スト名

DCAクラスタ内のHadoop YARNリソース マネージャ ホスト名を入力しま

す。

たとえば、hdm3.gphd.localなどです

ジョブ履

歴サー

バ

DCAクラスタのHadoopジョブ履歴サーバのアドレスを入力します。

たとえば、hdm3.gphd.local:10020などです

データ ソースの構成 16
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フィール

ド
説明

Yarnス
テージン

グ ディレ

クトリ

DCAクラスタ内のYARNのステージング ディレクトリを入力します。

たとえば/userなどです。

Socksプ
ロキシ

SOCKSプロキシのアドレスを入力します。標準のDCAクラスタを使用し

ている場合、大半のHadoopサービスは、Reporting Engineからアクセスで

きないローカルのプライベート  ネットワークで実行されます。次に、DCA
クラスタでsocksプロキシを実行し、クラスタ外部からのアクセスを許可す

る必要があります。

たとえば、mdw.netwitness.local:1080などです。

 l MapR HDFSタイプを選択する場合は、次の情報を入力します。

フィールド 説明

MapRホ

スト名

任意のMapR WarehouseホストのパブリックIPアドレスIPアドレスを入力

できます。

MapRホ
スト  ユー

ザ

クラスタに対してmap-reduceジョブを実行するためのアクセス権を持つ、

特定のホストにおけるUNIXユーザの名前を入力します。デフォルト値

は「mapr」です。

MapRホ

スト  パス

ワード

( オプション) パスワードレス認証を構成するには、

/home/rsasoc/.ssh/id_rsa.pubから「rsasoc」ユーザーのパブリック キーを

Warehouseホストの/home/mapr/.ssh/authorized_keysにある

「authorized_keys」ファイルにコピーします( 「mapr」はリモートのUNIX
ユーザーです) 。

MapRホ

スト作業

ディレクト

リ

特定のUNIXユーザ( たとえば「mapr」) が書き込みアクセスできるパスを

入力します。

注：作業ディレクトリは、Reporting EngineがWarehouse Analytics jar
ファイルを指定されたホストにコピーし、ジョブを開始するために使用

されます。システムの一時領域がフルになるのを避けるために「/tmp」
を使用しないでください。指定された作業ディレクトリはReporting 
Engineによってリモートから管理されます。
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フィールド 説明

HDFS名 HDFSにアクセスするためのURLを入力します。たとえば、特定のクラス

タにアクセスするには、「maprfs:/mapr/<cluster-name>」と入力します。

HBase 
Zookeep
erポート

ZooKeeperサーバのポート番号を入力します。デフォルトのポートは

5181です。

入力パス

のプレ

フィックス

出力パス(
/rsasoc/v1/sessions/data/<year>/<month>/<date>/
<hour>) をyearディレクトリの前まで入力します。

例：/rsasoc/v1/sessions/data/

入力ファ

イル名

avroファイルのファイル名フィルタを入力します。たとえば、sessions-
warehouseconnectorなどです。

出力パス

のプレ

フィックス

データ サイエンス ジョブの結果が格納されるHDFS内の場所を入力し

ます。

 b. HDFSタイプに従ってMapReduceフレームワークを選択します。

注：MapR HDFSタイプの場合は、MapReduceフレームワークを従来型として選択しま

す。Horton Works HDFSタイプの場合は、MapReduceフレームワークをYarnとして選

択します。

次に、Kerberos認証を有効にします。

Kerberos認証の有効化

 1. WarehouseにKerberos対応のHiveサーバがある場合は、［Kerberos認証］チェックボックスを

選択します。
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 2. 各フィールドで、以下のように入力します。

フィールド 説明

サーバ プ
リンシパル

KerberosKDC( Key Distribution Center) サーバでの認証にHiveサーバによっ

て使用されるプリンシパルを入力します。

ユーザ プ
リンシパル

Hiveサーバへの接続の際にKDCサーバに対して認証するためにHive JDBC
クライアントが使用するプリンシパルを入力します。たとえば、

「gpadmin@EXAMPLE.COM」と入力します。

Kerberos
キータブ 
ファイル

Reporting Engineの［全般］タブで、Hiveの［構成］パネルで構成されている

Kerberosキータブ ファイルの場所を表示します。

注：Reporting Engineでは、同一のKerberos認証情報( ユーザ プリンシパル

やキータブ ファイルなど) で構成されたデータ ソースのみがサポートされま

す。
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 3. ［接続のテスト］をクリックし、入力した値で接続をテストします。

 4. ［保存］をクリックします。

追加したWarehouseデータ ソースがReporting Engineの［ソース］タブに表示されます。

 5. ＞［使用可能なサービス］をクリックします。

［使用可能なサービス］ダイアログ ボックスが表示されます。

 6. ［使用可能なサービス］ダイアログ ボックスで、データ ソースとしてReporting Engineに追加す

るサービスを選択し、［OK］をクリックします。

NetWitness Suiteにより、このReporting Engineに対するレポートおよびアラートに使用できる

データ ソースとしてこれが追加されます。
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注：このステップは、Untrustedモデルにのみ関係します。

データ ソースをデフォルト  ソースに設定

特定のデータ ソースをデフォルト  ソースに指定するには、次の手順を実行します。

 1. ［ダッシュボード］＞［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. ［サービス］リストで、Reporting Engineサービスを選択します。

 3. ＞［表示］＞［構成］を選択します。

Reporting Engineの［サービス］の［構成］ビューが表示されます。

 4. ［ソース］タブを選択します。

Reporting Engineの［ソース］タブが開いた状態で、［サービス］の［構成］ビューが表示されま

す。

 5. デフォルト  ソースに指定するソースを選択します( たとえばBroker) 。

 6. ［デフォルトの設定］チェックボックスをオンにします。

このReporting Engineに対するレポートとアラートを作成する場合、NetWitness Suiteはこの

データ ソースをデフォルトとして使用します。

( オプション) Workbenchデータ ソースの追加  
Workbenchデータ ソースのデータを使用してレポートとアラートを生成できるようになるには、次

のWorkbench構成を実行する必要があります。このトピックでは、Workbenchサービスをデータ 
ソースとしてReporting Engineに追加して、Workbench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次の手順で説明します。
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前提条件

次の点について確認してください。

 1. サービスとしてのWorkbenchがNetWitness Suite導入環境に追加されていること。詳細につ

いては、「Archiver構成ガイド」を参照してください。

 2. Workbenchサービスにコレクションが追加されている。

Reporting EngineにWorkbenchデータ ソースを追加するには、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］リストで、Reporting Engineサービスを選択します。

 3. ＞［表示］＞［構成］を選択します。

Reporting Engineの［サービス］の［構成］ビューが表示されます。

 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。

 6. Workbenchサービスを選択して［OK］をクリックします。

コレクションのリストが表示されます。
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 7. サービス情報を入力し、［OK］をクリックします。

 8. ドロップダウン リストからコレクションを選択します。

 9. データ ソースが［ソース］タブに表示されます。

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

注：信頼モデルが有効化されたサービスは個別に追加する必要があります。選択したサービ

スに対するユーザ名とパスワードを入力するプロンプトが表示されます。  

( オプション) Archiverデータ ソースの追加  
Archiverデータ ソースのデータを使用してレポートとアラートを生成できるようになるには、次の

Archiver構成を実行する必要があります。
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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。

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

 2. ネットワーク環境にLog Decoderがインストールされ、構成されていること。詳細については、

「Archiver構成ガイド」の「ArchiverへのLog Decoderデータ ソースの追加」を参照してくださ

い。

 3. サービスとしてのReporting Engineは、NetWitness Suite導入環境で利用できます。  

 4. サービスとしてのArchiverがNetWitness Suite導入環境に追加されていること。詳細につい

ては、「Archiver構成ガイド」の「Archiverサービスの追加」を参照してください。

 5. Archiverサービスにライセンスを適用していること。  

Reporting Engineに対してArchiverデータ ソースを追加するには、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］リストで、Reporting Engineサービスを選択します。

 3. ＞［表示］＞［構成］をクリックします。

Reporting Engineの［サービス］の［構成］ビューが表示されます。

 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. Archiverサービスを選択し、［OK］をクリックします。

［サービス認証］ダイアログ ボックスが表示されます。

注：信頼モデルが有効化されたサービスは個別に追加する必要があります。選択した

サービスに対するユーザ名とパスワードを入力するプロンプトが表示されます。  

 7. 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［サービスの集計］パネルに追加されます。

( オプション) Endpoint情報のレポートへの統合

Endpointデータを使用するには、次の手順に従ってレポートにEndpoint情報を追加します。

「RSA Endpoint統合ガイド」には、RSA NetWitness SuiteへのEndpointの統合に関する概要が

記載されています。

前提条件

以下の項目について確認します。

 l EndpointアラートをSyslog経由でLog Decoderに送信するように構成しておく必要があります

( 詳細については、「RSA Endpoint統合ガイド」の「Log DecoderへのSyslog経由のEndpointア
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ラートの構成」を参照してください) 。

Endpoint情報をレポートに統合するには、次の手順を実行します。

 1. Reporting Engineで、＞［表示］＞［構成］＞［ソース］に移動します。

 2. データ ソースとしてLog Decoderのデータを集計しているConcentratorを追加します。

Endpointメタが、Reporting Engineに取り込まれます。

 3. 適切なメタを選択してレポートを実行します。

( オプション) Reporting Engineへのコレクション データ ソースの追加

コレクション データ ソースのデータを使用してレポート、チャート、アラートを生成できるようになる

には、次のコレクション構成を実行する必要があります。

前提条件

以下の項目について確認します。

 l Reporting EngineホストにWorkbenchサービスがインストールされていること。

 l 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追加する場合、ローカル ホ
スト上の既知の場所にデータがバックアップされていること。

コレクション 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］リストで、Reporting Engineサービスを選択します。

 3. ＞［表示］＞［構成］をクリックします。

Reporting Engineの［サービス］の［構成］ビューが表示されます。

 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. Workbenchサービスを選択して［OK］をクリックします。

選択したサービスの［サービス認証］ダイアログが表示されます。

 

注：信頼モデルが有効化されたサービスは個別に追加する必要があります。選択した

サービスに対するユーザ名とパスワードを入力するプロンプトが表示されます。  

 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。

 8. ［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。
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 9. 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、Workbenchサービスがデータ ソースとしてReporting Engineに追加されました。
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Reporting Engineのデータ プライバシーの構成

［サービス］の［構成］ビューにある［ソース］タブを使用して、Reporting Engineのすべてのデータ 
ソースのデータ プライバシーを構成することができます。

NetWitness Suite 11.0以降でデータ プライバシー機能を使用すると、NetWitness Suite Core
サービスの機微性が高いメタへのアクセスを制限できます。そのためには、DPO( Data Privacy 
Officer) とDPO以外のユーザのデータ ソースを個別に構成し、それぞれに適切な権限を割り

当てることでデータ ソースへのアクセスを制限します。

［サービス］の［構成］ビューでは、各Coreサービスを、2つの個別のデータ ソースとして、つまり

DPOと同等の権限が付与されたサービス アカウントを持つデータ ソース、および他のユーザと同

等の権限が付与されたサービス アカウントを持つデータ ソースとして追加できます。その後、こ

うしたデータ ソースへのアクセスをロールに基づいて制限するために、ロールごとにデータ ソース

に対して読み取りアクセスまたはアクセス不可を割り当てることができます。Warehouseデータ 
ソースへのアクセスを制限する場合も、同じ操作が可能です。

詳細については、「データ ソースの権限の構成」を参照してください。

注：Data_Privacy_Officersロール( または、同等のカスタム ロール) に割り当てられたユー

ザは、レポート、チャート、アラートを作成できます。また、Reportingモジュールで、レポートま

たはアラートの出力アクションを構成することもできます。NetWitness Suiteのデータ プライバ

シー機能が有効で、1つ以上のメタ キーが「保護済み」として構成されている環境における、

これらのアクションによる影響を次に示します。

- DPOユーザがアラートを作成すると、そのアラートに関連する保護されたメタまたは機微性

の高いメタが、Respondで自動的に利用可能になります。これにより、Respondモジュールのす

べてのユーザが、自身のロールに関係なく、機微性の高いメタ値にアクセスできるようになって

しまうことがあります。これを回避する方法の1つが、ReportingからRespondへの発行を無効に

することです。

- 出力アクションがDPOユーザーによって構成されている場合、ターゲット  ユーザーまたはその

出力アクションの対象は、ターゲット  ユーザーに割り当てられているロールに関係なく、機微

性の高いメタ値または機微性の高いメタ値が含まれるレポートのいずれか、あるいはその両

方を使用できます。

DPOユーザがアラートを作成したり、レポート  モジュールでレポートまたはアラートに対して出

力アクションを構成したりすることは避けるよう強くお勧めします。このように構成する場合

は、前述の影響を慎重に検討する必要があります。

NetWitness Suite Coreサービス( Concentrator、Broker、Archiverなど) では、構成済みユーザ 
ロールに基づいてメタ データを制限する機能がサポートされています。Reporting Engineのデータ 
プライバシー機能を利用するには、コアに対して2つのサービス アカウントを個別に構成できま

す。1つは機微データが含まれない汎用的なレポート作成用のサービス アカウントで、もう1つ
は、機微データを含めたすべてのデータにアクセスできる特権ユーザー用のアカウントです。制

限されたメタ データに対する2つのサービス アカウントのアクセスは、各コア サービスのデータ プラ

イバシー計画の一環として構成されます。
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Reporting Engineでは、各コア サービスを2つの個別のサービス アカウントを使用して、2つの個

別のデータ ソース( 通常のデータソースと特権データ ソース) として追加できます。Reporting 
Engineは、特権ロールが割り当てられたユーザのみが機微データを含むデータソースにアクセス

できるよう構成できます。したがって、Reporting Engineは、次の2つの方法でNWDBデータ ソー

スに接続できます。

 l DPOのロールを持つサービス アカウントを使用する。

 l DPOのロールを持たないサービス アカウントを使用する。

注：また、同じコア サービスに対して複数のデータ ソースを追加することもできます。

同じコア サービスに対して異なるサービス アカウントを持つ2つのデータ ソースを追加すると、そ

のデータ ソースへのアクセスを管理するようにデータ ソースの権限を構成できます。詳細につい

ては、「データ ソースの権限の構成」を参照してください。

注：変換されたメタ キーを使用するようにコンテンツが変更されている場合、レポート、チャー

ト、アラートを表示すると、元のメタのハッシュ値が代わりに表示されます。

さまざまなサービス アカウントでのNWDBデータ ソースの追加

NWDBデータ ソースを追加するには、次の手順に従います。

 1. 管理＞［サービス］に移動します。

 2. ［サービス］リストで、Reporting Engineサービスを選択します。

 3. ＞［表示］＞［構成］をクリックします。

Reporting Engineの［サービス］の［構成］ビューが表示されます。

 4. ［ソース］タブを選択します。

［サービス］の［構成］ビューが表示されます。
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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。Reporting Engineにすでに追加されてい

るサービスを含め、すべてのサービスが表示されます。

 6. サービスの横にあるチェックボックスを選択し、［OK］をクリックします。
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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ます。

注：NetWitness Suiteにより、選択したサービスに対するユーザ名とパスワードを入力する

よう求められます。機微データに対するアクセスを制限するには、DPOユーザは、ソースを

追加しているときに、管理者の認証情報ではなく自身の認証情報を使用する必要があ

ります。これらの認証情報は、NetWitness SuiteサーバとNetWitness Suiteコア ホストの間

で信頼関係接続を使用していても、ホストに適用する必要があります。

DPO以外のデータ ソースについて、ステップを繰り返します。

 7. 必要なサービス アカウント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。

必要なサービスが、データ ソースとしてReporting Engineに追加されました。同じコア デバイ

スに対して、2つのデータ ソースがReporting Engineに追加されています。
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データ ソースの権限の構成

Reporting Engineの［サービス］の［構成］ビューにある［ソース］タブを使用して、データ ソースの

権限を構成することができます。こにより、データ ソースの権限を設定することで、データ ソース

に対するアクセス制御を管理することができます。同一のコア サービスに複数のデータ ソースを

追加できる機能を使用して、同一のコア サービスの各データ ソースに異なる権限を構成でき

ます。たとえば、DPO( データ プライバシー担当者) が自身の認証情報を使用してWarehouse
ソースを作成し、自分はそのWarehouseに対してレポートを実行できるようにしながら、他の人

はそのソースを使用できないように指定できます。

注：11.0では、NWDBとWarehouseデータソースの権限は、レポート作成オブジェクトの権限に

基づいて自動的に設定されます。たとえば、10.5で任意のレポート作成オブジェクトに対して

ロールに付与されていたのが、読み取り専用 /読み取り/書き込みの権限セットの場合、その

ロールには、10.5に存在していたすべてのデータ ソースに対する読み取り専用権限が自動

的に割り当てられます。ロールに権限が設定されていない場合、データ ソース権限は「アクセ

ス不可」に自動的に設定されます。

データ ソースの権限を構成するには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. ［サービス］リストで、Reporting Engineサービスを選択します。

 3. ＞［表示］＞［構成］をクリックします。

Reporting Engineの［サービス］の［構成］ビューが表示されます。

 4. ［ソース］タブを選択します。

［サービス］の［構成］ビューに［ソース］タブが表示されます。
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 5. チェックボックスを選択して、権限を構成するデータ ソースを選択します。

 6. をクリックします。

［データ ソースの権限］ダイアログが表示されます。
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 7. データ ソースのサービス アカウントのタイプに基づいて、各ユーザのアクセス権限を変更しま

す。権限は読み取り専用またはアクセス不可のいずれかに設定できます。

 8. Saveをクリックします。

データ ソースに対して必要な権限が構成されました。  

詳細については、「レポート  ガイド」を参照してください。
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Reporting Engine設定の構成

 

要件に基づいてReporting Engineおよび必要なデータ ソースを構成した後、構成の一部を変

更してレポート、チャート、およびアラートをカスタマイズできます。

設定を構成するには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. ［サービス］リストで、Reporting Engineサービスを選択します。

 3. ＞［表示］＞［構成］をクリックします。

Reporting Engineサービスの［構成］ビューが表示され、［全般］タブがハイライト表示されま

す。Reporting Engineの［全般］タブの詳細については、「［全般］タブ」を参照してください。

 4. Reporting Engineサービス設定を編集し、［適用］をクリックします。

サービス設定がReporting Engineで構成されます。

LDAP認証の有効化

Warehouseデータ ソースのHiveServer2用Active Directoryを使用してLDAPモードの認証を有

効にするには、次の手順に従います。

 1. rootユーザとしてRSA Analytics Warehouseアプライアンスにログオンします。

 2. /opt/mapr/hive/hive-0.11/conf.new/ ディレクトリに移動します。次のコマンドを入

力し、Enterキーを押します。

cd /opt/mapr/hive/hive-0.11/conf.new/

 3. hive-site.xmlファイルを編集します。次のコマンドを入力し、Enterキーを押します。

vi hive-site.xml

 4. <Configuration>タグ内に次のプロパティを追加します。

 <property> 

     <name>hive.server2.authentication</name> 

     <value>LDAP</value> 

 </property> 

 <property> 

     <name>hive.server2.authentication.ldap.url</name> 

     <value>LDAP_URL</value> 

 </property> 
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ここで、LDAP_URLはLDAPサーバのURLです。

 5. HiveServer2を再起動します。

サイズの大きなレポートに対応するためのスペースの追加

大きなレポートに対応するための追加のディスク領域をReporting Engineに追加するには、次の

手順に従います。Warehouse用にサイズの大きなコンプライアンス レポートを生成している場合

は、Reporting Engineのディスク領域が想定よりも早く消費される場合があります。そのような場

合、レポートを保存するためにSANやNASなどの外部ストレージをマウントして追加することが

できます。

ディスク領域がフルになるまで消費される可能性があるディレクトリは、Reporting Engineホーム 
ディレクトリ内のresultstoreおよびformattedReportsです。これら2つのディレクトリをSANま

たはNASに移動し、元のディレクトリを新しい場所へのソフト  リンクで置き換えることを推奨しま

す。また、高いI/Oパフォーマンスと信頼性を確保するため、残りのディレクトリはローカル ディスク

に残すことを推奨します。

注：次のステップは、Reporting Engineのホーム ディレクトリが/var/netwitness/re-
server/rsa/soc/reporting-engine/にあり、外部ストレージが/externalStorage/に
マウントされている場合を想定しています。また、「rsasoc」ユーザには、指定された外部スト

レージ パスへの読み取り/書き込み読み取り/書き込みアクセス書き込みアクセスが必要で

す。

Reporting Engineのディスク領域を外部ストレージに移動するには、次の手順を実行します。

 1. rootユーザとしてReporting Engineサービスを停止します。

service rsasoc_re stop  

 2. rsasocユーザに切り替えます。

su rsasoc

 3. Reporting Engineホーム ディレクトリに移動します。

cd /var/netwitness/re-server/rsa/soc/reporting-engine/

 4. マウントした外部ストレージにresultstoreディレクトリを移動します。次のコマンドを入力し、

Enterキーを押します。

mv resultstore /externalStorage

 5. マウントした外部ストレージにformattedReportsディレクトリを移動します。次のコマンドを入

力し、Enterキーを押します。

mv formattedReports /externalStorage

 6. resultstoreのソフト  リンクを作成します。次のコマンドを入力し、Enterキーを押します。

ln -s /externalStorage/resultstore /var/netwitness/re-
server/rsa/soc/reporting-engine/resultstore
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 7. formattedReportsのソフト  リンクを作成します。次のコマンドを入力し、Enterキーを押しま

す。

ln -s /externalStorage/formattedReports /var/netwitness/re-
server/rsa/soc/reporting-engine/formattedReports

 8. rsasocユーザから抜けます。

exit

 9. rootユーザとしてReporting Engineサービスを開始します。

service rsasoc_re start

注：外部ストレージがオフラインの場合、次のタスクは実行できません。

1) レポートまたはReporting Alertsの実行

 2) 既存のレポートまたはReporting Alertsの表示

 ただし、レポートやチャートなどの新しいレポート  オブジェクトを作成して、チャート用に作

成したチャートおよびLiveダッシュボードにアクセスすることはできます。このため、既存の

外部ストレージが信頼できること、および必要なスペースがあることを確認する必要があり

ます。

また、100日を超えてレポートを格納する場合は、「Reporting Engine設定の構成」の説明に

従って保存構成を変更します。

Reporting Engineのログ ファイルへのアクセス

次のログ ディレクトリに格納されているReporting Engineのログ ファイルにアクセスできます。
/var/netwitness/re-server/rsa/soc/reporting-engine/logs/

 l reporting-engine.logファイルに最新のログが保存されます。

 l reporting-engine.log.*ファイルに、以前のログのバックアップ コピーコピーが保存されま

す

 l 次の構文の名前が付いたファイルに、すべてのUNIXスクリプト  ログを記録しています。

reporting-engine.sh_timestamp.log( 例：reporting-engine.sh_

20120921.log)

Reporting Engineは、ごくまれにコマンド  ライン エラー メッセージをrsasoc/nohup.outファイルに書

き込むことがあります。

Reporting Engineは、systemdシステムおよびReporting Engineの起動コマンドが書き込むログ 
メッセージと出力を/var/log/messagesディレクトリに追加します。/var/log/messagesログ 
ファイルは、rootユーザのみが読み取り可能なシステム ログログ ファイルです。  
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Reporting Engineのタスク スケジューラの構成

Reporting Engineのキューとプールを構成して、NWDBまたはWarehouseレポートのスケジュール

を設定できます。タスク スケジューラの詳細については、「RSA Netwitness Suite Reporting 
Guide」の「Warehouse Reportingのタスク スケジューラ」を参照してください。

前提条件

次の項目について確認します。  

 l 使用するスケジューラ タイプと、プールまたはキュー。Reporting Engineのスケジューラは1つの

み構成できます。デフォルトでは、Fair Schedulerが構成されています。

 l キューまたはプールの名前と、各キューおよびプールに付与されているリソース。

 l NetWitness Suiteでは、クラスタあたりに複数のキューまたはプールをサポートしていません。

RSAは、すべてのクラスタのキューまたはプールに一意の名前を指定するか、両方のクラスタ

で同一のキュー名またはプール名を使用することを推奨します。クラスタのサイズが大きい場

合は、4個以上のプールまたはキューを構成する場合があります。  

 l サポートされないスケジューラを使用している場合は、Reporting Engineは起動されるジョブの

プロパティを設定しません。

 l プール名またはキュー名がクラスタにない場合は、Capacity Schedulerはレポートのデフォルト  
キューを使用します。Fair Schedulerではルールが実行されない場合があり、新しいプールが

最も低い割合で作成されます。これは、Fair Schedulerのプロパティ

mapred.fairscheduler.allow.undeclared.poolsに対して指定された値に基づいて

行われます。

 l プールまたはキューを指定しない場合は、テスト  ルールによってmaprプールまたはdefault
キュー内のジョブが起動されます。これらのルールによって実行中のレポートが中断されない

ように、RSAではmaxRunningJobs = 2とした低い割合( 全リソースの1/10程度) でmaprプー

ルを構成することを推奨します。どのレポートにもこのプール名を指定していないことを確認

します。

プールとキューの指定

プールとキューを指定するには、次の手順を実行します。

 1. 管理＞［サービス］に移動します。

 2. Reporting Engineを選択し、 ＞［表示］＞［エクスプローラ］をクリックします。
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 3. ［com.rsa.soc.re］＞［Configuration］＞［HiveConfig］＞［hiveconfig］＞
［WarehouseResourcePoolNames］を選択します。

 4. ［WarehouseResourcePoolNames］フィールドに、プール名またはキュー名をスペースで区

切って入力します。たとえば、名前がpool1、pool2、wrong、defaultの4個のプールまたは

キューを構成するには、これらの名前をスペースで区切って入力します。

Reporting Engine設定の構成 40



Reporting Engine構成ガイド

レポート、チャート、アラートの定義  
Reporting Engineと要件に基づいて必要なデータ ソースを構成したら、レポート、チャート、ア

ラートを生成することができます。
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レポート、チャート、アラートの定義

レポートの定義方法

データ ソースを作成し、データ ソースにユーザの権限を構成した後は、これらのデータ ソースを

使用してレポート  モジュールに対して次のタスクを実行できます。

 l ルールの定義

 l ルールのテスト

 l レポートのスケジュール

 l アラートの追加

 l チャートの追加

 l チャートのテスト

詳細については、「RSA Netwitness Reportingレポート  ガイド」で前述のトピックを参照してくださ

い。

チャートの定義方法

データ ソースを作成し、データ ソースにユーザの権限を構成した後は、これらのデータ ソースを

使用してレポート  モジュールに対して次のタスクを実行できます。

 l チャートおよびチャート  グループの定義

 l チャートのテスト

 l チャートの調査

 l チャートの管理

詳細については、「RSA Netwitness Reportingレポート  ガイド」で前述のトピックを参照してくださ

い。

アラートの定義方法

データ ソースを作成し、データ ソースにユーザの権限を構成した後は、これらのデータ ソースを

使用してAlertsモジュールに対して次のタスクを実行できます。

 l アラートの構成

 l アラートの生成
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 l アラートの追加

 l アラートの表示

 l アラート  スケジュールの表示

 l アラートの調査

詳細については、「RSA Netwitness Reporting Alerting Guide」で前述のトピックを参照してくださ

い。
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Reporting Engineの全般的な設定の構成

Reporting Engineサービスの追加および構成時に、最適な結果を得るためにシステム設定はデ

フォルト値で定義されます。ただし、Reporting Engineの［サービス］の［構成］ビューで［全般］タ

ブに移動して、Reporting Engineの通知を要件に合わせてカスタマイズできます。

［全般］タブへのアクセス 
Reporting Engineの一般的なパラメータを構成するには、［全般］タブを開く必要があります。

このビュー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. ［使用可能なサービス］リストで、Reporting Engineサービスを選択します。

 3. ［表示］＞［構成］をクリックします。

 4. 全般タブを選択します。

 5. パラメータを編集した後に［適用］をクリックします。

［全般］タブに移動した後、次のパラメータを変更できます。

 l システム構成

 l ログ構成

 l Warehouse Analytics出力構成

 l Warehouse Analyticsモデル構成

 l Warehouse Kerberos構成  

構成パラメータの詳細については「［全般］タブ」を参照してください。
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参考情報

サービスをカスタマイズして最大限活用できるようにするために、［サービス］の［構成］ビューの

Reporting Engine設定を変更できます。ここには、特にReporting Engineに関連するパラメータが

あります。
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［全般］タブ

Reporting Engineサービスの［全般］タブでは、複数の設定を管理することで、サービスのパフォー

マンスを調整したり、サービスのユーザ認証を指定したりすることができます。［サービス］＞

［ビュー］＞［構成］＞［Reporting Engine］＞［全般］に移動します。これらは、Reporting Engine
サービスだけに使用される設定です。

このビューへのアクセスに必要な権限は、［サービスの管理］です。

どうしますか？

ロール 処理オプション... 参照先 ...

管理者 Reporting Engineへのデータ 

ソースの構成

データ ソースの構成  

管理者 Reporting Engineに対するデー

タ ソースの権限の構成

データ ソースの権限の構成

管理者 Reporting Engineのデータ プライ

バシーの構成

Reporting Engineのデータ プライ

バシーの構成
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ロール 処理オプション... 参照先 ...

管理者 レポート、チャート、アラートの

定義

レポート、チャート、アラートの定

義  

管理者 Reporting Engine設定の構成 Reporting Engine設定の構成

管理者 /SOCマネージャ システム設定の構成* Reporting Engineの全般的な設

定の構成

管理者 /SOCマネージャ ログの構成* Reporting Engineの全般的な設

定の構成

管理者 /SOCマネージャ Warehouse Analytics出力の構

成*
Reporting Engineの全般的な設

定の構成

管理者 /SOCマネージャ Warehouse Analyticsモデルの

構成*

Reporting Engineの全般的な設

定の構成

管理者 /SOCマネージャ Warehouse Kerberosの構成* Reporting Engineの全般的な設

定の構成

*これらのタスクはここで実行できます。

関連トピック 
 l Reporting Engineの仕組み

簡単な説明

サービス構成が表示される［全般］タブの例を示します。
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1 使用できるすべての構成可能なタブが表示されます。

2 システムに使用できる構成パラメータが表示されます。

3 パラメータの名前が表示されます。

4 各パラメータの設定値が表示されます。

5 変更を適用します。  

注：Netwitness Suite 11.0リリースでは、Warehouse Analyticsはサポートされていません。

システム構成

Reporting Engineの［システム構成］パネルのパラメータは、Reporting Engineサービスのサービス

構成を管理します。Reporting Engineサービスを追加すると、デフォルト値が有効になります。デ

フォルト値は、ほとんどの環境に対応できるように設計されています。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。

次の図は、［システム構成］パネルで構成できるフィールドを示しています。
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次の表は、システム構成パネルの機能について説明しています。

名前 構成

管理者にフル 

アクセスを許可

他のユーザ( 管理者以外) によって作成されたすべてのReporting Engineオ

ブジェクト ( レポート、ルール、チャート、スケジュール、リスト ) にアクセスする

必要がある場合は、このチェックボックスを選択します。デフォルトでは、この

オプションは有効化されていません。

注：このチェックボックスをオンにしてからオフにした場合、チェックボックスを

オンにしたことで有効化されたすべてのReporting Engineオブジェクトに対

するアクセスは不可になります。ただし、［権限］ウィンドウ( ［レポート］＞

［管理］＞［REオブジェクト］＞ ＞［権限］) で特定のオブジェクトに

対するアクセスを定義した場合、このチェックボックスのオン/オフがこれらの

オブジェクトに影響することはありません。

共通スレッド  

プール数

Reporting Engineで共通タスクを実行するために割り当てられたスレッド  

プールの数です。有効値は整数です( デフォルトは20) 。
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名前 構成

完了したレ

ポートに対する

出力アクション

の有効化

このチェックボックスをオンにすると、すべてのルールが正常に実行されたレ

ポートについてのみ出力アクションが処理されます。これはデフォルトで有効

になっています。無効にした場合は、すべてのシナリオ( 完了、一部成功、

失敗) について出力アクションが処理されます。  

Respondへのア

ラート転送

このチェックボックスをオンにすると、すべてのアラートをRespondに転送しま

す。デフォルトでは、このオプションは有効化されていません。

同時アラートの

最大数

同時に実行できるアラートの最大数です。各アラートはRSAサービス上のク

エリ スレッドを消費するため、この設定はアラートが実行されるRSAサービス

に直接的な影響を及ぼします。有効値は整数です( デフォルトは10) 。  

同時チャートの

最大数

同時に実行できるチャートの最大数です。有効値は整数です( デフォルト

は10) 。

LookupAndAdd

の最大同時実

行数

NWDBルールあたりの並列実行できるLookupAndAddクエリの最大数で

す。有効値は整数です( デフォルトは2) 。

パフォーマンス向上のためにこの値を大きくする場合は、NWDBデータ ソー

スが並列クエリを処理できるように構成されていることを確認する必要があ

ります。

最大同時リス

ト値レポート数

並列で生成できるスケジュールあたりのリスト値レポートの最大数です。有

効値は整数です( デフォルトは1) 。

最大リスト値レ

ポート数

生成されるリスト値レポートの最大数です。リスト内の値の数は関係ありま

せん。有効値は整数です( デフォルトは10000) 。

ルールごとに格

納される最大

行数(10億)

照会時にルールがフェッチできる最大行数です。有効値は整数です( デ

フォルトは100) 。

最大ディスク領

域閾値

レポート、アラート、チャートの実行に割り当てられた最大ディスク領域閾

値( GB単位) です。初期値は、利用可能なシステム領域に基づいて設定

されます。
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名前 構成

最小ディスク領

域閾値

レポート、チャート、アラートの実行に必要な割り当て最小ディスク領域閾

値( パーセント単位) です。デフォルトでは、この値は5に設定されています。

注：注：最小閾値に達すると、サービスが実行中の場合でも、レポート、

チャート、アラートの実行は停止します。

NWDB Infoク

エリ タイムアウ

ト

NWDBサーバのInfoクエリ タイムアウト ( 秒単位) です。有効値は整数です

( デフォルトは0) 。

NWDB最大集

計行数

NWDBルールで集計を使用する際に返される最大行数です。有効値は

整数です( デフォルトは1000) 。

NWDBクエリ タ

イムアウト

NWDBサーバが時間内に結果を処理できない場合の実行タイムアウト

( 秒単位) です。デフォルト値は0で、タイムアウトが存在しないことを意味し

ます。有効値は整数です。

完了したレ

ポートに対する

出力アクション

の有効化

このチェックボックスをオンにすると、すべてのルールが正常に実行されたレ

ポートについてのみ出力アクションが処理されます。このチェックボックスをオ

フにすると、一部成功したレポート、完了したレポート、失敗したレポートに

ついて、出力アクションがトリガーされます。

注：これは、動的リストへの出力アクションを除くすべての出力アクションに

適用できます。

アラート履歴の

保持日数

アラート履歴とアラート  ステータスを保持する最大日数です。有効値は整

数です( デフォルトは100) 。

チャート履歴の

保持日数

チャート履歴とチャート  ステータスを保持する最大日数です。有効値は整

数です( デフォルトは30) 。

レポート履歴の

保持日数

システムがレポート履歴とレポート  ステータスを保持する最大日数です。有

効値は整数です( デフォルトは100) 。

スケジュール設

定されたスレッ

ド  プール数

Reporting Engineでスケジュール設定されたタスクに割り当てられたスレッド  

プールの数です( たとえば、履歴のクリア) 。   有効値は整数です( デフォルト

は5) 。
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ログ構成

Reporting Engineの［ログ構成］パネルのパラメータは、Reporting Engineサービスのログ構成を管

理します。Reporting Engine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

Reporting Engineの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。

次の図は、［ログ構成］パネルで構成できるフィールドを示しています。

次の表は、ログ構成パネルの構成について説明しています。

名前 構成

ログ レベル ログ ファイルに含まれる情報の範囲を決定するログ レベルです。選択

可能な値：

 l ERROR

 l WARN

 l INFO (デフォルト)

 l DEBUG

 l ALL

最大バックアップ 

ファイル数

システムが保持するバックアップ ログ ファイルの最大数です。有効値は

整数です( デフォルトは9) 。

最大ログ サイズ プライマリ ログ ファイルの最大サイズ( バイト単位) です。有効値は整数

です( デフォルトは4194304) 。

Reporting Engineのログの詳細については、「Reporting Engineのログ ファイルへのアクセス」を参照

してください。

Warehouse Analytics出力構成

注：Netwitness Suite 11.0リリースでは、Warehouse Analyticsはサポートされていません。
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［Warehouse Analytics出力構成］パネルでは、このReporting EngineにおけるWarehouse 
Analyticsの出力構成を指定できます。

次の図は、［Warehouse Analytics出力構成］パネルで構成できるフィールドを示しています。

アップグレード後に、一元化されたMongo DBの詳細を更新して、Warehouse Analyticsを使用

できるようにしてください。

次の表は、［Warehouse Analytics出力構成］パネルの機能について説明しています。

名前 構成

名前 構成

ユーザ名 Warehouse Analyticsユーザのユーザ名です。  

ポート Warehouse Analyticsで使用されるMongo DBのポートです。

ホスト Warehouse Analyticsで使用されるMongo DBのホストです。

パスワード Warehouse Analyticsユーザのパスワードです。  

Warehouse Analyticsモデル構成

［Warehouse Analyticsモデル構成］パネルでは、このReporting EngineにおけるWarehouse 
Analyticsのモデル構成を指定できます。

次の図は、［Warehouse Analyticsモデル構成］パネルで構成できるフィールドを示しています。

次の表は、［Warehouse Analyticsモデル構成］パネルの機能について説明しています。
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名前 構成

MapReduce 

Javaオプション

Hadoop MapReduce Task Trackerの子JVMのJVMパラメータです。デフォル

トでは、この値は-Xmx1024mです。

MapReduceの

Map Javaオプ

ション

Hadoopクラスタ内のMapジョブのJVMパラメータを制御するパラメータです。

デフォルトでは、この値は-Xmx1024mです。

MapReduceの

Reduce Javaオ

プション

Hadoopクラスタ内のReduceジョブのJVMパラメータを制御するパラメータで

す。デフォルトでは、この値は-Xmx1024mです。

MapReduceタ

スクのタイムア

ウト ( 分)

MapReduceフレームワークによってタスクが応答なしまたはアイドル状態と見

なされた場合に、そのタスクが終了するまでの時間( 分) です。有効値は整

数です( デフォルトは20) 。        

最大HDFS履

歴日数

HDFSにあるジョブの一時ファイルと出力ファイルの最大保存日数です。有

効値は整数です( デフォルトは2) 。        

最大履歴日

数

Mongo DBにあるジョブ出力の最大保存日数です。有効値は整数です

( デフォルトは6) 。        

最大同時

Warehouseジョ

ブ数

Warehouse Analytics Frameworkで実行される最大パラレル ジョブ数を制

御するパラメータです。有効値は整数です( デフォルトは1) 。        

最後に表示さ

れたキーの保

存( 時間)

キーが直近「n」時間以内に表示されなかった場合、ジョブ出力からその

キーを保存するパラメータです。有効値は整数です( デフォルトは800000) 。        

閾値スコア スコアが「n」を上回る場合にのみ、キーをジョブ出力から監視対象リストに

保存して、ESAが使用できるようにするパラメータです。有効値は整数です

( デフォルトは55) 。        
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Warehouse Kerberos構成

［Warehouse Kerberos構成］パネルでは、このReporting EngineにおけるKerberosキータブ ファイ

ルを指定できます。  

次の図は、［Warehouse Kerberos構成］パネルで構成できるフィールドを示しています。

次の表は、Kerberos構成パネルの機能について説明しています。

名前 構成

Kerberosキー

タブ ファイル

Kerberosキータブ ファイルの場所です。例：/var/netwitness/re-

server/rsa/soc/reporting-engine/conf/hive.keytab

 デフォルトのKerberos構成ファイルは、Reporting Engineの/etc/kbr5.confにあります。

Kerberosレルムなど、Kerberosに関連したパラメータの詳細を提供するよう、構成ファイルを変

更できます。

 Horton WorksノードとWarehouse Connectorのホスト名( または完全修飾ドメイン名) とIPアドレ

スがDNSサーバに追加されていることを確認します。DNSサーバが構成されていない場合は、

Horton WorksノードとWarehouse Connectorのホスト名( または完全修飾ドメイン名) とIPアドレ

スを、Warehouse Connectorサービスがインストールされているホストの/etc/hostsファイルに

追加します。
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 ［ソース］タブ

Reporting Engineの［サービス］の［構成］ビューにある［ソース］タブのサービス構成パラメータが使

用できます。［サービス］の［構成］ビューにあるReporting Engineサービスの［ソース］タブは、

Reporting Engineに関連づけられたデータ ソースを制御します。［ソース］タブは単一のパネル

で、に関連づけられるデータ ソースをリストするグリッドとツールバーによって構成されます。

ワークフロー

ロール 実行したいこと 参照先

管理者 Reporting Engineへのデータ 

ソースの構成

データ ソースの構成  

管理者 Reporting Engineに対するデー

タ ソースの権限の構成

データ ソースの権限の構成

管理者 Reporting Engineのデータ プライ

バシーの構成

Reporting Engineのデータ プライ

バシーの構成
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ロール 実行したいこと 参照先

管理者 レポート、チャート、アラートの

定義

レポート、チャート、アラートの定

義  

管理者 Reporting Engine設定の構成 Reporting Engine設定の構成

管理者  新しいサービスまたは使用可

能なサービスの追加、削除、

編集*

データ ソースの構成  

管理者 データ ソースをデフォルトに設

定*

データ ソースの構成  

管理者 データ ソースの権限の構成* データ ソースの権限の構成

*これらのタスクはここで実行できます。

関連トピック

 l Reporting Engineの仕組み

簡単な説明

使用可能なサービスが表示される［ソース］タブの例を示します。

1 使用できるすべての構成可能なタブが表示されます。
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2 選択したサービスに使用できる構成パラメータが表示されます。

3 選択したサービスのフィールド  パラメータが表示されます。

Reporting Engineでレポート、チャート、アラートを定義するには、使用可能なデータ ソースをこ

のタブに追加する必要があります。

 l NWDBデータ ソース：NWDB( NetWitness Database) のデータ ソースは、Decoder、Log 
Decoder、Broker、Concentrator、Archiver、Collectionです。

注：データ ソース上の機微データへのアクセスを制限するためにデータ プライバシー計画を

導入した場合、Reporting Engineでは、異なるサービス アカウント ( 特権ユーザと非特権

ユーザ) を構成する必要があります。データ プライバシーについてさまざまなサービス アカウ

ントを構成するために、複数のNWDBデータ ソースを追加できます。この手順は、

「Reporting Engine設定の構成」の下で使用できます。

 l Warehouseデータ ソース：Warehouseデータ ソースはHorton WorksとMapRです。

 l Respondデータ ソース：Respondはアラートとインシデントに関するレポートの生成に使用され

ます。Respondデータ ソースはReporting Engine、ESA、Malware、EndPoint、Web Threat 
Detectionです。Respondはアラートとインシデントのレポートを格納するために使用されます。

デフォルトのデータ ソースとしてソースを設定した場合、レポートとアラートを作成する際に別の

ソースを使うよう明示的に指定しない限り、NetWitness Suiteは設定されたソースを使用しま

す。

注：NWDBおよびWarehouseデータ ソースに対するアクセス制御を管理できます。詳細につ

いては、「Reporting Engine設定の構成」を参照してください。

機能

［ソース］タブでは次の操作を実行できます。

アイコン アクション

このオプションは、新しいサービスをReporting Engineのデータ ソー

スとして追加します。既存のサービス( Archiver、Workbench、

Collection) をReporting Engineのデータ ソースとして追加します。

このオプションは、Reporting Engineからデータ ソースを削除しま

す。
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アイコン アクション

このオプションは、データ ソースの権限を構成します。これは

NWDBおよびWarehouseデータ ソースでのみ有効です。詳細に

ついては、「データ ソースの権限の構成」を参照してください。

このオプションは、Reporting Engineのデフォルトのデータ ソースを

設定します。これは、次のビューの［データソース］フィールドで、

NetWitness Suiteがデフォルトで使うソースとなります。

 l ［ルール定義］ビュー。

 l ［アラートの作成 /変更］ビュー。

NetWitness Suiteデータ ソースは、次のようにカテゴリ別にリストされます。

 l NWDBデータ ソース カテゴリではNetWitnessデータ ソースが表示されます。

 l Warehouseデータ ソース カテゴリではWarehouseデータ ソースが表示されます。  

列 説明

チェックボックスをオンにすると、対応するデータ ソースを選択でき

ます。選択したら、ツールバーを使用して、ソースを削除したり、

ソースをデフォルトとして設定したりできます。

名前 データ ソースの名前を表示します。

アドレス データ ソースのIPアドレスを表示します。

ポート データ ソースのポートを表示します。

タイプ データ ソースのサービス タイプを表示します。

スレッド数 データ ソースに対するルールの実行に使用するスレッド  プールの

サイズを表示します。
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［出力アクション］タブ

要件に基づいてデータの表示形式を決定するように、Reporting Engineの出力アクションを構

成できます。サービスの構成パラメータは、レポートまたはアラートの実行用に構成された［サー

ビス］の［構成］ビューの［出力アクション］タブで利用できます。このタブは以下のパネルで構成さ

れます。

 l NetWitness Suiteの構成

 l SMTP( Simple Mail Transfer Protocol)

 l SNMP( Simple Network Management Protocol)

 l Syslog

 l SFTP( Simple File Transfer Protocol)

 l URL( Uniform Resource Locator)

 l ネットワーク共有

たとえば、Syslog出力アクションはReporting Engineアラート専用であるのに対し、SFTP、URL、
ネットワーク共有の各出力アクションはReporting Engineレポート専用です。

このビューへのアクセスに必要な権限は、［サービスの管理］で構成することができます。  

Reporting Engineが動作しており、レポートの生成元であるデータ ソースがNetWitness Suiteで
構成されていることを確認する必要があります。
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ワークフロー

どうしますか?

ロール 処理オプション... 参照先 ...

管理者 Reporting Engineへのデータ ソー

スの構成

「                         データ ソースの構成                       」

管理者 Reporting Engineに対するデータ 

ソース権限の構成

「                         データ ソースの権限の構成                      」

管理者 Reporting Engineのデータ プライ

バシーの構成

「                         Reporting Engineのデータ プラ

イバシーの構成                      」

管理者 レポート、チャート、アラートの定

義

「                             レポート、チャート、アラートの

定義                          」
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ロール 処理オプション... 参照先 ...

管理者 Reporting Engine設定の構成 「                         Reporting Engine設定の構成                      

」

管理者  NetWitness Suite設定の構成* 「                         Reporting Engineの全般的な

設定の構成                      」

管理者  SMTP設定の構成* 「                             Reporting Engineの全般的な

設定の構成                          」

管理者  SNMP設定の構成* 「                         Reporting Engineの全般的な

設定の構成                      」

管理者  Syslog設定の構成* 「                             Reporting Engineの全般的な

設定の構成                          」

管理者  SFTP設定の構成* 「                             Reporting Engineの全般的な

設定の構成                          」

管理者 URL設定の構成* 「                         Reporting Engineの全般的な

設定の構成                      」

管理者 ネットワーク共有構成の構成* 「                             Reporting Engineの全般的な

設定の構成                          」

*これらのタスクはここで実行できます。

関連トピック

 l 「                 Reporting Engineの仕組み             」
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簡単な説明

1 利用できるすべての構成可能なタブを表示します。

2 NetWitness Suiteの構成ホストを表示します。

3 構成可能な出力アクションのタイプをすべて表示します。

NetWitness Suiteの構成

次の図は、［出力アクション］タブでのNetWitness Suiteの構成を示しています。
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次のパラメータは、Reporting Engineの出力アクションに関連づけられているNetWitness Suiteホ
ストを特定します。

名

前
構成

ホ

ス

ト

名

NetWitness SuiteサーバのIPアドレスまたはホスト名です。   このパラメータは導入環境の

種類を問わず指定する必要があります。こうすることにより、ここで指定したアドレスを参

照して、レポートやアラートにNetWitness Suiteへのリンクを生成できるようになります。

NetWitness Suiteは、このパラメータを使用して以下の通知のコンテンツにリンクを生成し

ます。

 l SMTP出力アクション

 l SNMP出力アクション

 l Syslog出力アクション

 l SFTP出力アクション

 l URL出力アクション

 l ネットワーク共有出力アクション

 l レポートPDFにあるメタ値のハイパーリンク

適

用

構成を更新します。

SMTP

実行が完了すると、SMTP構成に基づいてメール通知がユーザに送信されます。  

次の図は、［出力アクション］タブのSMTP構成を示しています。
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次のパラメータは、Reporting EngineサービスのSMTP( メール) を使用した出力アクションの構成

を管理します。Reporting Engineサービスを追加すると、デフォルト値が有効になります。これら

のパラメータの構成値は、組織の要件に従って変更する必要があります。

名前 構成

有効

化

このチェックボックスをオンにすると、この Reporting Engineからのアラートとレポートの

両方の出力アクションとしてSMTPが有効になります。この値はデフォルトで有効に

なっています。

サーバ

名

ターゲットのSMTPサーバ が実行されるサーバのホスト名またはIPアドレスを指定し

ます。デフォルト値は0.0.0.0です。

サーバ 

ポート

SMTPサーバのポート番号を指定します。デフォルト値は25です。

ユーザ

名

SMTPアカウントのユーザ名を指定します。デフォルト値は空白です。  パスワードの

指定

パス

ワード

SMTPアカウントのパスワードを指定します。

SSL このチェックボックスをオンにすると、SSL( Secure Socket Layer) を使ってSMTP サー

バと通信できます。デフォルトは無効になっています。
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名前 構成

デバッ

グの有

効化  

このチェックボックスをオンにすると、デバッグが有効になります。デフォルト値は［無

効］です。

圧縮

有効

化

このチェックボックスをオンにすると、圧縮が有効になります。デフォルト値は［有効］

です。この 値を有効にすると、出力ファイルの拡張子は.zipになります。

最大サ

イズ

送信できる添付ファイルの最大サイズを指定します。デフォルト値は100です。

From Security Analyticsのすべてのメッセージの送信元となるメール アドレスを指定しま

す。デフォルト  値はdo-not-reply@rsa.comです。

適用 構成を更新します。

SNMP

実行が完了すると、SNMP構成に基づいてトラップ通知がユーザに送信されます。   

次の図は、［出力アクション］タブのSNMP構成を示しています。

次のパラメータは、Reporting EngineサービスのSNMPを使用した出力アクションの構成を管理し

ます。Reporting Engineサービスを追加すると、デフォルト値が有効になります。これらのパラメー

タの構成値は、組織の要件に従って変更する必要があります。
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名前 構成

有効

化

このチェックボックスをオンにすると、このReporting Engineからのアラート  メッセージの

出力アクションとしてSNMPが有効になります。デフォルトは無効になっています。

サーバ

名

ターゲットのSNMPサーバが実行されるサーバのホスト名またはIPアドレスを指定しま

す。デフォルト値は0.0.0.0です。

サーバ 

ポート

ターゲットのSNMPサーバが障害や例外をリッスンするポート番号を指定します。デ

フォルト値は1610です。

SNMP

バー

ジョン

NetWitness SuiteがSNMPトラップ送信時に使用するSNMPプロトコルのバージョン

番号を指定します。

トラップ

OID

送信するトラップのタイプを識別するオブジェクト識別番号を指定します。デフォルト

値は0.0.0.0.0.1です。

コミュニ

ティ

NetWitness Suiteが所属するSNMPグループを指定します。   デフォルト値はpublic

です。

再試

行回

数

NetWitness SuiteがSNMPを通してアラート  メッセージを再送する最大の回数を指

定します。デフォルト値は2です。

タイム

アウト

NetWitness Suiteがタイムアウトするまでの秒数を指定します( SNMPアラートの送

信の試みを停止するまでの時間) 。デフォルト値は1500です。

適用 構成を更新します。

Syslog

実行が完了したら、Syslog構成に基づいて、すべての通知がSyslogメッセージを介して特定の

ホストに送信されます。Syslog構成パネルでは、複数のSyslogサーバを構成できます。

次の図には、［出力アクション］タブのSyslog構成を表示しています。

67 参考情報



Reporting Engine構成ガイド

次のパラメータは、Reporting EngineサービスのSyslogを使用した出力アクションの構成を管理し

ます。Reporting Engineサービスを追加する際に、この出力構成に値を定義することができま

す。この構成には、デフォルト値がありません。これらのパラメータの構成値は、組織の要件に

従って変更する必要があります。

名前 構成

Syslog

名

Syslog構成の名前を指定します。

注：Reporting Engine Syslog構成リストにすでに存在する名前でSyslog構成を

作成することはできません。

エンコー

ディング

Syslogメッセージのエンコーディングを指定します。デフォルト値はUTF8です。

サーバ

名

ターゲットのSyslogプロセスが実行されるサーバのホスト名またはIPアドレスを指定

します。デフォルト値は空白です。

サーバ 

ポート

ターゲットのSyslogサーバがリッスンするサーバのポート番号を指定します。デフォル

ト値は514です。

最大長 各Syslogアラート  メッセージの最大サイズ( バイト単位) を指定します。デフォルト

値は2048です。転送タイプがUDPで、Syslogメッセージ サイズが1,024バイトを超え

る場合は、1,024バイトを超えるメッセージ サイズに対応したSyslogサーバを構成

する必要があります。

ID文字

列

すべてのSyslogアラート  メッセージでNetWitness Suiteがプレフィックスとして挿入す

る文字列を指定します。デフォルト値は空白です。

ローカル 

ホスト名

を含める

すべてのSyslogアラート  メッセージにローカルのホスト名を含めるには、このチェック

ボックスをオンにします。デフォルト値は、ローカルのホスト名を含めない設定になっ

ています。
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名前 構成

メッセー

ジのトラ

ンケート

すべてのSyslogアラート  メッセージをトランケートするには、このチェックボックスをオン

にします。デフォルト値は、Syslogメッセージをトランケートしないになっています。

IDの使

用

IDENTプロトコルを使用するには、このチェックボックスをオンにします。デフォルト値

は、このプロトコルを使用しない設定になっています。

ローカル 

タイム ス

タンプを

含める

すべてのSyslogアラート  メッセージにローカルのタイム スタンプを含めるには、この

チェックボックスをオンにします。デフォルト値は、ローカルのタイム スタンプを含めな

い設定になっています。

転送プ

ロトコル

Syslogメッセージ配信のトランスポート  タイプを指定します。Syslogトランスポート  タ

イプには、UDP、TCP、SECURE_TCPの3種類があります。デフォルト値はUDPで

す。

Syslog

メッセー

ジの改

行コード

Syslogメッセージの改行コードを指定します。改行コードには、CR、LF、CRLFの3

種類があります。デフォルトでは、この値はCRです。   

注：トランスポート  プロトコルとしてTCPまたはSECURE_TCPを選択すると、この

フィールドが表示されます。  

トラスト  

ストアの

パスワー

ド

トラスト  ストアのパスワードを指定します。

注：トランスポート  プロトコルとしてSECURE_TCPを選択すると、このフィールドが

表示されます。  

キー スト

アのパス

ワード

キー ストアのパスワードを指定します。

注：トランスポート  プロトコルとしてSECURE_TCPを選択すると、このフィールドが

表示されます。  

適用 構成を保存します。

SFTP

実行が完了したら、SFTP構成に基づいてファイルをリモート  サイトに送信できます。  
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次の図には、［出力アクション］タブのSFTP構成を表示しています。

次のパラメータは、Reporting EngineサービスのSFTP( ローカル ドライブへのファイル転送) を使用

した出力アクションの構成を管理します。Reporting Engineサービスを追加する際に、この出力

構成に値を定義することができます。この構成には、デフォルト値がありません。これらのパラ

メータの構成は、組織の要件に従って変更する必要があります。

名前 構成

SFTP

名

SFTP構成の名前を指定します。

注：Reporting Engine SFTP構成リストにすでに存在する名前でSFTP構成を作成

することはできません。

ホスト ファイル転送に関連づけられたReporting EngineサーバのIPアドレスまたはホスト名を

指定します。  

ポート デフォルト以外のポートを使用する場合は、ポート番号を入力してください。デフォル

ト値は22です。

ユー

ザ名

SFTP構成のユーザ名を指定します。

パス

ワード

SFTP構成のパスワードを指定します。  

カスタ

ム 

フォル

ダ

SFTPによるファイルの転送先を選択します。カスタム フォルダ パスでは、定義済みの

Windows上またはLinux上のディレクトリ構造を指定できます。たとえば、

/root/Downloaded_Filesなどです。   

注：指定したディレクトリが存在しない場合は、REによってディレクトリがカスタム 
フォルダ パスに作成され、このディレクトリにファイルがコピーされます。
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名前 構成

圧縮

有効

化

圧縮を有効化するには、このチェックボックスをオンにします。デフォルト値は［有効］

です。この値を有効にすると、出力ファイルの拡張子は「.zip」になります。

URL

実行が完了したら、URL構成に基づいて、出力ファイルがURLに公開されます。  

次の図は、［出力アクション］タブのURL構成を示しています。

次のパラメータは、Reporting EngineサービスのURL( URLへのファイル転送) を使用した出力ア

クションの構成を管理します。Reporting Engineサービスを追加する際に、この出力構成に値を

定義することができます。この構成には、デフォルト値がありません。これらのパラメータの構成

値は、組織の要件に従って変更する必要があります。

名前 構成

URL

名

URL構成の名前を指定します。

注：Reporting Engine URL構成リストにすでに存在する名前でURL構成を作成

することはできません。

URL ファイル転送に関連づけるURLアドレス。  

ユー

ザ名

URL構成のユーザ名を指定します。

パス

ワード

URL構成のパスワードを指定します。
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名前 構成

圧縮

有効

化

圧縮を有効化するには、このチェックボックスをオンにします。デフォルト値は［有効］

です。この値を有効にすると、出力ファイルの拡張子は「.zip」になります。

URLが構成されると、ファイルが「URL_OUTPUT_ACTION」ディレクトリにコピーされ、次のパラ

メータが圧縮ファイルとともにサーバに送信されます。

名前 構成

filename ファイルの名前。

filesize ファイル サイズ( バイト単位) 。  

filetype ファイルに関連付けられたファイルの種類。

filechecksum ファイルから計算される値。そのファイルが正しいファイルであり、適

切にダウンロードおよび格納されていることを確認するために使用

されます。

hashingalgorithm ファイル チェックサムの計算に使用されるハッシュ アルゴリズム。

reportname ダウンロードされたレポートの名前。

executionid レポートの実行に関連付けられた実行ID。

reportexecutionstarttime レポートの実行が開始された時刻。

ステータス レポート作成ステータス。

status description ステータスの説明。

ネットワーク共有

実行が完了したら、ネットワーク共有構成に基づいて、マウントされたパスまたは共有された場

所に出力ファイルを転送できます。  

次の図は、［出力アクション］タブのネットワーク共有構成を示しています。
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次のパラメータは、Reporting Engineサービスのネットワーク共有( ネットワーク上の共有された場

所へのファイル転送) を使用した出力アクションの構成を管理します。Reporting Engineサービス

を追加する際に、この出力構成に値を定義することができます。この構成には、デフォルト値が

ありません。これらのパラメータの構成値は、組織の要件に従って変更する必要があります。

名前 構成

ネットワーク共有名 ネットワーク共有の名前。

注：Reporting Engineネットワーク共有構成リストにす

でに存在する名前でネットワーク共有構成を作成す

ることはできません。

マウント  パス ファイル転送に関連付けるパス( 場所) を指定します。

マウント  パスでは、事前に定義されたLinuxディレクトリ

構造を使用できます。たとえば、 /mnt/winなどです。   

注：「rsasoc」ユーザは、指定されたネットワーク共有

のマウント  パスへの読み取り/書き込み読み取り/書き

込みアクセス書き込みアクセス権を持っている必要が

あります。

クリックすると、マウント  パスの作成方法を表示できま

す。このポップアップには、マウント  パスを手動で作成す

る必要があることを示すメッセージが表示されます。

圧縮有効化 圧縮を有効化するには、このチェックボックスをオンにし

ます。デフォルト値は［有効］です。この値を有効にす

ると、出力ファイルの拡張子は「.zip」になります。

次の表には、Syslog、SFTP、URL、およびネットワーク共有のセクションで実行できる一般的な

操作を示しています。
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操作 説明

Syslog、SFTP、URL、ネットワーク共有構成を作成します。

Syslog、SFTP、URL、ネットワーク共有構成を削除します。

Syslog、SFTP、URL、ネットワーク共有構成を編集します。
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［ロゴの管理］タブ

サービスの［構成］ビュー＞［ロゴの管理］タブで使用可能な［ロゴの管理］オプションは、

Reporting Engineで使用するロゴを管理するために役立ちます。［ロゴの管理］タブは、ツール

バーを持つパネルとロゴをリストしたグリッドで構成されます。  

レポートで使用するロゴはアップロードできます。ロゴをアップロードした後、任意のロゴをデフォ

ルトのロゴとして設定できます。このロゴはスケジュール設定されたすべてのレポートで自動的に

使用されます。レポートのスケジュール設定を行う場合に、このタブで表示される他のロゴを

使って、レポートにカスタムのロゴを表示することもできます。詳細については、「レポート  ガイ

ド」の「［ロゴの選択］ダイアログ」トピックを参照してください。

サポートされている画像の形式は次のとおりです。

 l .jpg

 l .png

 l .gif  

ワークフロー
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実行したいことは何ですか?

ロール 実行したいこと 参照先

管理者 Reporting Engineへのデータ 

ソースの構成

データ ソースの構成  

管理者 Reporting Engineに対するデー

タ ソースの権限の構成

データ ソースの権限の構成

管理者 Reporting Engineのデータ プラ

イバシーの構成

Reporting Engineのデータ プライ

バシーの構成

管理者 レポート、チャート、アラートの

定義

レポート、チャート、アラートの定

義  

管理者 Reporting Engine設定の構成 Reporting Engine設定の構成

管理者 /SOCマネージャ ロゴの追加または削除* Reporting Engineの全般的な設

定の構成

管理者 /SOCマネージャ ロゴのリストの表示* Reporting Engineの全般的な設

定の構成

管理者 /SOCマネージャ デフォルトとしてのロゴの設定* Reporting Engineの全般的な設

定の構成

*これらのタスクはここで実行できます。

関連トピック

 l Reporting Engineの仕組み
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簡単な説明

注：アップロードするロゴは、500 KBを超えないようにする必要があります。このビューにアクセ

スするために必要な権限は、サービスの管理です。

1 使用できるすべての構成可能なタブが表示されます。

2 編集アクションが表示されます。

3 使用されているすべてのロゴが表示されます

4 使用されるデフォルトのロゴが表示されます。

［ロゴの管理］タブでは次のアクションを実行できます。

アイコン アクション

システムのローカル ディレクトリからReporting 

Engineに新しいロゴを追加します。

注：ロゴのサイズは500 KBを超えることはでき

ません。

次のファイル形式のロゴを選択する必要があ

ります。

 * .jpg
 * .gif
 * .png
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アイコン アクション

Reporting Engineからロゴを削除します。

注：( Ctrl+クリック) を実行することにより、複数

のロゴを選択して削除できます。

Reporting Engineのデフォルトのロゴを設定しま

す。NetWitness Suiteは、［レポートのスケジュー

ル設定］ビューの［ログ］パネルでこのロゴをデフォ

ルトとして使用します。

注：デフォルトのロゴが選択されていない場

合、ビルトインのRSAロゴが表示されます。
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