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Event Stream Analysisの概要

RSA NetWitness® SuiteESA( Event Stream Analysis) は、相関イベントや複雑なイベント処理

などの高度なストリーム解析を高スループットかつ低レイテンシで提供します。ESAでは、

Concentratorからの大量の雑多なイベント  データを処理することができます。

ESAの先進的なイベント処理言語によって、いくつもの異なるイベント  ストリームを対象に、フィ

ルタリング、集計、結合、パターン認識、相関を表現することができます。Event Stream 
Analysisによって、強力なインシデント検出やアラート通知を実装することができます。

次の図はデータ ワークフローの概略を示しています。

ESAホストで実行できるESAサービスは2つあります。

 l Event Stream Analysis( ESA相関ルール)

 l Event Stream Analytics Server( ESA Analytics)

Event Stream Analysisの概要 6
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最初のサービスは、ESAルールからアラートを作成するEvent Stream Analysisサービスです。これ

はESA相関ルールとも呼ばれ、手動で作成するか、Liveからダウンロードします。2番目のサー

ビスはESA Analyticsサービスで、自動脅威検出に使用されます。ESA Analyticsサービスで

は、自動脅威検出に事前構成済みのESA Analyticsモジュールが使用されるため、自動脅威

検出を使用するためにルールを作成またはダウンロードする必要はありません。

ESA Analyticsサービスは、QBA( クエリ ベースの集計) を使用して、ESA Analyticsモジュールの

フィルタ処理されたイベントを、Concentratorから収集します。モジュールが必要なデータのみが、

ConcentratorとESA Analyticsシステム間で転送されます。たとえば、C2 for Packets( http-
packet) のようなSuspicious Domains ESA Analyticsモジュールを使用すると、ESA Analytics
サービスは、HTTPトラフィックを調べ、ご使用の環境に悪意のあるアクティビティが発生している

可能性を判別できます。

7 Event Stream Analysisの概要
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ESA相関ルールの構成

このトピックでは、Event Stream Analysisサービスを用いたRSANetWitness Suite ESA( Event 
Stream Analysis) 相関ルールを構成するタスクの概要について説明します。

前提条件

以下について確認します。

 l ネットワークにEvent Stream Analysisサービスがインストールされていること。

 l ネットワーク環境にConcentratorが少なくとも1つインストールされ、構成されていること。

手順

注：ESAでは、SSLポート ( 50030) のみを使用できます。非SSLポートを構成するためのオプ

ションはありません。

Event Stream Analysisを構成するには、次の手順に従います。

タスク 参照

 1. Event Stream Analysisサービスに

Concentratorをデータ ソースとして追加しま

す。  

「ステップ1. ESAサービスへのデータ ソースの追

加

 2. Event Stream Analysisサービスの通知を構

成します。

「ESAを使用したアラート  ガイド」の「通知

方法」を参照してください。

 3. Liveを使用してEvent Stream Analysisコンテ

ンツをダウンロードします。

「Liveリソース管理ガイド」の「Liveの［検

索］ビュー」を参照してください。

 4. ( オプション) Event Stream Analysisサービス

の詳細な構成を行います。

「ステップ2. ESAサービスの詳細設定の構成」

結果

Event Stream Analysisサービスが構成され、イベント処理およびアラートに必要なESAルールを

追加できます。ESAルールの追加については、「ESAを使用したアラート  ガイド」の「ルール ライ
ブラリへのルールの追加」を参照してください。

ESA相関ルールの構成 8
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ステップ1. ESAサービスへのデータ ソースの追加

このトピックでは、Event Stream Analysisサービスに新しいデータ ソースまたは既存のデータ ソー

スを追加する方法について説明します。

ESAサービスは、Concentratorからデータを取得してインシデントを検出し、ユーザにアラートを通

知します。ESAがデータを解析するためには、ESAがデータを読み取るためのソースを構成する

必要があります。このトピックの手順に従って、ESAにデータ ソースを追加してください。

前提条件

NetWitness Suiteに、Concentratorが少なくとも1つ構成されている必要があります。

NetWitness SuiteにEvent Steam Anaysisサービスをインストールし、実行している必要がありま

す。

データ ソースを追加するには、次のステップを実行する必要があります。

 l 使用可能なデータ ソースの追加

 l データ ソースのユーザ名とパスワードの指定  

手順

既存のサービスをデータ ソースとして追加する

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

［サービス］ビューが表示されます。

 2. ［サービス］ビューで、ESAサービスを選択し、 ＞［表示］＞［構成］を選択します。

 3. ［データ ソース］タブの をクリックします。

使用可能なサービスが表示されます( 下図) 。

9 ESA相関ルールの構成
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 4. 1つ以上のConcentratorを選択し、［OK］をクリックします。

［データ ソース］タブのサービスのリストにサービスが追加されます。

 5. ( オプション) ［有効］をクリックして、データ ソースを有効化します。

 6. ［適用］をクリックして構成を保存します。

データ ソースのユーザ名とパスワードの指定

注：ESAのデータ ソースにはLog Decoderを追加することもできますが、Decoderには、集計に

関係のない他の処理も存在します。集計されたデータに対する分析を最大限に活かすため

に、RSAはConcentratorを追加することを推奨します。  

データ ソースのユーザ名とパスワードを指定するには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

［サービス］ビューが表示されます。

 2. ［サービス］ビューで、Concentratorサービスを選択します。  

 3. をクリックします。

 4. ユーザ名とパスワードを指定します。

 5. ［保存］をクリックします。

ステップ2. ESAサービスの詳細設定の構成

このトピックでは、Event Stream Analysisサービスの詳細設定を構成する手順について説明し

ます。

ESAサービスの［詳細］ビューでは、パフォーマンスの調整、複数イベントが対象となるルールで

のイベント保持、メモリでのイベントのバッファリング、ESAに格納するイベント数などの詳細設定

を構成することができます。

手順

詳細設定の構成

ESAサービスの［詳細］ビューを表示して詳細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。

［サービス］ビューが表示されます。

 2. ［サービス］ビューでサービスを選択し、 ＞［表示］＞［構成］を選択します。

 3. ［詳細］タブを選択します。

［詳細］ビューが表示されます。

ESA相関ルールの構成 10
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アラート  エンジンの設定の構成

［アラート  エンジン］セクションでは、複数のイベントが選択されるルールに関して、イベントの保

持に関する設定を構成します。

注：10.5にアップグレードした後、以前に有効化した［ルールのデバッグ］オプションは無効化さ

れます。このオプションはアップグレード後に有効化する必要があります。  

次の図に、［アラート  エンジン］セクションを示します。

アラート  エンジンの設定を構成するには:

 1. ［アラート  エンジン］セクションで、［最大イベント要素数］の値を指定します。デフォルト値は

100です。

 2. ［ルールのデバッグ］を選択してルールのデバッグを有効にします。

 3. アラートをメッセージ バスおよびRespondに送信するには、［メッセージ バスでアラートを転

送］オプションを選択します。

 4. 評価版ルールがメッセージ バスに転送するアラートの最大数を指定するには、［評価版

ルールの1秒あたりの最大アラート数］を選択します。デフォルト値は10です。

 5. ［適用］をクリックすると、変更内容が保存され、直ちに有効になります。

注：［アラート  エンジン］セクションのパラメータの詳細については、ESAの［詳細］ビューの「ア

ラート  エンジンの設定」を参照してください。

イベント  ストリーム エンジンの設定の構成

［イベント  ストリーム エンジン］セクションでは、パフォーマンスを調整するための値を指定します。

次の図に、［イベント  ストリーム エンジン］セクションを示します。

11 ESA相関ルールの構成
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イベント  ストリーム エンジンの設定を構成するには:

 1. ［イベント  ストリーム エンジン］セクションで、［パターン副次式の最大数］を指定します。

 2. ［適用］をクリックすると、変更内容が保存され、直ちに有効になります。

注：［イベント  ストリーム エンジン］セクションのパラメータの詳細については、ESAの［詳細］

ビューの「イベント  ストリーム エンジンの設定」を参照してください。

ESA相関ルールの構成 12
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ESA Analyticsの構成

このセクションでは、ESA AnalyticsサービスでRSA NetWitness® Suite自動脅威検出を構成す

るタスクの概要について説明します。自動脅威検出機能では、事前構成済みのSuspicious 
DomainsのようなESA Analyticsモジュールを使用して、1つ以上のConcentrator上に存在する

データを分析できます。たとえば、  Suspicious Domainsモジュールを使用すると、ESA Analytics
サービスは、HTTPトラフィックを調べ、ご使用の環境に悪意のあるアクティビティが発生している

可能性を判別できます。

ESAホストで実行できるESAサービスは2つあります。

 l Event Stream Analysis( ESA相関ルール)

 l Event Stream Analytics Server( ESA Analytics)

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

はESA相関ルールとも呼ばれ、手動で作成するか、Liveからダウンロードします。2番目のサー

ビスはESA Analyticsサービスで、自動脅威検出に使用されます。本セクションで構成方法を

説明します。ESA Analyticsサービスでは、自動脅威検出に事前構成済みのESA Analyticsモ
ジュールが使用されるため、このサービスを使用するためにルールを作成またはダウンロードする

必要はありません。

使用可能なESAモジュールは現在2つあり、どちらもSuspicious Domainsで使用します。

 l C2 for Packets( http-packet)

 l C2 for Logs( http-log)

Whoisルックアップ サービスの構成

RSANetWitness Suite自動脅威検出機能では、事前構成済みのESA Analyticsモジュールを

使用して、データ ソースを自動的に分析できます。ESA Analyticsモジュールは、数学的計算

を使用して追加情報でイベントを拡充するアクティビティ オブジェクトのパイプラインです。ESA 
Analyticsサービスでは、これらのモジュールを処理して高度な脅威を特定します。

Whoisルックアップ サービスの構成は、Suspicious Domainsモジュールの動作に必要です。

注：( 重要) RSAでは、自動脅威検出のスコアリングの精度を高めるために、Whoisルックアッ

プ サービスを構成することを強く推奨しています。

前提条件

 l Whois Lookupサービスを使用するには、RSA Liveアカウントが必要です。

 l 管理＞［サービス］ビューでESA Analytics Sserverサービスを使用可能にする( 緑色の丸いア

イコンが表示されている) 必要があります。  

13 ESA Analyticsの構成
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［Liveサービス］パネル( ［管理］＞［システム］＞［Liveサービス］) でLiveアカウントを構成した場

合は、Whoisルックアップ サービスが自動的に構成されます。Whoisルックアップ サービスの接続

を確認する必要があります。

注：RSA Liveアカウントを持っていない場合は、RSA Live登録ポータル(
https://cms.netwitness.com/registration/) で作成できます。

「Liveサービス管理ガイド」に追加情報が記載されています。

Whoisルックアップ サービスの構成

 1. 管理＞［システム］に移動します。

 2. ［オプション］パネルで、［Whois］を選択します。

 3. ［Whois Lookupサービスの構成］パネルで、Whois Lookupサービスが接続されているかどう

かを確認します。接続されているサービスの場合は、パネルの下部、［Connected］の横に

緑色の丸いアイコンが表示されます。

ESA Analyticsの構成 14
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接続されている場合は、構成が完了しているため、残りのステップをスキップして構いませ

ん。詳細設定を調整するには、ステップ5に進みます。

サービスが接続されていない場合は、ステップ4に進みます。

 4. ［Liveユーザ名］と［Liveパスワード］フィールドに、RSA Liveアカウント認証情報を入力して

RSA Whoisサーバにアクセスします。

 5. 必要に応じて、詳細設定を調整することができます。ただし、RSAでは、デフォルト値の使

用を推奨しています。詳細は「Whoisルックアップ サービスの構成」を参照してください。

 6. ［接続のテスト］をクリックして接続をテストします。  
接続に成功すると、［Connected］の横に緑色の丸いアイコンが表示されます。

 7. ［Apply］をクリックして、変更内容を保存します。

15 ESA Analyticsの構成
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ESAデータ ソースのAnalyticsモジュールへのマッピング

このトピックでは、管理者が特定のESA Analyticsモジュールをデータ ソースやESA Analytics
サービスにマッピングする方法を説明します。これによりプロセスがより効果的になります。

事前構成済みのESA Analyticsモジュールを選択すると、RSANetWitness Suite自動脅威検

知機能を使用して、1つ以上のConcentrator上に存在するデータを分析できます。これらのモ

ジュールによって分析されたデータは、高度な脅威の特定に使用されます。複数のデータ ソー

ス( Concentratorなど) を複数のESA Analyticsサービスに割り当てると、データの処理効率が高

まり、追加の容量を利用できるようになるため、ネットワーク リソースを有効に活用し、不要な

データ フローを削減することにつながります。

ESA Analyticsモジュールは、数学的計算を使用して追加情報でイベントを拡充するアクティビ

ティ オブジェクトのパイプラインです。ESA AnalyticsモジュールはESA Analyticsサービス内に配

置されています。

マッピングを導入すると、選択されたESA Analyticsサービスは、クエリ ベースの集計を使用し

て、選択したモジュールのフィルタ処理された適切なイベントを、Concentratorから収集します。

クエリ ベースの集計とは、選択したESA Analyticsモジュールのデータのみを転送する定義済み

のクエリのことです。モジュールが必要なデータのみが、ConcentratorとESA Analyticsシステム間

で転送されます。

Suspicious Domainsで使用可能なESAモジュールは現在2つあります。C2 for Packets( http-
packet) とC2 for Logs( http-log) です。

モジュールのデプロイ例：ESAが2つの場合

Concentratorを追加した利点を生かすために、ESA AnalyticsモジュールをESA Analyticsサービ

スにマッピングして導入し、複数のデータ ソースからのデータを同時に分析できるようにします。

たとえば、Concentratorが3つ、ESA Analyticsサービスが2つある場合、次のマッピングを作成し

導入することができます。

 l モジュール1は、Concentrator 1と2のソース、およびESA Analyticsサービス1にマッピングしま

す。ESA Analyticsサービス1は、モジュール1がフィルタリングするConcentrator 1と2からのイベン

トを分析します。

 l モジュール2は、Concentrator 2と3のソース、およびESA Analyticsサービス2にマッピングしま

す。ESA Analyticsサービス2は、モジュール2がフィルタリングするConcentrator 2と3からのイベン

トを分析します。

この例では、モジュール1はC2 for Packets( http-packet) のようなESA Analyticsモジュールを表

し、モジュール2は別のロケーションにあるC2 for Logs( http-logs) のような別のESA Analyticsモ
ジュールを表します。
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この例では、両方のサービスが同じConcentratorからのデータを処理します。ESA Analyticsサー

ビス1と2の両方がConcentrator 2からのデータを処理することに注意してください。ESA Analytics
サービス1はモジュール1のイベント  データのクエリを、ESA Analyticsサービス2はモジュール2の異

なるイベントデータのクエリを投げます。

モジュールのデプロイ例：ESAが1つの場合

異なるESA Analyticsサービスで処理するようにモジュール マッピングを作成する以外にも、1つ
以上のモジュールを同じESA Analyticsサービスにマッピングすることもできます。

たとえば、Concentratorが3つ、ESA Analyticsサービスが1つの場合、次のマッピングを作成し導

入することができます。

 l モジュール1は、Concentrator 1と2のソース、およびESA Analyticsサービス1にマッピングしま

す。ESA Analyticsサービス1は、モジュール1がフィルタリングするConcentrator 1と2からのイベン

トを分析します。

 l モジュール2は、Concentrator 2と3のソース、およびESA Analyticsサービス1にマッピングしま

す。ESA Analyticsサービス1は、モジュール2がフィルタリングするConcentrator 2と3からのイベン

トも分析します。
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この例では、複数のモジュールからのデータを1つのサービスで処理する方法を示します。ESA 
Analyticsサービス1がConcentrator 1と2からのModule 1のデータを処理することに注意してくださ

い。Concentrator 2と3からのModule 2のデータも処理します。ESA Analyticsサービス1はモジュー

ル1のイベント  データのクエリと、モジュール2の異なるイベントデータのクエリを投げます。

注意：NetWitness Suiteホスト  サービスが、整合性のとれたタイム ソースと同期していることを

確認してください。

前提条件

 l NetWitness Suiteホスト  サービスは、整合性のとれたタイム ソースと同期している必要があり

ます。

 l Concentratorホストとサービスは、NetWitness Suiteユーザ インターフェイスで検出および使用

可能である必要があります。

 l すべてのモジュール固有の要件に従う必要があります。

 l Suspicious Domains( 不審なドメイン) の場合：

 l ログ設定の構成( Suspicious Domains for Logsの場合のみ)

 l Context Hubサービスを使用してホワイトリストを作成します。

 l Whoisルックアップ サービスの構成。
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 l C2のインシデント  ルールが有効になっていることを確認し、アクティビティを監視します。

 l インシデントがSuspected C&Cでグループ化されていることを確認します。

詳細な手順については、「NetWitness Suite自動脅威検出ガイド」を参照してください。

ESA Analyticsマッピングの作成

ソースとサービスにESA Analyticsモジュールをマッピングする方法を、次の手順で説明します。

マッピングを作成し確認した後で、データの集計を開始できるようデプロイします。

 1. ［管理］＞［システム］に移動して、オプション パネルで［ESA Analytics］を選択します。

［ESA Analyticsマッピング］パネルが表示されます。

 2. をクリックしてESA Analyticsマッピングを作成します。モジュールごとに個別のマッピングを

作成します。
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［マッピングの作成］ダイアログが表示されます。

 3. ［モジュール］リストでモジュールを選択します。

 4. マッピング用に1つ以上のデータ ソース( Concentrator) を構成します。構成では、次の内容

を実行します。

 a. をクリックします。

［使用可能なソース］ダイアログ ボックスに、［管理］＞［サービス］ビューの使用可能な

データ ソースが表示されます。
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 b. ［使用可能なソース］ダイアログで［Concentrator］を選択し、［OK］をクリックします。

［ソースの追加］ダイアログが表示されます。

 c. ［ソースの追加］ダイアログで、Concentrator管理者のユーザ名とパスワードを入力しま

す。

 d. ［接続のテスト］をクリックして、ESA Analyticsサービスと通信できることを確認します。

 e. ［OK］をクリックします。

データ ソースを構成して［ソース］リストに表示されるようになると、マッピングを追加する

際に再利用できます。

 5. ［ソース］リストで、モジュールのデータを集計するデータ ソースを1つ以上選択します。  

緑色で塗り潰された丸は実行中のサービスを、白色の丸は停止中のサービスを示します。

 6. ［サービス］リストで、モジュールのデータを処理するESA Analyticsサービスを選択します。
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 7. 必要に応じて、選択したConcentratorのデータをクエリするために使用される時刻を指定し

ます。

フィー

ルド
説明

ウォー

ムアッ

プ期

間

( 時
間)

ウォーム アップ期間( 時間単位) を指定します。ウォーム アップ期間は、自動脅

威検出にトラフィックを「学習」させるために必要です。典型的なトラフィックが実

行されているときに、ウォーム アップ期間を実行する必要があります。この期間

中、モジュール マッピングのアラートは抑制されます。ウォームアップ期間は、履歴

データをモジュールに供給して、指定された時間分のデータ コレクションがアラート

の送信前に完了することを保証します。

RSAでは、事前構成済みのESA Analyticsモジュールを提供します。各モジュー

ル タイプには、デフォルトのウォーム アップ期間が定義されていて、必要に応じ、

環境に合わせて調整できます。このウォーム アップ期間後にアラートを表示でき

ます。

ウォーム アップ期間と遅延時間の詳細については、「モジュール設定」を参照して

ください。
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フィー

ルド
説明

遅延

時間

( 分)  

負荷の高いアクティビティの期間中にデータ ソースによって処理されているイベント

を失わないようにするために追加される、固定長の遅延時間を分単位で指定し

ます。たとえば、Concentratorのパフォーマンスは、受け取る負荷、実行するクエ

リ、インデックス作成などの要因によって異なります。これらの要因により、

Concentratorはイベントをリアルタイムで集計できないことがあり、これが遅延につ

ながります。

遅延パラメータを設定すると、Concentratorが全データの集計を完了することが可

能になります。

ウォーム アップ期間が完了すると、データの集計は現在の( システム) 時間  - 遅
延時間で継続されます。この設定は、Concentratorによるデータの集計が低速の

場合に役立ちます。遅延時間により、モジュールが遅延時間のタイム ウィンドウ

内にConcentratorに到着するデータを処理しないことが保証されるため、エンター

プライズで生成されたすべてのイベントを確実にモジュールで処理できる適切な

遅延が生じます。

たとえば、遅延時間が30分、現在の時間が午後2時00分の場合、Concentrator
はレコードの受信を午後1時30分に開始します。遅延時間のタイム ウィンドウ、

この例では30分が、時間の先行分として常に残ります。現在の時間が午後2時
01分に進むと、Concentratorは次の1分である午後1時31分のデータを取得しま

す。以降も同様です。

重要：遅延時間では、現在の時間とモジュールがデータを取得する時間の間の

バッファを定義します。

注意：RSAでは、イベントを集計中に欠落させないように、管理者が個々の

Concentratorのパフォーマンスに基づいて動的に遅延時間パラメータを調整する

ことを推奨しています。

ウォーム アップ期間と遅延時間の詳細については、「モジュール設定」を参照して

ください。

 8. ［作成］をクリックします。

作成したマッピングが既存のマッピングの一覧の中に、［導入解除］のステータスで表示され

ます。  
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重要：モジュールを開始してデータの集計を開始するには、デプロイする必要があります。

ESA Analyticsマッピングの導入

マッピングを作成した後、モジュールのデータの集計を開始するためにマッピングを導入する必

要があります。

 1. マッピングの一覧で、デプロイしたいマッピングのステータスが［導入解除］であることを確認し

ます。

 2. ［導入解除］ステータスのマッピングを1つ以上選択して、［Deploye Now］を選択します。  
［導入解除］ステータスの選択したすべてのマッピングが、マッピングに構成されているデータ

の集計を開始します。マッピングのステータスが［導入済み］に変化します。

すでに導入済みのマッピングを導入することはできません。

マッピングの更新

1つのモジュールに可能なマッピングは1つだけです。Concentratorの追加や削除、サービスの変

更など、導入済みのマッピングに変更を加える場合は、既存のマッピングの導入を解除して削

除し、そのモジュールの新しいマッピングを作成して導入する必要があります。

次の更新は、導入済みのマッピングを削除することなく更新できます。

 l マッピングの導入の解除

 l ウォーム アップ期間と遅延時間の変更  

導入されていないモジュール マッピングのウォーム アップ期間と遅延時間を変更できます。

マッピングの導入の解除

モジュール マッピングのデータ集計を停止したいがマッピングを削除したくない場合、導入を解

除できます。後で導入するオプションが与えられます。マッピングの導入を解除すると、指定した

ESA Analyticsサービスが、そのモジュールのデータ ソースからのデータ受信を停止します。
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注意：ステータスが［導入済み］のマッピングの導入を解除すると、そのモジュールのデータ集

計が影響を受けます。

マッピングの導入を解除するには、次の手順を実行します。

 1. ［ESA Analyticsマッピング］パネルで、導入を解除したいマッピングを選択します。

 2. ［アクション］列で、 ＞［導入の解除］を選択します。  

ステータスが［導入済み」から［導入解除」に変化してデータの集計が停止します。

マッピングの削除

［導入解除］ステータスのマッピングは任意の時点で削除することができます。［導入解除］状

態のマッピングは実行されていないため、データの集計に影響しません。

削除する前に［導入済み］ステータスのマッピングの導入を解除する必要があります。マッピング

の導入解除や削除をすると、ESAサーバの構成がクリアされ、そのマッピングの導入環境が復

元されて、そのモジュールのデータ ソースからのデータ取得が停止されます。

注意：マッピングの導入解除や削除をすると、そのモジュールのデータ集計が影響を受けま

す。

マッピングを削除するには、次の手順を実行します。

 1. ［ESA Analyticsマッピング］パネルで、削除したいマッピングを選択します。一度に削除でき

るマッピングは1つだけです。

 2. をクリックします。

ウォーム アップ期間と遅延時間の変更

特定のモジュール マッピングのウォーム アップ期間を調整したい場合があります。たとえば、

ウォーム アップ時間が完了した後で、ウォーム アップ期間の設定を長くしてウォーム アップ期間

を追加することができます。モジュール マッピングがウォーム アップ期間中でもウォーム アップ期

間を長くできます。

必要に応じて、モジュールの遅延時間を変更できます。遅延時間では、現在の( システム) 時
間とモジュールがデータを取得する時間との間のバッファを定義します。

 1. ［ESA Analyticsマッピング］パネルで変更するマッピングを選択し、［アクション］列で［

］＞［モジュールの編集］を選択します。  
［モジュール設定］ダイアログに選択したモジュール、ESA Analyticsサービス、データ ソースの

マッピングが表示されます。ESAとの通信に使用されるURLがデータ ソースに表示されま

す。
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 2. ［ウォーム アップの状態］セクションを再確認して、現在のウォーム アップ状態を判別しま

す。

 l Warm Up Started At：最初のイベントが、データ ソースからESA Analyticsモジュールに

よって処理された時刻。

 l First Event Time：最初のイベントが発生した時刻。ウォーム アップ期間は、この時刻に

基づきます。

 l Latest Event Time：直近のイベントが発生した時刻。

 l Remaining Warm Up Time：ウォーム アップ期間の残りの時間数。

 l 完了？  ウォーム アップ期間が完了しているかどうかを示します。［true］の場合は、ウォー

ム アップ期間は完了しています。［false］の場合は、モジュールはまだウォーミング アップ

中で、［残りのウォーム アップ時間］フィールドに、残りの時間数を表示することができま

す。

 3. ［構成］セクションでは、ウォーム アップ時間が完了しているかどうかに依存する［ウォーム 
アップ時間( 時間) ］を更新できます。

 l ウォーム アップ期間中：ウォーム アップ期間に時間を追加できます。また、残りのウォーム 
アップ時間を減らすことができます。

 l ウォーム アップ期間完了後：現在の時間と最初のイベント時刻の差を追加する時間に

追加することで、ウォーム アップ期間に時間を追加することができます。

たとえば、10時間のウォーム アップ期間が完了して、最初のイベント時刻が12時00分00
秒を示しています。現在の時間は16時00分00秒( 4時間後) で、ウォーム アップ時間にさ

らに5時間を追加するとします。これには、10時間のウォーム アップ期間に9時間分

( 4+5=9) を追加する必要があるため、新しいウォーム アップ期間を19時間に設定しま

す。
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マッピングを削除して新しいマッピングを作成しない限り、ウォーム アップ期間が完了して

いる場合に、ウォーム アップ期間を減らすことはできません。

 4. 必要に応じて［遅延時間( 分) ］を調整し、マッピングのConcentratorがすべてのデータ集計

を完了させるための付加的な時間を用意することができます。

 5. ［保存］をクリックします。  
変更はすぐに反映されません。設定を反映させるには、マッピングの導入を解除してから再

導入する必要があります。

 6. マッピングの導入を解除するには、［ESA Analyticsマッピング］パネルで導入解除するマッピ

ングを選択し、 ＞［導入解除］を選択します。  

選択したマッピングのデータの集計を停止します。

 7. マッピングを再導入するには、導入するマッピングを選択し、 ＞［導入］を選択します。  

選択したマッピングが展開され、マッピングに構成されているデータの集計を開始します。
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ESA相関ルールのその他の処理手順

このトピックは、ESA相関ルール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

処理手順をまとめたものです。

ESAの初期設定後の特定のタスクを実行する手順については、このセクションを参照してくださ

い。

 l 評価版ルールのメモリ閾値の変更

 l メモリ プールを使用するESAの構成

 l 収集の時間順序を使用するESAの構成

 l ESAサービスの起動、停止、再起動

 l 監査ログとESAコンポーネントのバージョンおよびステータスの確認

評価版ルールのメモリ閾値の変更

この処理手順は省略可能で、ESA相関ルールにのみ適用されます。

管理者は、評価版ルールのメモリの閾値を増減できます。閾値とはESAのメモリの使用量を指

します。これにはESAベース メモリ、評価版ルール、非評価版ルールが含まれます。閾値を超

えると、ESAサービス上に導入されている評価版ルールすべてが無効になります。  

評価版ルールを使用して、ルールが効率的に実行されているか、またメモリを使いすぎていな

いかどうかを確認します。効率性に問題があると、パフォーマンスに影響を及ぼしたり、サービス

が強制的にシャットダウンしたりする場合があります。

デフォルトのメモリの閾値は85です。これは、JVM( Java仮想メモリ) のパーセンテージです。

 l メモリの閾値はESAあたりの値です。ルールあたりの値ではありません。

 l メモリの閾値を超えると、ESAで実行されているすべての評価版ルールが自動的に無効に

なります。  

 l ESA構成には、次の2つの評価版ルール パラメータが含まれます。

 l MemoryThresholdforTrialRules

 l MemoryCheckPeriod( デフォルト値は300秒)

詳細については、「ESAを使用したアラート  ガイド」の「評価版ルールの使用」を参照してくださ

い。

前提条件

管理権限のロールが割り当てられている必要があります。
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手順

 1. NetWitness Suiteにadminでログオンします。

 2. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 3. ESAサービスを選択して、 ＞［表示］＞［エクスプローラ］を選択します。

 4. 左側のパネルで、［CEP］＞［Module］＞［Configuration］を選択します。

 5. 右側のパネルの［MemoryThresholdForTrialRules］に、ESAの評価版ルールにおける

JVMの上限のパーセンテージを入力します。

新しいメモリの閾値はすぐに有効になります。

メモリ プールを使用するESAの構成

この処理手順は、ESA Correlation Rulesにのみ適用されます。

管理者は、メモリ プールを使用するようにESAを構成できます。メモリ プールは、ESAのルール

によって保持されるイベント用にカスタマイズした仮想メモリの実装です。これは、ルールの機能

を飛躍的に拡張するのに役立ちます。長い期間を対象とするルールまたは非常に複雑なルー

ルを作成する場合は、メモリをより効率的に処理するために、メモリ プールを使用できます。メ

モリ プールを使用すると、すべてのイベントをメモリ内に保持するのではなく、ディスクに書き込む

ことができます。複雑なルールが存在したり、ルールが長期のタイム フレームにわたる場合は、

大量のイベントをメモリ内に保持しなければならないため、これが役立ちます。

メモリ プールは、非バッチ モードまたはバッチ モードで実行するように構成できます。

 l 非バッチ モード：非バッチ モードでは、イベントがメモリ プールに入ると、ディスクに書き込まれ

ます。非バッチ モードを構成するには、［MapPoolBatchWriteSize］属性を1に設定します。
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非バッチ モードは、メモリ スパイクを発生することなく、各イベントが配置され、個々にフェッチ

されるため、より安定したソリューションを提供します。

 l バッチ モード：バッチ モードでは、イベントがバッチにグループ化され、ディスクに書き込まれま

す。バッチ モードを構成するには、バッチ サイズ属性［MapPoolBatchWriteSize］を1より大

きい値に設定します。バッチ モードでは、ディスクにイベントを配置するためのディスク アクティ

ビティが最適化されるため、パフォーマンスが向上します。

注：これらの設定を変更した場合は、ESAを再起動する必要があります。ESAを再起動す

ると、現在メモリ プールでイベントが保持されている場合は、再起動時にイベントが破棄され

ます。  

注意：この機能はメモリの管理に非常に役に立ちますが、ESAのイベント処理速度に影響

する場合があります。  ルールや構成の設定に応じて、パフォーマンスが10～30%の影響を受

ける可能性があります。

ワークフロー

次の図は、バッチ モードのメモリ プールを使用するデータ フローを示します。

 1. イベントはメモリ プールに追加され、イベントへの参照がメモリ プールに格納されます。

 2. イベントは、ディスクに送信するバッチ単位にまとめられます( 非バッチ モードでは、このステッ

プはスキップされます) 。
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 3. バッチが閾値に達すると、イベントがディスクに書き込まれます( 非バッチ モードでは、閾値

は必要ありません) 。

 4. EPLがディスクに書き込まれたイベントを要求すると、そのイベントはキャッシュに送信され、

EPLルールで使用されます。  

手順

ESAメモリ プールを構成するには、次のステップを完了します。  

 1. ［管理］＞［サービス］に移動してESAサービスを選択し、 ＞［表示］＞［エクスプロー

ラ］を選択します。  

 2. ［CEP］＞［EsperPool］＞［Configuration］を選択します。

 3. 次のフィールドの値を入力します。

属性 説明 構成  

MapPoolPersistenceURI メモリ プール ファイ

ルを格納する場

所。

デフォルト値は/opt/rsa/esa/pool/esperPool
です。RSAでは、デフォルト値は変更しない

ことをお勧めします。

 別のパーティションを使用するようにこの設

定を変更する場合、パーティションには、

ESA用に割り当てられているメモリの少なくと

も10倍以上の領域があることを確認しま

す。

注意：メモリ プールを使用中にこのパスを

変更した場合は、ESAの再起動が必要

です。この状況が発生した場合、ESAで

は格納されているイベントを破棄しませ

ん。そのため、手動でそれらをパージする

必要があります。

MapPoolEnable メモリ プールを有

効または無効に

します。

デフォルト値はfalseです。メモリ プールを有

効にするには、この値をtrueに設定します。   

メモリ プールを有効または無効に切り替え

た場合は再起動が必要です。
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MapPoolFlushIntervalSecs イベントをディスク

にフラッシュする時

間間隔。  たとえ

ば、Esperで15分
以上保持されて

いるイベントがディ

スクにフラッシュさ

れます。

デフォルト値は15分です。メモリに大量のイ

ベントを保持するEPLがある場合は、値を

小さくすると、ESAがより安定するようになり

ます。  値を大きくすると( 30分以上) 、長期

間必要とされる関連イベントのみがディスク

にフラッシュされるようになります。  

注：Javaメモリ管理のデザイン上、EPLで
保持していないイベントがディスクに送信

されることがあります。  これが発生しないよ

うに、MapPoolFlushIntervalSecsの値を大

きく設定することができます。

MapPoolBatchWriteSize バッチ サイズ( お
よびバッチ モード

を使用するかどう

か) を指定しま

す。イベントがバッ

チ単位にグループ

にまとめられ、ディ

スクにフラッシュさ

れます。

非バッチ モードを

使用するには、こ

の値を1に設定し

ます。  

バッチ モードを使

用するには、この

値を1より大きい

値に設定します。

デフォルトのバッチ サイズは100,000イベント

です。フラッシュ間隔の最後に、バッチの容

量に達していない場合、バッチの有効期限

は30秒で切れ、バッチのすべてのコンテンツ

はメモリ プール ファイルとしてディスクに書き

込まれます。

バッチ サイズの値を小さくすると( たとえば、

10,000イベント ) 、イベントがディスクからフェッ

チされるときにメモリが肥大化するリスクが生

じないため、より安定します。ただし、バッチ 
サイズを大きくすると( 100,000イベント ) 、イベ

ントをディスクに書き込む際の入力 /出力ア

クティビティが最小限に抑えられるため、パ

フォーマンスが向上します。  

MapPoolMinSize メモリ プールの最

小サイズ。この値

は初期化に使用

されます。このた

め、通常はこの値

を編集する必要

はありません。  

デフォルト値は10,000イベントです。値を大

きくすると、パフォーマンスが向上する場合が

あります。  値を小さくすると、システムがより

安定するようになります。  
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MapPoolPersistType これは表示のみ

のパラメータで、

使用されている

最適化のタイプを

表示します。  

 デフォルト値はRMSerializeです。  

注：この機能の有効性は、ご使用の環境によって異なります。一定期間にイベントの頻繁

なアクセスを必要とするルールを作成する場合、この機能によって、パフォーマンスが低下す

るだけで、スケーラビリティは全く向上しないかごくわずかしか向上しない可能性があります。

プール ファイルに保持されているすべてのイベントがEPLによって参照されなくなったときに、メ

モリ プール ファイルが削除されます。  

結果

シンプルなEPLルールの場合、ESAでは通常、メモリが約8～9倍改善されます。

収集の時間順序を使用するESAの構成

この処理手順は、ESA Correlation Rulesにのみ適用されます。

管理者は、複数のConcentratorをソースとして使用する場合に、収集の時間順序を使用する

ようにESAを構成することができます。  

デフォルトでは、ESAはESAタイム スタンプ( ESAがイベントを受信する時間) を使用してイベン

トを関連づけます。ただし、ESAは、収集時間( パケットまたはログ イベントがDecoderに到達し

た時刻) に基づいたセッション順序もサポートしています。この機能は、複数のConcentratorから

のイベントを関連づけている場合に便利です。ソースとして複数のConcentratorがある場合、そ

のセッションは時間順序によって収集時間で関連づけられるようになります。これにより、同時

に収集されたセッションが関連づけられ、転送が遅延した場合でも、ユーザの期待通りのアラー

トとなります。いずれかのソースがオフラインになるか、セッションの送信が遅れた場合、ESAは

一時停止して、収集タイム スタンプが同じセッションを関連づけます。

たとえば、午前10:00に発生するイベントを含む2つのソースがあります。収集の時間順序を使

用すると、これらのイベントは、午前10:00に発生するすべてのイベントがバッファに追加されたこ

とをESAが検出するまで、バッファに保持されます。すべてのイベントが到着したら、EPLルール

を使用してイベントが処理されます。これによってルールは、同じタイム スタンプを持つ、さまざま

なソースのすべてのイベントを有することになり、正しい結果を得られます。たとえば、ある

Concentratorが別のConcentratorよりも遅延する場合、ESAはタイムスタンプが午前10:00のすべ

てのイベントが両方のソースから到着するまで一時停止した後、イベントに対してEPLルールを

実行します。  
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注意：この機能は精度が向上しますが、パフォーマンスに影響します。ESAのデフォルト構成

により、データは絶えずストリーミングしていますが、収集の時間順序ではバッファを使用する

ため、イベントの処理に時間がかかるようになります。バッファがいっぱいになるのを待つ間、

ESAが一時停止しなければならない場合は、特にこれが当てはまります。この状況に対処

するために構成可能な複数のパラメータがあります( 下記参照) 。ただし、それでもパフォーマ

ンスに影響する可能性があります。  

デフォルトでは、この機能は無効です。

収集の時刻順序のワークフロー

次の図は、収集の時間順序が有効であるときのワークフローを示します。  

 1. イベントは、Decoderによって収集されたときのタイム スタンプが付きます。

 2. Concentratorの処理の後にイベントがバッファされ、順序が決まります。バッファ サイズは、2つ
のパラメータ、MaxEPSExpectedPerSource( ESAが受信するソースあたりのトラフィックの推定

最大ボリューム( EPS) ) とTimeOrderHoldWindow( すべてのソースからイベントが到達するま

でに許容される時間) を掛けて計算されます。

 3. 順序づけされたイベントは、次にEPLルールで正しく関連づけられます。  
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前提条件

複数のConcentratorは、ESAでは1つのデータ ソースとして構成する必要があります。

StreamEnabledパラメータがtrueに設定されている場合に重要なことは、コア サービスを実行し

ているすべてのマシンがNTPで同期された状態でなければならない点です。  

手順

次の手順では、収集の時間順序を有効化して構成する方法を説明します。

バッファリングと収集の時間順序の有効化

注：アップグレード後、またはEPSの高い環境でメリットを実感できるようにするには、データ

ソースを再度追加する必要があります。または、収集の時間順序を有効にする前に、セッ

ションが追いつくまで待つ必要があります。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動してESAサービスを選択し、 ＞［表示］＞［エクスプロー

ラ］を選択します。  

 2.  ［Workflow］＞［Source］＞［nextgenAggregationSource］に移動します。

 3. ［StreamEnabled］属性をtrueに設定します。［StreamEnabled］を使用すると、Concentrator
から受信したイベントをESAでバッファできます。

 4. ［TimeOrdered］属性をtrueに設定します。これで、バッファされたイベントがConcentratorか
らのタイム スタンプに基づいて順序づけできます。

収集の時間順序の構成

収集の時間順序を操作するときは、パフォーマンスを確保するために、その他にいくつかのパラ

メータを構成する必要があります。次の表は、パラメータとそれらの機能を示しています。これら

のパラメータを構成するには、トラフィックのボリュームとレートに関する知識が必要です。

注：トラフィックのボリュームまたはレーテンシーがわからない場合は、この機能を構成する前

に、プロフェッショナル サービスの担当者に相談してください。
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MaxEPSExpectedPerSource ご使用の最もビジーなソースからESAサービスが受信す

るトラフィックの推定最大ボリューム( EPS、つまり1秒あ

たりのイベント数) を指定します( たとえば、1つのソース

が20,000 EPSを受信し、別のソースが25,000 EPSを受

信する場合、この値は25,000 EPSで設定します) 。

このレートの設定が低すぎると、パフォーマンスに短期

的な影響があります。ただし、時間順序モードでの動

作を向上させるために、ESAが必要に応じて

MaxEPSExpectedPerSourceの値を自動的に大きく

します。

デフォルト値は20Kです。

TimeOrderHoldWindow すべてのソースからイベントが到達するまでに許容され

る時間を秒単位( 整数) で指定します。  

ソース間のレイテンシに基づいてこの値を構成します。

デフォルト値は2秒です。この値を小さくすると、イベント

がドロップされる可能性が増えます。この値を大きくす

ると、メモリがさらに多く消費されるため、パフォーマンス

が低下する可能性があります。  

IdleSourceAdvanceAfterSeconds 収集の時間順序ストリームを進めるために、ESAがア

イドル状態のソース( ソースから到達するイベントはな

いが、ソースはオフラインではない) を除外するまでの間

隔( 秒単位) を指定します。デフォルト値は0です。これ

はESAが到着するイベントを無期限に待つことを意味

します。

OfflineSourceAdvanceAfterSeconds 収集の時間順序ストリームを進めるために、ESAがオ

フライン ソースを除外するまでの間隔( 秒単位) を指

定します。デフォルト値は0です。これはESAが無期限

に待機することを意味します。このパラメータは、どのよ

うな場合でも実行される再接続の再試行には影響し

ません。

トラブルシューティングのヒント

この機能を使用すると、イベントが未処理になる状況が発生する可能性があります。この問題

を解決するには、次のいずれかのオプションを実行できます。

収集の時間順序の無効化

 1. ［管理］＞［サービス］に移動してESAサービスを選択し、 ＞［表示］＞［エクスプロー

ラ］を選択します。  
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 2. ［Workflow］＞［Source］＞［nextgenAggregationSource］に移動します。

 3. ［StreamEnabled］属性をfalseに設定します。  

 4. ［TimeOrdered］属性をfalseに設定します。  

収集の時間順序を無効にすると、未処理のデータは失われ、イベントは収集時間に基づいた

順序ではなくなります。  

位置トラッキングの無効化

位置トラッキングでは、ESAが停止またはシャットダウンした場合にイベントの処理が停止した

場所を、ESAでトラッキングすることができます。位置トラッキングは、収集の時間順序が有効

化されるとデフォルトで有効に設定されます。位置トラッキングを無効にすると、ESAで未処理

のイベントをスキップすることができます。たとえば、午前7:00にESAがダウンし、位置トラッキング

が無効になっている状態で午前11:00にESAを再起動した場合、ESAは午前10:55に発生した

イベントから処理を開始します。位置トラッキングが有効の場合、ESAは停止した時点のイベ

ントから処理を開始します。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動してESAサービスを選択し、 ＞［表示］＞［エクスプロー

ラ］を選択します。  

 2.  ［Workflow］＞［Source］＞［nextgenAggregationSource］に移動します。

 3. ［PositionTrackingEnabled］属性をfalseに設定します。  

位置トラッキングを無効にすると、未処理のデータは失われますが、以後は、イベントは収集

時間に基づいた順序になります。  
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ESAサービスの起動、停止、再起動

このトピックでは、Event Stream Analysisサービスを起動、停止、再起動する手順について説

明します。この手順はESA Correlation Rulesに適用されます。

ESAサービスの起動

開始する前に

 l MongoDBが実行中であることを確認します。  

 l MongoDBサービスが実行中でない場合は、次のコマンドでMongoDBサービスを起動しま

す。

systemctl start mongod

ESAサービスを起動する方法

 1. sshを使用してESAサービスに接続し、rootユーザとしてログインします。

 2. 次のコマンドを入力し、Enterキーを押します。

systemctl start rsa-nw-esa-server

ESAサービスの停止

ESAサービスを停止するには:

 1.  sshを使用してESAサービスに接続し、rootユーザとしてログインします。

 2. 次のコマンドを入力し、Enterキーを押します。

systemctl stop rsa-nw-esa-server

ESAサービスの再起動

ESAサービスを再起動するには:

 1. sshを使用してESAサービスに接続し、rootユーザとしてログインします。

 2. 次のコマンドを入力し、Enterキーを押します。

systemctl restart rsa-nw-esa-server

監査ログとESAコンポーネントのバージョンおよびステータスの確認

このトピックでは、監査ログの詳細と、インストールされているEvent Stream Analysisコンポーネン

トのバージョンを確認する手順について説明します。これらの手順は、ESA Correlation Rulesに
適用されます。
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監査ログ ルール

監査ログでは、NetWitness Suiteで作成および編集したルールの詳細を表示することができま

す。

監査ログにアクセスする方法の詳細については、「システム構成ガイド」の「Local Audit Log 
Locations」を参照してください。

次の例は、ルールの作成、更新、削除のログです。

 l 作成ログの例： 2016-03-10 14:19:37,951 deviceVersion: "10.6.1.0-

SNAPSHOT" deviceService: "EVENT_STREAM_ANALYSIS"  category: SYSTEM 

operation: "CREATE RULE" parameters: "Epl Module Identifier: 

56e1f2adbee8290008241296, Esper Instance: default, Rule Enabled: 

true, Trial Rule: false " key: "Epl Rule: @RSAAlert select * from 

Event;" identity: "admin" userRole: "ROLE_ESA_ADMINISTRATOR"

 l 更新ログの例： 2016-03-10 14:19:37,951 deviceVersion: "10.6.1.0-

SNAPSHOT" deviceService: "EVENT_STREAM_ANALYSIS"  category: SYSTEM 

operation: "UPDATE RULE" parameters: "Epl Module Identifier: 

56e1f2adbee8290008241296, Esper Instance: default, Rule Enabled: true 

, Trial Rule: false " key: "Epl Rule: @RSAAlert select * from Event;" 

identity: "admin" userRole: "ROLE_ESA_ADMINISTRATOR

 l 削除ログの例： 2016-03-10 14:19:37,951 deviceVersion: "10.6.1.0-
SNAPSHOT" deviceService: "EVENT_STREAM_ANALYSIS"category: SYSTEM 

operation: "DELETE RULE" parameters: "Epl Module Identifier: 

56e1f2adbee8290008241296, Esper Instance: default, Rule Enabled: true 

, Trial Rule: false " key: "Epl Rule: @RSAAlert select * from Event;" 

identity: "admin" userRole: "ROLE_ESA_ADMINISTRATOR "

各ログには、次のパラメータが含まれています。

 l タイム スタンプ：ルールが変更された時刻。例：2016-03-10 14:19:37,951

 l DeviceVersion：ESAデバイスのバージョン。例："10.6.1.0-SNAPSHOT“

 l DeviceService：例：EVENT_STREAM_ANALYSIS

 l Category：例：SYSTEM

 l Operation:Example: DELETE/CREATE/UPDATE RULE

 l Parameters ：次のキーのプレースホルダー：

 l Epl Module Identifier：ルールの一意識別子。例：56e1f2adbee8290008241296
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 l Esper Instance：ルールが導入されているEsperのインスタンス。例：default

 l Rule Enabled：ルールが有効であるかどうかが表示されます。例：Rule Enabled: true

 l Trial Rule：ルールが評価版ルールとして構成されているかどうかが表示されます。例：Trial 
Rule: false

 l Epl Rule：ルールの構文が表示されます。例：

@RSAAlert select * from Event;" identity: "admin" userRole: "ROLE_
ESA_ADMINISTRATOR+ROLE_ESA_ADMINISTRATOR+ROLE_ESA_ADMIN"

 l ［Identity］：例：“admin"

 l userRole：例："ROLE_ESA_ADMINISTRATOR"

注：ルールを無効にすると、同じルールについて2つのログが生成されます。最初に、

"DELETE RULE" [Rule enabled attribute = true]監査ログが作成され、次に"CREATE 
RULE" [Rule enabled attribute =false]監査ログが作成されます。

ESA Serverのバージョンの確認

ESA Serverのバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

 1. sshを使用してESAサービスに接続し、rootユーザとしてログインします。

 2. 次のコマンドを入力し、Enterキーを押します。

rpm -qa | grep rsa-nw-esa-server

ESA Serverのバージョンが表示されます。

MongoDBのバージョンの確認

MongoDBのバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

 1. sshを使用してESAサービスに接続し、rootユーザとしてログインします。

 2. 次のコマンドを入力し、Enterキーを押します。

mongo --version

MongoDBのバージョンが表示されます。

MongoDBのステータスの確認

MongoDBのステータスを確認するには、次の手順を実行します。

 1. sshを使用してESAサービスに接続し、rootユーザとしてログインします。

 2. 次のコマンドを入力し、Enterキーを押します。

systemctl status mongod
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 3. MongoDBが実行されていない場合は、次のコマンドを実行します。

systemctl start mongod
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参考情報

このトピックでは、NetWitness SuiteのESA構成のユーザ インターフェイスについて説明するトピッ

クを紹介しています。

詳細については、次のトピックを参照してください。

 l ［サービス］の［構成］ビューの［詳細］タブ

 l ［サービス］の［構成］ビューの［データ ソース］タブ

 l ESA Analyticsマッピング

 l モジュール設定

 l Whoisルックアップ サービスの構成
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［サービス］の［構成］ビューの［データ ソース］タブ

ESAサービスの［サービス］の［構成］ビューにある［データ ソース］タブでは、ESAがデータの分析

で使用するソースを構成できます。ESAサービスは、Concentratorからデータを取得してインシデ

ントを検出し、アナリストに脅威の可能性についてアラートを通知します。

ワークフロー

このワークフローは、ESA構成の全体的なプロセスを示しています。また、このプロセスでのデー

タ ソース構成の位置も示しています。

ESAには、2つのサービス、Event Stream Analysisサービス( ESA相関ルール) と、Event Stream 
Analyticsサーバ サービス( ESA Analytics) があります。次に示す最初の4つの手順は、Event 
Stream Analysisサービスの構成に関連します。

 l ESAサービスへのデータ ソースの追加

 l 通知の構成

 l Liveコンテンツのダウンロード

 l ( オプション) 詳細設定の構成

最後の手順は、他からは分離されていて、ESA Analyticsサービスが自動的に高度な脅威の

検出を開始するためのマッピングの作成に関連します。

 l ( オプション) ESA Analyticsマッピングの作成と導入
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どうしますか?

ロール 処理オプション... 方法を確認する

管理者 Event Stream Analysisサービスに

Concentratorをデータ ソースとして追加*

「ESA相関ルールの構成」

と「                             ステップ1. ESAサービス

へのデータ ソースの追加」

を参照してください。                          

管理者 通知の構成 「ESAを使用したアラート  
ガイド」の「通知方法」を

参照してください。

管理者 Liveコンテンツのダウンロード 「Liveリソース管理ガイ

ド」の「Liveの［検索］

ビュー」を参照してくださ

い。

管理者 詳細設定の構成 ステップ2. ESAサービスの詳

細設定の構成

   

*これらのタスクはここ( つまり、［サービス］の［構成］ビューの［データ ソース］タブ) で完了できます。

関連トピック

 l 「ホストおよびサービス スタート  ガイド」の「ホストの追加または更新」を参照

簡単な説明

［データ ソース］タブにアクセスするには［管理］＞［サービス］＞( ESAサービスを選択) ＞
＞［ビュー］＞［構成］に移動します。

次の図は、ESAサービスの［サービス］の［構成］ビューの［データ ソース］タブを示します。

参考情報 44



ESA構成ガイド

ツールバー

次の表で、ツールバーのオプションについて説明します。

オプション 説明

ESAサービスに新しいデータ ソースを追加します。

ESAサービスからデータ ソースを削除します。

データ ソースを編集します。変更を加えるには、サービスの

ユーザー名とパスワードが必要です。

選択したデータ ソースを有効化します。

選択したデータ ソースを無効化します。

データ ソース

データ ソース リストには、ESAサービスに追加されているすべてのデータ ソースが表示されます。

次の表で、データ ソース リストの列について説明します。

列 説明

名前 データ ソース サービスの名前。

アドレス データ ソース サービスのアドレス。
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列 説明

ポート データ ソースで使用されるポート。

ユーザー データ ソースに接続しているユーザー。

有効 データ ソースが有効かどうかを示します。

SSL SSL通信が有効かどうかを示します。

Compression 圧縮が有効かどうかを示します。
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［サービス］の［構成］ビューの［詳細］タブ

［サービス］の［構成］ビュー＞ESAサービスの［詳細］タブでは、詳細設定を構成できます。ESA
サービスの［詳細］ビューでは、パフォーマンスの調整、複数イベントが対象となるルールでのイベ

ント保存、メモリでのイベントのバッファリング、ESAに格納するイベント数の設定などの詳細設

定を構成することができます。

ワークフロー

このワークフローは、ESA構成の全体的なプロセスを示しています。また、このプロセスでの詳細

設定の構成の位置も示しています。

ESAには、2つのサービス、Event Stream Analysisサービス( ESA相関ルール) と、Event Stream 
Analyticsサーバ サービス( ESA Analytics) があります。次に示す最初の4つの手順は、Event 
Stream Analysisサービスの構成に関連します。

 l ESAサービスへのデータ ソースの追加

 l 通知の構成

 l Liveコンテンツのダウンロード

 l ( オプション) 詳細設定の構成

最後の手順は、他からは分離されていて、ESA Analyticsサービスが自動的に高度な脅威の

検出を開始するためのマッピングの作成に関連します。

 l ( オプション) ESA Analyticsマッピングの作成と導入
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どうしますか?

ロール 処理オプション... 方法を確認する

管理者 Event Stream Analysisサービスに

Concentratorをデータ ソースとして追加

「ESA相関ルールの構成」

と「ステップ1. ESAサービスへ

のデータ ソースの追加」を

参照してください。

管理者 通知の構成 「ESAを使用したアラート  
ガイド」の「通知方法」を

参照してください。

管理者 Liveコンテンツのダウンロード 「Liveリソース管理ガイ

ド」の「Liveの［検索］

ビュー」を参照してくださ

い。

管理者 詳細設定の構成* ステップ2. ESAサービスの詳

細設定の構成

*これらのタスクはここ( つまり、［サービス］の［構成］ビューの［詳細］タブ) で完了できます。

関連トピック

 l 「ホストおよびサービス スタート  ガイド」の「ホストの追加または更新」を参照

簡単な説明

［詳細］タブにアクセスするには管理＞［サービス］＞( ESAサービスを選択) ＞ ＞［表

示］＞［構成］に移動します。

次の図は、ESAサービスの［サービス］の［構成］ビューの［詳細］タブを示します。
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アラート  エンジンの設定

［アラート  エンジン］セクションでは、複数のイベントが選択されるルールに関して、イベントの保

持に関する設定を構成します。次の図に、［アラート  エンジン］セクションを示します。

次の表に、［アラート  エンジン］セクションのパラメーターとその説明を示します。

パラメー

ター
説明

最大イベ

ント要素

数

この値は、複数のイベントが選択されるルールについて、関連づけて保存される

イベントの数を決定します。たとえば、あるルールによって発生するアラートに、関

連するイベントが200個存在する場合、このパラメーターを100に設定すると、最

初の100件のみがESAによって保存され、残りは破棄されます。デフォルト値は

100です。

ルールの

デバッグ

選択すると、ルールのデバッグが有効になります。

メッセージ 

バスでア

ラートを

転送

NetWitness RespondのESAアラートを転送するには、このオプションを選択する必

要があります。生成されるESAアラートはメッセージ バスに送信された後、

Respondに送信されます。このオプションはデフォルトでオンになっています。

Respond Serverサービスが実行されていることを確認する必要があります。
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パラメー

ター
説明

評価版

ルールの1

秒あたり

の最大ア

ラート数  

評価版ルールがメッセージ バスに転送するアラートの最大数を指定できます。た

とえば、値が50に設定されている場合は、50件のアラートのみを評価版ルールが

メッセージ バスに転送します。値が0に設定されている場合は、評価版ルールに

よって生成されたアラートはメッセージ バスに転送されません。デフォルト値は10で

す。

イベント  ストリーム エンジンの設定

［イベント  ストリーム エンジン］セクションでは、パフォーマンスを調整するための値を指定します。

次の図に、［イベント  ストリーム エンジン］セクションを示します。

次の表に、［イベント  ストリーム エンジン］セクションのパラメーターとその説明を示します。

パ

ラ

メー

ター

説明

パ

ター

ン

副

次

式

の

最

大

数

一部のルールでは、ESPERでアラート発生の条件を判定するために、メモリ内に副次

式を保持しておく必要があります。これらの副次式はメモリを消費するため、チェックを

せずに放置しておくと、メモリ不足でサービスが停止する可能性があります。このパラ

メータは、メモリ消費量の多いルールを常時チェックするための安全対策を目的として

います。ルールの副次式が指定した数を超えた場合、その処理は延期されます。デ

フォルト値は0です。これは、設定が無効になっていることを意味します。サービスの安

定性が懸念される場合は、この値を設定する必要があります。
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Whoisルックアップ サービスの構成

［Whoisルックアップ構成］パネル( ［管理］＞［システム］＞［Whois］) で、RSAの自動脅威検出

で使用される事前構成済みのESA AnalyticsモジュールのWhoisルックアップ サービスへの接続

を構成します。Whoisサービスを使用して、接続先のドメインに関する正確なデータを取得でき

ます。有効なスコア計算を行うには、Whoisサービス設定を構成することが重要です。

このサービスを使用するには、RSA Liveアカウントが必要です。

［Liveサービス］パネル( ［管理］＞［システム］＞［Liveサービス］) でLiveアカウントを構成した場

合は、Whoisルックアップ サービスが自動的に構成されます。Whoisルックアップ サービスの接続

を確認する必要があります。

注：RSA Liveアカウントを持っていない場合は、RSA Live登録ポータル(
https://cms.netwitness.com/registration/) で作成できます。

「Live サービス管理ガイド」に追加情報が記載されています。

どうしますか?

ロール 処理オプション... 方法を確認する

管理者 Whoisルックアップ サービスを構成します。 Whoisルックアップ サービスの構成

管理者 Whoisルックアップ サービスの接続を確認します。 Whoisルックアップ サービスの構成

関連トピック

 l ESA Analyticsマッピング
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Whoisルックアップ サービスの構成

Whoisルックアップ サービスの構成にアクセスするには、［管理］＞［システム］に移動し、［オプ

ション］パネルで［Whois］を選択します。

［管理］＞［サービス］ビューでESA Analyticsサーバ サービスを使用可能にする( 緑色の丸いア

イコンが表示されている) 必要があります。使用可能なESA Analyticsサーバ サービスがない場

合は、次のパネルが表示されます。

使用可能なESA Analyticsサーバ サービスがある場合は、次のパネルが表示されます。
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次の表は、表示される［Whoisルックアップ サービスの構成］の設定について説明しています。

パラメーター 説明

Liveユーザー名 Whoisルックアップ サービスをまだ構成していない場合にのみ必

要です。   RSA Whoisサーバの認証情報を入力します。これ

は、RSA LiveユーザーIDと同じです。RSA Liveアカウントを構

成していない場合は、構成する必要があります。  

デフォルト値は「whois」です。
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パラメーター 説明

Liveパスワード Whoisルックアップ サービスをもう構成してある場合にのみ必要

です。  RSA Whoisサーバの認証情報を入力します。これは、

RSA Liveパスワードと同じです。RSA Liveアカウントを構成して

いない場合は、構成する必要があります。  

デフォルト値はnullです。

許可されるリクエスト ( オプション) Whoisサービスへのリクエスト量の調整を開始するま

でに許可するクエリーの数を入力します。このパラメーターは、ク

エリーの間隔を設定する許可されるリクエスト間隔( 秒単位) と
連携します。たとえば、［許可されるリクエスト］を100に設定し、

［許可されるリクエスト間隔］を60に設定した場合、60秒間で100
個のリクエストが許可されます。

デフォルト値は100です。

許可されるリクエスト間隔 ( オプション) 許可されるリクエスト  パラメーターを設定した場合

は、この設定も構成して間隔を決定する必要があります。この

値は環境に合わせて調整する必要があります。

デフォルト設定は60秒です。

キューの最大サイズ ( オプション) RSA Whoisサービスに対するドメイン リクエストの

キューの最大サイズを指定します。

デフォルトは100,000です。

キャッシュの最大サイズ ( オプション) キャッシュされるWhoisエントリーの最大数を指定しま

す。この制限に達すると、最も使用されていないエントリーが削

除されて、新しいエントリーが格納されます。

デフォルトは50,000です。

更新間隔( 日数) ( オプション) 更新間隔の日数を指定します。リクエストされた

Whois情報がキャッシュから検出され、そのキャッシュ エントリーが

指定された日数を超えてキャッシュに存在していた場合、そのエ

ントリーはキャッシュから削除され、リクエストは再検索のために

WhoIsサービスのキューに追加されます。( このキャッシュ エント

リーは、古くなった情報としてリクエストに返されます) 。

デフォルト設定は30日です。
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パラメーター 説明

HTTPリクエストを待機しま

す

( オプション) ESAに、Whoisサービスからの応答が返るまで、モ

ジュールの実行を完了しないよう要求します。これにより、Whois
データは常に結果に含まれるようになりますが、ESAはWhois
サービスの応答を最大30秒間待機するため、パフォーマンスに

影響する可能性があります。

この設定を構成しない場合、レスポンスが遅い場合には、ESA
はWhoisデータなしでイベントの解析を完了し、Whoisデータなし

でスコアを計算します。

デフォルト設定はtrueです。  

URLのクエリー ( オプション) RSA WhoisサービスからWhoisデータを取得する

URLを入力します。末尾にスラッシュ( /) が必要です。スラッシュ

がない場合、リクエストは失敗します。

デフォルト値はhttps://cms.netwitness.com/whois/v2/query/で
す。

認証URL ( オプション) RSA Whoisサービスから認証トークンを取得する

URLを入力します。

デフォルト値は

https://cms.netwitness.com/authlive/authenticate/WHOISで
す。
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ESA Analyticsマッピング

［ESA Analyticsマッピング］パネル( ［管理］＞［システム］＞［ESA Analytics］) では、RSAの自

動脅威検出機能が高度な脅威を自動的に検出する方法を定義します。事前構成済みの

ESA Analyticsモジュールを選択すると、1つ以上のConcentrator上に存在するデータを分析で

きます。

複数のデータ ソース( Concentratorなど) を利用可能なESA Analyticsサービスに割り当てると、

データの処理効率が高まり、追加の容量を利用できるようになるため、ネットワーク リソースを

有効に活用し、不要なデータ フローを削減することにつながります。

ワークフロー

このワークフローは、ESA Analyticsマッピングを作成し有効化して高度な脅威の自動検出を

開始するプロセスを示します。

ESA Analyticsマッピングを作成する前に、マッピングで使用するESAホストとサービスがオンライ

ンで利用可能であることを確認します。すべてのサービスは、整合性のとれたタイム ソースと同

期する必要があります。また、Concentratorが必要なデータを収集していることも確認します。

ESA Analyticsマッピングを作成するときは、不審なドメインなど、割り当てるESA Analyticsモ
ジュールを選択します。次に、ESA Analyticsサービスとともにそのモジュールでデータ処理に使

用するConcentratorなどのデータ ソースを選択します。データの集計を開始する準備ができた

ら、マッピングを導入します。アナリストは、Respondビューで、そのモジュールに対して検出された

脅威を表示できます。
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どうしますか?

ロール 処理オプション... 方法を確認する

管理

者

ESAホストとサービスがオンラインで利用可能

であることの確認

［管理］＞［ホスト］および［管理］＞

［サービス］

「ホストおよびサービス スタート  ガイ

ド」を参照

管理

者

Concentratorが必要なデータを収集しているこ

との確認

「BrokerおよびConcentrator構成ガ

イド」を参照

管理

者

ESA Analyticsマッピングの作成* ESAデータ ソースのAnalyticsモジュー

ルへのマッピング

管理

者

ESA Analyticsマッピングの導入* ESAデータ ソースのAnalyticsモジュー

ルへのマッピング

管理

者、

アナリ

スト

検出された脅威の表示 「NetWitness Respondユーザー ガイ

ド」を参照

*これらのタスクはここ( つまり、［ESA Analyticsマッピング］パネル) で完了できます。

関連トピック

 l ESA Analyticsの構成

 l マッピングの更新

 l マッピングの導入の解除

 l マッピングの削除

 l ウォーム アップ期間と遅延時間の変更

 l モジュール設定

簡単な説明

次の例は、ESA Analyticsマッピングを示しています。構成では、選択したモジュールのデータ 
ソースと、それらのデータ ソースからイベントを処理するESA Analyticsサービスを定義します。
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1 ［ESA Analyticsマッピング］パネルを表示します。

2 ESA Analyticsマッピングのステータスを表示します。

3 マッピングされているモジュールの名前。

4 マッピングに割り当てられている、Concentratorなどのデータ ソース。

5 マッピングのデータを処理するESA Analyticsサービス。

6 マッピングのデータ ソースのウォーム アップ期間の構成( 時間単位) 。

7 マッピングのデータ ソースの遅延時間の構成( 分単位) 。

8 モジュール設定の変更、モジュール マッピングの導入、モジュール マッピングの導入解除

のためのアクション。
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ツールバー 

次の表は、ツールバーのアクションについて説明しています。

アイコン/ボタン 説明

ESA Analyticsマッピングを作成することができる［マッピングの作

成］ダイアログを開きます。モジュールごとに個別のマッピングを作

成します。

マッピングの作成と確認後に、導入します。

ESA Analyticsマッピングを削除します。

 l 「導入解除」ステータスのマッピングは任意の時点で削除する

ことができます。「導入解除」状態のマッピングは導入も実行

もされていないため、データの集計に影響しません。

 l 導入されているマッピングを削除すると、ESAサーバの構成が

クリアされ、そのマッピングの導入環境が復元されて、そのモ

ジュールのデータ ソースからのデータ取得が停止されます。削

除する前に「導入済み」ステータスのマッピングの導入を解除

する必要があります。

今すぐ導入 マッピングを作成した後、モジュールのデータの集計を開始する

ためにマッピングを導入する必要があります。導入する「導入解

除」ステータスのマッピングを1つまたは複数選択します。

注：Concentratorの追加や削除、サービスの変更など、導入済みのマッピングに変更を加え

る場合は、既存のマッピングの導入を解除して削除し、そのモジュールの新しいマッピングを

作成して導入する必要があります。

ESA Analyticsマッピング

次の表では、リストされているESA Analyticsマッピングについて説明します。

タイト

ル
説明

個別のマッピングを選択するには、マッピングの横にあるチェック ボックスをオンにしま

す。
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タイト

ル
説明

ステー

タス

マッピングのステータスを表示します。2つのステータスがあります。

導入解除：導入解除されているマッピングは、ソースとESA AnalyticsサービスにESA 
Analyticsモジュールをマッピングしています。マッピングを導入するまでモジュールの

データ集計は開始されません。

導入済み：導入済みのマッピングは導入され、実行中です。導入済みのマッピング

では、選択されたESA Analyticsサービスは、クエリー ベースの集計を使用して、

Concentrator から選択したモジュールの適切なフィルター処理されたイベントを収集し

ます。

モ

ジュー

ル

選択されたESA Analyticsモジュールを示します。ESA Analyticsモジュールは、数学

的計算を使用して追加情報でイベントを拡充するアクティビティ オブジェクトのパイプ

ラインです。このモジュールはESA Analyticsサービス内に配置されています。

ソース ソースとは、データ ソース( Concentrator) のことで、ここからESAが指定されたモジュー

ルのデータを集計します。

サービ

ス

指定されたモジュールのデータを処理するESA Analyticsサービスを指します。選択さ

れたサービスは、整合性のとれたタイム ソースと同期する必要があります。

ウォー

ム 
アップ

期間

( 時
間)

ウォーム アップ期間( 時間単位) を指定します。ウォーム アップ期間は、自動脅威検

出にトラフィックを「学習」させるために必要です。典型的なトラフィックが実行されて

いるときに、ウォーム アップ期間を実行する必要があります。この期間中、モジュール 
マッピングのアラートは抑制されます。ウォームアップ期間は、履歴データをモジュール

に供給して、指定された時間分のデータ コレクションがアラートの送信前に完了する

ことを保証します。

RSAでは、事前構成済みのESA Analyticsモジュールを提供します。各モジュール タ
イプには、デフォルトのウォーム アップ期間が定義されていて、必要に応じ、環境に

合わせて調整できます。このウォーム アップ期間後にアラートを表示できます。

ウォーム アップ期間と遅延時間の詳細については、「モジュール設定」を参照してくだ

さい。
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タイト

ル
説明

遅延

時間

( 分)

負荷の高いアクティビティの期間中にデータ ソースによって処理されているイベントを

失わないようにするために追加される、固定の時間遅延を分単位で指定します。た

とえば、Concentratorのパフォーマンスは、受け取る負荷、実行するクエリー、インデッ

クス作成などの要因によって異なります。これらの要因により、Concentratorはイベン

トをリアルタイムで集計できないことがあり、これが遅延につながります。

遅延パラメーターを設定すると、Concentratorが全データの集計を完了することが可

能になります。

ウォーム アップ期間が完了すると、データの集計は現在の( システム) 時間-遅延時

間で継続されます。この設定は、Concentratorによるデータの集計が低速の場合に

役立ちます。遅延時間により、モジュールが遅延時間のタイム ウィンドウ内に

Concentratorに到着するデータを処理しないことが保証されるため、エンタープライズ

で生成されたすべてのイベントを確実にモジュールで処理できる適切な遅延が生じ

ます。

たとえば、遅延時間が30分、現在の時間が午後2時00分の場合、Concentratorはレ

コードの受信を午後1時30分に開始します。遅延時間のタイム ウィンドウ、この例で

は30分が、時間の先行分として常に残ります。現在の時間が午後2時01分に進む

と、Concentratorは次の1分である午後1時31分のデータを取得します。以降も同様

です。

重要：遅延時間では、現在の時間とモジュールがデータを取得する時間の間のバッ

ファを定義します。

注意：RSAでは、イベントを集計中に欠落させないように、管理者が個々の

Concentratorのパフォーマンスに基づいて動的に遅延時間パラメーターを調整する

ことを推奨します。

ウォーム アップ期間と遅延時間の詳細については、「モジュール設定」を参照してくだ

さい。

 選択したモジュール マッピングの追加のアクションを選択できます。

 l モジュールの編集：選択したモジュール マッピングのウォーム アップ期間と遅延時

間を構成することができます。

 l 導入：選択したモジュール マッピングを導入します。指定したESA Analyticsサービ

スが、そのモジュールのデータ ソースからデータ受信を開始します。

 l 導入解除：選択したモジュール マッピングの導入を解除します。指定したESA 
Analyticsサービスが、そのモジュールのデータ ソースからデータ受信を停止します。

注意：ステータスが導入済みのマッピングの導入を解除すると、そのモジュールの

データ集計が影響を受けます。
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モジュール設定

［ESA Analyticsマッピング］パネル( ［管理］＞［システム］＞［ESA Analytics］) でモジュール マッ

ピングを作成して導入すると、そのマッピングの一部のモジュール構成を変更するオプションがあ

ります。

どうしますか?

ロー

ル 
処理オプション... 方法を確認する

管

理

者

導入されていないモジュール マッピングのウォーム アップ期間

を変更します。

ウォーム アップ期間と遅

延時間の変更

管

理

者

ウォーム アップ期間中にモジュール マッピングのウォーム アップ

期間を変更します。

ウォーム アップ期間と遅

延時間の変更

管

理

者

ウォーム アップ期間が完了した後でモジュール マッピングの

ウォーム アップ期間を変更します。
ウォーム アップ期間と遅

延時間の変更

関連トピック

 l ESAデータ ソースのAnalyticsモジュールへのマッピング

 l ESA Analyticsマッピング

モジュール設定

モジュール設定にアクセスするには、［ESA Analyticsマッピング］パネルで変更するマッピングを選

択し、［アクション］列で［ ］＞［モジュールの編集］を選択します。［モジュール設定］ダイア

ログには、［構成］セクションと、［ウォーム アップ状態］セクションがあります。
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構成

［構成］セクションでは、ウォーム アップ期間と遅延時間の構成を変更することができます。

次の表で、ESA Analyticsモジュール マッピングで使用できる設定について説明します。

フィー

ルド
説明

モ

ジュー

ル

マッピングされているモジュールの名前を表示します。

サービ

ス

マッピングのデータを処理するESA Analyticsサービスを表示します。

ソース マッピングされているデータ ソースとESAとの通信に使用されるURLを表示します。
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フィー

ルド
説明

ウォー

ム 
アップ

期間

( 時
間)

ウォーム アップ期間を時間単位で指定します。ウォーム アップ期間は、自動脅威検

出にトラフィックを「学習」させるために必要です。典型的なトラフィックが実行されて

いるときに、ウォーム アップ期間を実行する必要があります。この期間中、モジュール 
マッピングのアラートは抑制されます。ウォームアップ期間は、履歴データをモジュール

に供給して、指定された時間分のデータ コレクションがアラートの送信前に完了する

ことを保証します。

RSAでは、事前構成済みのESA Analyticsモジュールを提供します。各モジュール タ
イプには、デフォルトのウォーム アップ期間が定義されていて、必要に応じ、環境に

合わせて調整できます。このウォーム アップ期間後にアラートを表示できます。

ウォーム アップ期間が完了しているかどうかに応じて、導入されたモジュール マッピン

グのウォーム アップ期間を更新することができます。

 l ウォーム アップ期間中：ウォーム アップ期間に時間を追加できます。また、残りの

ウォーム アップ時間を減らすことができます。

 l ウォーム アップ期間完了後：現在の時間と最初のイベント時刻の差を追加する

時間に追加することで、ウォーム アップ期間に時間を追加することができます。

たとえば、10時間のウォーム アップ期間が完了して、最初のイベント時刻が12時
00分00秒を示しています。現在の( システム) 時間は16時00分00秒( 4時間後)
で、ウォーム アップ時間にさらに5時間を追加するとします。これには、10時間の

ウォーム アップ期間に9時間分( 4+5=9) を追加する必要があるため、新しいウォー

ム アップ期間を19時間に設定します。

マッピングを削除して新しいマッピングを作成しない限り、ウォーム アップ期間が完

了している場合に、ウォーム アップ期間を減らすことはできません。

ウォーム アップ期間の値は、特定のマッピングに固有のもので、導入した後、そのマッ

ピング内のすべてのConcentratorに適用されます。Concentratorが、異なるウォーム 
アップ時間を持つ2つのモジュール間で共有される場合、Concentratorは各モジュール 
マッピングについて別々のウォーム アップ期間値を使用します。
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フィー

ルド
説明

遅延

時間

( 分)

負荷の高いアクティビティの期間中にデータ ソースによって処理されているイベントを

失わないようにするために追加される、固定の時間遅延を分単位で指定します。た

とえば、Concentratorのパフォーマンスは、受け取る負荷、実行するクエリー、インデッ

クス作成などの要因によって異なります。これらの要因により、Concentratorはイベン

トをリアルタイムで集計できないことがあり、これが遅延につながります。

遅延パラメーターを設定すると、Concentratorが全データの集計を完了することが可

能になります。遅延時間を指定して最初にモジュールを導入すると、データの集計

は現在の( システム) 時間-遅延時間-ウォーム アップ期間に開始されます。たとえ

ば、現在の時間が午後2時00分、遅延時間が30分、ウォーム アップ期間が4時間で

ある場合に、モジュールを初めて導入すると、データ コレクションは午前9時30分( 午
後2時00分-0.5時間-4時間) に開始されます。

ウォーム アップ期間が完了すると、データの集計は現在の( システム) 時間-遅延時

間で継続されます。この設定は、Concentratorによるデータの集計が低速の場合に

役立ちます。遅延時間により、モジュールが遅延時間のタイム ウィンドウ内に

Concentratorに到着するデータを処理しないことが保証されるため、エンタープライズ

で生成されたすべてのイベントを確実にモジュールで処理できる適切な遅延が生じ

ます。

たとえば、遅延時間が30分、現在の時間が午後2時00分の場合、Concentratorはレ

コードの受信を午後1時30分に開始します。遅延時間のタイム ウィンドウ、この例で

は30分が、時間の先行分として常に残ります。現在の時間が午後2時01分に進む

と、Concentratorは次の1分である午後1時31分のデータを取得します。以降も同様

です。

重要：遅延時間では、現在の時間とモジュールがデータを取得する時間の間のバッ

ファを定義します。

遅延時間の値は、特定のマッピングに固有のもので、導入した後、そのマッピング内

のすべてのConcentratorに適用されます。Concentratorが、別の遅延時間を持つ2つ
のモジュール間で共有される場合、Concentratorは各モジュール マッピングについて

別々の遅延時間値を使用します。

注意：RSAでは、イベントを集計中に欠落させないように、管理者が個々の

Concentratorのパフォーマンスに基づいて動的に遅延時間パラメーターを調整する

ことを推奨します。

正確な遅延時間を判断するには、次を合計して、環境の遅延時間を求めます。

1. ログまたはパケット  レイテンシ：これは、Log Decoderがログを受信するのに要する

時間、または( Packet) Decoderがパケットを受信するのに要する時間です。たとえ

ば、Log Decoderはログを20分ごとに取得するとします。この場合、遅延時間を最短

でも20分、できれば25分に設定して、イベントの見落としがないようにします。

2. 集計レイテンシ：これは、Log DecoderからConcentratorにデータを取得するのに要
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フィー

ルド
説明

する時間です。

3. その他のバッファ：お使いの環境に固有のすべてのその他の時間遅延を追加しま

す。

ウォームアップ状態

［ウォーム アップ状態］セクションは、ウォーム アップ期間の適切な調整決定に使用できる、

ウォーム アップ状態に関する情報を提供します。

フィー

ルド
説明

ウォー

ムアッ

プの開

始時

刻

最初のイベントが、データ ソースからESA Analyticsモジュールによって処理された時

刻。

最初の

イベン

ト時刻

最初のイベントが発生した時刻。ウォーム アップ期間は、この時間に基づきます。

直近の

イベン

ト時刻

直近のイベントが発生した時刻。

残りの

ウォー

ムアッ

プ時間

ウォーム アップ期間の残りの時間数。

完

了？

ウォーム アップ期間が完了しているかどうかを示します。 trueの場合は、ウォーム アッ

プ期間は完了しています。falseの場合は、モジュールはまだウォーミング アップ中

で、［残りのウォーム アップ時間］フィールドに、残りの時間数を表示することができ

ます。
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