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NetWitnessコア データベースの概要

このトピックでは、NetWitnessコア データベースの概要について説明します。NetWitnessコア 
サービスには、NetWitness Suite製品専用に開発された独自のデータベースが含まれます。この

データベースでは、従来のリレーショナル データベースとの共通点が少なく、既存のデータベース 
テクノロジーも使用されていません。この点が、多くのユーザがコア データベースの動作や活用

方法を理解することを難しくしています。このガイドの目的は、NetWitness Suiteのユーザがデー

タベースを理解し、最大限に活用できるよう支援することです。

システム管理者は、ここで紹介する情報を参考に、NetWitness Suiteの導入計画を立て、パ

フォーマンスを最大限に引き出すためのチューニングを実施することができます。アナリストは、よ

り構造化された解析手法を用いたレポートの作成と迅速化を図るためにこのガイドを役立てる

ことができます。コンテンツ開発者は、このガイドを参考にすることで、データベース システムが効

率よく処理できるようなコンテンツの作成が可能となります。

このガイドで対象とするNetWitness Suite製品

このガイドでは、NetWitness Suite 11.0の機能について説明します。次のNetWitness Suiteコン
ポーネントには、コア データベースが含まれています。

 l Concentrator

 l Archiver

 l Decoder

 l Log Decoder

 l Workbench

用語説明

ここでは、このドキュメントで使用されている用語の定義を示します。NetWitness Suiteシステム

に追加される順序で記載しています。

 l パケット  データベース      ：パケット  データベースには、RAW形式の収集データが格納されます。

Decoderでは、パケットがネットワークから収集されたままの状態でパケット  データベースに格

納されます。Log Decoderは、パケット  データベースを使用してrawログを格納します。パケッ

ト  データベースに格納されたRAWデータには、パケット IDでアクセスできます。ただし、このID
は通常、エンド  ユーザからは見えません。      

 l パケットID      ：パケット  データベース内のパケットやログを一意に識別するための数値。      
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 l メタ データベース      ：メタ データベースには、DecoderまたはLog DecoderによってRAWデータ ス
トリームから抽出された情報が格納されます。メタ アイテムは、Parser、ルール、Feedが生成

します。      

 l メタID      ：メタ データベース内のメタ アイテムを一意に識別するための数値。      

 l メタ キー      ：各メタ アイテムのタイプをクラス分けするための名前。よく使用されるメタ キーとし

て、 ip.src、 time、serviceなどがあります。      

 l メタ値       ：それぞれのメタ アイテムには、値が格納されています。個々のParser、Feed、ルール

によって生成される内容がこの値によって表されます。      

 l セッション データベース      ：セッション データベースには、セッションに対してパケットとメタ アイテム

を関連づける情報が格納されます。      

 l セッション      ：Packet Decoderでは、セッションが、単一の論理ネットワーク ストリームを表しま

す。たとえば、TCP/IP接続は1つのセッションです。Log Decoderでは、各ログ イベントが1つの

セッションになります。それぞれのセッションには、そのセッションを示すすべてのパケット IDとメタ

IDへの参照が含まれています。      

 l セッションID      ：セッション データベース内のセッションを一意に識別するための数値。      

 l インデックス      ：インデックスは一連のファイルの集合で構成され、メタ値を使用してセッションID
を検索する手段を提供します。      

 l コア データベース      ：パケット、メタ、セッション、インデックスの組み合わせを指します。      

このドキュメントでは、構文の定義に     EBNF      文法を使用しています。     

NetWitnessコア データベースの歴史

コア データベースは、パケット  キャプチャ システム用にNetWitness( 現RSA) が開発したもので

す。NetWitnessの創業間もない頃、開発者たちは、既存のデータベース テクノロジーでは、フ

ル パケット  キャプチャに伴う高速な取り込みに対応していくことが難しいだろうと考えました。当

時のデータベース テクノロジーでは要求される収集速度に追い付かず、絶えず収集されるセッ

ションの数に対応しきれていませんでした。さらに、パケットごとに分類を行うことなど、到底でき

ません。同様に、データのボリュームの面でも、保存したパケットは利用後すぐに破棄し、記憶

域を再利用しなければなりませんでした。つまり、当時のデータベースには速度と記憶域の二

重の弱点がありました。そこで、NetWitnessは、パケット  データベース、セッション データベース、

メタ データベースから成るデータベースを作成しました。

NetWitnessのデータベースには、NetWitness Investigatorの分析機能を実現するために、メタ イ
ンデックスが追加されました。このインデックスは、元のデータベースと同じ設計目標を共有し、

大規模な大量のインデックスに対しても、極めて高い収集レートを維持する設計になっていま

す。
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このインデックスは、年月を重ね、かなりの進化を遂げています。初期のバージョンのインデックス

は、メタ データベースに一意に存在するメタ値の数について、おおよその値を推定する機能し

かありませんでした。また、期待に沿ったクエリ パフォーマンスがなかなか実現できず、対応に苦

慮したバージョンもありました。たとえば、レポートの作成は数秒で完了することが期待されます

が、NetWitness 9.0では、数分かかることも珍しくありませんでした。一方、最新バージョンのイン

デックスは、NetWitness 9.0のインデックスの設計思想を継承しながらも、期待されるパフォーマ

ンスを満たすよう向上が図られ、新機能も追加されるなど、大幅な進化を遂げています。

コア データベースの長所と短所

長所：

 l 高い収集レートを維持し、一括挿入時のダウンタイムが不要。

 l 優れたクエリ パフォーマンスと高い収集レートを両立。

 l 古いデータの自動クリーンアップとロールオーバー、最小限のフラグメンテーション。

 l 多数のメタ値インデックス( Concentratorでは、デフォルトで100以上) 。

 l シングル ノード内でペタバイト級のデータベース サイズとテラバイト級のインデックス サイズに

拡張できるスケーラビリティ。

 l メタ キー/値ペアを使用して、セッション内に任意のメタ アイテムを格納できる高い柔軟性。

セッションを使用することで、ほぼすべての種類のデータ レコードを表現することが可能です。

短所：

 l クエリの機能が限定され、複雑なクエリに対応しきれていない。

 l パケット、メタ、セッションのデータベース スキーマが固定され、カスタマイズはすべてカスタム メ
タ キーと値によって行う必要がある。

 l 多くのSQLデータベースに見られるようなトランザクションの原子性保証がない。
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基本的なデータベースの構成

このトピックでは、NetWitness Coreサービスの基本的なデータベース構成設定について説明し

ます。構成ファイルを編集してコア サービスを構成する方法については、「     ホストおよびサービス 
スタート  ガイド      」の「サービス構成設定」を参照してください。     

このドキュメントでは、ある程度の知識があるユーザ向けにNetWitness Coreサービスの調整方

法について説明します。このドキュメントを使用するには、コア サービスの構成ツリーを変更する

ためのいずれかのメカニズムを理解している必要があります。このメカニズムには、NetWitness 
Suiteユーザ インタフェースの［管理］ページの［エクスプローラ］ビューや、Webブラウザを使用して

各サービスにアクセスできるRESTインタフェースがあります。

コア サービス内でのヘルプの表示

コア サービス内の各構成アイテムには、アイテムの機能に関するビルトインのヘルプが用意され

ています。このヘルプ情報を表示するには、［エクスプローラ］ビューで構成アイテムにマウス ポイ

ンタを合わせます。各構成アイテムでは、変更を反映するためにサービスの再起動が必要かど

うかも示されます。

開発者は、REST APIを使用して、各構成アイテムのヘルプ テキストを取得できます。ヘルプを

取得するには、構成ノード  パスに     help      メッセージを送信します。     

パケット  ストレージ、メタ ストレージ、セッション ストレージ

パケット  データベース、メタ データベース、セッション データベースのそれぞれは、各NetWitness 
Coreサービスの     /database/config      フォルダを介して構成します。それぞれのデータベース

には、コア サービスがデータを格納する場所を指定するための構成可能なパラメータが用意さ

れています。パケット  データベース、メタ データベース、セッション データベースは、すべての構成

エントリーについて、予測可能なパターンに従います。パケット  データベースの構成アイテムは、

プレフィックス     packet     で始まります。メタ データベースの構成アイテムは、プレフィックス     meta     
で始まります。セッション データベースの構成アイテムは、プレフィックス     session     で始まります。

    

インデックス ストレージ

インデックス構成は、各コア サービスの     /index/config      フォルダに格納されます。     

トピック

 l 階層型データベース ストレージ

 l マニフェスト
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階層型データベース ストレージ

このトピックでは、階層型データベース ストレージについて説明し、Hot、Warm、Coldの各階層

ストレージに関する推奨事項を示します。

バージョン10.4以降、Archiverサービスは、階層型ストレージを使用するよう構成できます。階

層型ストレージのコンセプトは、Archiver上でHot階層を最速のストレージで構成し、最新の

データを配置することです。

Hot階層は、デフォルトですべてのサービスによって使用されます。

次の階層はWarm階層と呼ばれ、通常は、より安価でそれほど高速ではないNAS( ネットワー

ク接続ネットワーク接続型ストレージ) などのストレージで構成します。Warm階層には、古く

なったデータが格納されます。古さの程度は、Hot階層に割り当てられているストレージ容量と

平均的な取得レートレートによって決まります。Hot階層の使用量が上限に達すると、Hot階
層からWarm階層に最も古いデータが移動される運用となります。正しく構成されている場合、

この処理は自動的に行われ、エンド  ユーザーに対して透過的です。クエリとデータ アクセスは、

どの階層( HotまたはWarm) にデータが配置されているかにかかわらず自動的に行われます。た

だし、Warm階層上のデータにアクセスするときは、Hot階層と比べてパフォーマンス インパクトが

生じる場合があります。これは、Warm階層上のデータ アクセスの方が一般的に低速なためで

す。

HotとWarmに加えて、Coldという階層も構成することができます。Cold階層は、オフライン バック

アップ用のステージング エリアとしてのみ使用されます。NetWitness Coreサービスは、Cold階層

のデータにはアクセスしません。NetWitness Coreサービスは、最も古いデータをCold階層に移動

して、常時アクセス環境からは破棄されたものとみなします( サービスはそれらのデータにアクセス

しなくなります) 。このデータは、要件に応じて数か月後あるいは数年後にリストアできるよう、

テープなどの長期ストレージにバックアップしておくことができます。Cold階層上のデータのバック

アップとその後の削除は、スクリプトなどのプロセスを使用してNetWitness Coreサービス以外の

ツールで処理する必要があります。

外部プロセスで適時にデータを削除していない場合、Cold階層がフルになり、問題が修正され

ない限り、NetWitness Coreサービスによる新しいデータの取得が停止されます。

Cold階層にデータを移動する場合は、データの移動元と同じマウント  ポイントにディレクトリを

残しておきます。ファイルをWarm階層から移動する場合は、Cold階層のディレクトリを同じ ファ

イル システム上に設定すると、パフォーマンスが大幅に向上します。これは、同一ファイル シス

テム上でファイルとディレクトリをCold階層に移動するというほぼ瞬時の操作がサービスによって

実行されるためです。移動に失敗した場合の代替手段としては、データをCold階層にコピーす

ることですが、この場合、処理時間が長くなり、コピー元の階層でI/Oの競合が増加します。
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Archiver

ストレージ階層の機能はArchiverによって使用されます。Archiverは、Hotストレージのみ使用

するか( デフォルト ) 、HotとWarmを使用するか、3つすべて( Hot、Warm、Cold) を使用するよう

構成できます。Hotはすべてのサービスが使用する必要があり、Warmのみを使用するようサービ

スを構成することはできません。データはHotからWarmに移動し、最終的にColdに移動しま

す。Warmをスキップして、HotからColdに移動することもできます。Cold( オフライン) ストレージが

構成されていない場合、通常、最も古いデータは最後に構成された階層上で削除される運

用となります。

典型的なArchiver導入環境では、すべてのデータベース( packet.dir、meta.dir、session.dir、
index.dir、オプションでWarm階層などを指定) を無制限サイズに設定し、サイズ指定子はオフ

のままか、ゼロに設定します。このように設定すると、データベースとインデックスを無限に拡大で

きるようになります。各データベースごとにサイズを管理して個々のデータベースが構成済みサイ

ズを超えた場合にのみロールアウトを行うのではなく、Archiverでは、      /index sizeRoll      コ
マンドを使用して、すべてのデータベースをまとめてロールアウトするよう構成できます。これによ

り、データベースとインデックスを同時にロールアウトできるようになります。sizeRollの詳細につい

ては、「     ロールオーバー     」の「非同期ロールオーバー」を参照してください。     

Archiverは通常、インデックス、セッション、メタ、パケット ( ログ) の各DBをConcentratorや
Decoderなどの複数のボリュームに配置するのではなく、同じボリュームに配置するよう構成され

ています。複数のデータベースにわたる同時読み取りが行われる場合は、このことが原因でI/O
競合が増加する可能性がありますが、保存に関する全体的なメンテナンス性は向上します。

すべてのデータベースが同じボリューム上に置かれるため、同時にロールアウトするよう構成で

き、これによってデータの孤立化が抑制されます。DecoderとConcentratorは、I/O速度を最大限

に高めるよう構成されていますが、適切なボリュームのサイジングが難しい面もあります。

たとえば、セッションDBのサイズが大きすぎる場合、6か月のデータ保存に十分なストレージ容

量がセッションDBにあっても、メタDBとインデックスには4か月分の保存容量しかないケースなど

も考えられます。セッション、メタDB、インデックスは複雑に関連し合っているため、3つのうち最

短の保存期間によって全体の保存期間( この場合は4か月) が定義されます。個々のデータ

ベースの保存期間は、収集されるトラフィック、生成されるメタ( Parser、Feed、ルール) 、フィルタ

処理など、制御不可能な要因によって大きく左右されます。データベースのサイズ変更はシン

プルな構成変更によって容易に行うことができますが、通常は、パーティションを調整するため

のハードウェア レベルやファイル システム レベルでの変更も伴うため、動的なサイズ変更が複

雑化します。Archiverでは、すべてのデータベースに単一のボリュームを使用することによって、

I/O速度を多少犠牲にしつつも、これらの問題を回避できます。

マニフェスト

このトピックでは、マニフェスト  ファイルについて説明するとともに、メタDBファイルのマニフェストの

例を示します。また、マニフェスト検索とその例についても説明します。
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マニフェスト  ファイルは、すべてのセッション、メタ、パケット ( ログ) データベース ファイル、インデック

ス スライス ディレクトリで作成されます。マニフェスト  ファイルは、参照先データに関するいくつか

の主要な情報について記述したファイルです。マニフェスト  ファイルはJSONレコードとして記述さ

れています。マニフェスト  ファイルは、そのファイルが表すデータとともに、階層間を移動します。

マニフェスト  ファイルが表すデータが削除されると、次の特殊な場合を除き、マニフェスト  ファイル

自体も削除されます。マニフェスト  データが削除された時点で、サービスの有効なディレクトリに     
/database/config/manifest.dir      が構成されている場合、マニフェスト  ファイルのコ

ピーが     manifest.dir      によって所定のディレクトリに配置されます( ディレクトリが存在しない

場合は作成されます) 。これにより、マニフェスト履歴検索というNetWitness Suiteの機能が有

効になります。     

この処理の目的は、オフライン クエリを可能にするために、過去のマニフェスト  ファイルを長期間

にわたり同一の場所に保持することです。サービスを長期間にわたり実行している場合、この

機能により膨大な数のファイルが生成される可能性があります。ただし、ファイル数が大幅に増

大した場合、ファイルが単一のアーカイブに自動的に圧縮されるため、この点は問題になりま

せん。マニフェスト  ファイルはサイズが非常に小さく、圧縮も容易です。

メタDBファイルのマニフェスト (      meta-000000023.nwmdb.manifest     ) の例：    

 {

     "filename" : "meta-000000023.nwmdb",

     "size" : 185153768,

     "fileTime" : 1403903940,

     "id1" : 150814110,

     "id2" : 159341086,

     "session1" : 4023382,

     "session2" : 4250442,

     "time1" : 1403903879,

     "time2" : 1404739851

 }    

 filename  = The filename for the db file the manifest represents

 size      = The size in bytes of the db file

 fileTime  = The time the file was created

 id1       = The starting id in the file (for this example, the starting 

meta ID)

 id2       = The last id in the file (for this example, the last meta ID)

 session1  = The starting session ID of the first meta in the file

 session2  = The last session ID of the last meta in the file

 time1     = The POSIX time of the first "time" meta found in the file

 time2     = The POSIX time of the last "time" meta found in the file    
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このマニフェストの例で最も重要なフィールドは、      fileTime     、      time1      、      time2     です。これら

3つのフィールドは、すべてPOSIX時刻で記述されます。      time1      と     time2      は、メタDBファイル

(      meta-000000023.nwmdb     ) におけるメタ記録の開始時刻と終了時刻です。特に     
fileTime      は、常にファイルの作成日時です( 最終更新日ではありません) 。      time1      と     
time2      は、メタDBファイル内の解析データの上限と下限を表しています。時刻を基準にして

履歴検索を実行すると、      time1      と     time2      が存在する場合は、それらが     fileTime     よりも

優先されます。他のデータベースやインデックスのマニフェスト  ファイルに、いくつか異なるフィール

ドが含まれている場合がありますが、これらのフィールドにも、時刻に基づくクエリを実行するのに

十分な情報が含まれています。     

過去のマニフェストの検索

manifest.dir     により指定されるディレクトリでマニフェストが収集される場合、参照先データ

がCold階層にコピーされ、最終的にオフライン ストレージにバックアップされることを前提としてい

ます。引き続きサービスから過去のマニフェストにアクセスできることから、この機能により、所定

の期間でどのデータをリストアする必要があるかを決定するために、オフライン データで時刻ベー

スのクエリを実行できます。     

/database manifest      コマンドを使用してマニフェストを検索できます。     

 manifest: If a manifest directory is defined, it will allow operations 

on the manifest files (such as a time based query) for database files in 

cold storage.

 security.roles: database.manage

 parameters:

    op - <string, optional, {enum-one:query|compress}> The operation to 

perform (defaults to query)

    time1 - <date-time, optional> The beginning time (UTC) for matching 

offline database files

    time2 - <date-time, optional> The ending time (UTC) for matching 

offline database files

    timeFormat - <string, optional, {enum-one:posix|simple}> Specify the 

time format that is returned (posix, simple), default is posix    

検索の例を次に示します。

/database manifest time1="2014-04-20 11:00:00" time2="2014-04-11 
11:20:00" timeFormat=simple

この検索により、クエリ条件と一致するマニフェストがすべて返されます。

 [ filename=meta-000001691.nwmdb size=4843826176 fileTime="2014-Apr-20 

11:06:34" id1=301555027452 id2=301733101896 session1=15352020201 
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session2=15361024200 time1="2014-Apr-20 11:05:34" time2="2014-Apr-20 

11:16:34" compression=gzip ]

 [ filename=session-000001865.nwsdb size=268439552 fileTime="2014-Apr-20 

11:06:35" id1=14674145801 id2=14682041000 metaId1=288217522208 

metaId2=288370660984 packetId1=11733872441 packetId2=11741745303 ]

 [ filename=session-000001866.nwsdb size=268439552 fileTime="2014-Apr-20 

11:18:31" id1=14682041001 id2=14689936200 metaId1=288370660985 

metaId2=288520616949 packetId1=11741745304 packetId2=11749618589 ]    

返された結果を使用して、所定の期間でどのファイルをバックアップからリストアするかを関連づ

けることができます。NetWitness Suite 10.4以降の場合、  Workbenchというサービスを使用して、

リストアしたファイルを取得し、1つ以上のコレクションを使用して、リストア済みデータのクエリ イ
ンタフェースを提供します。

Workbenchサービスの構成は、このドキュメントでは扱いません。詳細については、「     Archiver
構成ガイド      」の「データのバックアップとリストアの構成」を参照してください。     
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詳細なデータベース構成

このトピックでは、NetWitness Coreデータベースの高度な構成オプションについて説明します。

NetWitness Coreデータベースの構成オプションは、リリースごとに変わる場合があります。ただ

し、構成アイテムの多くはそれほど頻繁に変わりません。ここではそれらについて説明します。

毎回のリリースで新機能が追加される場合や、新しい構成アイテムが必要になる場合もあるた

め、このリストですべてを網羅できるわけではありません。最新のドキュメントについては、

NetWitness Coreサービスのビルトイン ヘルプ機能を参照してください。

トピック

 l データベース構成ノード

 l インデックス構成ノード

 l SDK構成ノード

 l ユーザごとの構成ノード

 l スケジューラ

 l ロールオーバー

データベース構成ノード

このトピックでは、データベース構成ノードについて説明します。次のデータベース構成ノード

は、NetWitnessコア データベースの、詳細なデータベース構成アイテムです。これらの構成アイ

テムは頻繁には変更されません。

packet.dir     ,      meta.dir     ,      session.dir

これは各データベースのプライマリ構成エントリーです( Hot階層とも呼ばれます) 。ファイル システ

ム内で個々のデータベースの格納先を制御します。この構成エントリーでは、複雑な構文も認

識して多数のディレクトリを格納場所に指定できます。

構成の構文：

 config-value = directory, { ";" , directory } ;

 directory    = path, [ ( "=" | "==" ) , size ] ;

 path         = ? linux filesystem path ? ;

 size         = number size_unit ;

 size_unit    = "t" | "TB" | "g" | "GB" | "m" | "MB" ;

 number       = ? decimal number ? ;    

17 詳細なデータベース構成



コアデータベースチューニングガイド

例：

 /var/lib/netwitness/decoder/packetdb=10 

t;/var/lib/netwitness/decoder0/packetdb=20.5 t    

サイズ値はオプションです。サイズを指定した場合、その場所に格納されたファイルの合計サイ

ズが設定した値に達すると、データベースがロールオーバーされます。サイズを指定しない場

合、データベースは自動的にロールオーバーされませんが、他のメカニズムを使用してサイズを

管理することは可能です。

=      または     ==      の使用は重要です。データベースのデフォルトの動作では、コア サービスの開始時

に指定したディレクトリが自動的に作成されます。ただし、この動作は     ==      構文を使用して上

書きすることができます。      ==      を使用すると、サービスではディレクトリが作成されません。サービ

スの開始時にディレクトリが存在しない場合、サービスの開始処理が正常に行われません。こ

の場合、ホストの起動時に見つからなかったファイル システムまたはアンマウントされたファイル 
システムに対してサービスが復元されます。     

ディレクトリのサイズを使用中に変更する場合、変更後のサイズが変更前よりも大きければ、そ

のサイズがすぐに適用されます。サイズを縮小する場合、変更後のサイズが元のサイズよりも

10％以上小さいと変更は無視されます。こうすることで、誤入力による大量のデータ消失を防

ぎます。たとえば、パケット  データベースが     12 TB      に構成されていたときに、誤って     12 GB     と入
力されると、サイズを12 GBに縮小するために、そのデータベースから11 TBを超えるデータが削

除されることになります。そうならないように、このデータベースは     12 GB      の設定を無視して、警

告をログに記録するため、エラーをすばやく見つけることができます。もちろん、指定したサイズが

実際に適切で、元のサイズよりも10%以上小さいサイズへの変更の場合は、サービスを再起動

して変更を適用します。バックアップが開始されると、サイズが適切であると見なし、最も古い

データからロールアウトして、新しいサイズに到達するまでデータベースのサイズを調整します。

実際にサービスを再起動せずにサイズを10％以上縮小する場合は、10％未満の変更を複数

回にわたって実施しながらサイズを縮小する必要があります。データベースのサイズは、最後の

書き込み対象のファイルがクローズしたときに合計サイズが調節されるため、データベースのサイ

ズがいつ変更されたかを把握するには、サービス ログを参照する必要があります。     

新しいディレクトリが追加された場合、またはディレクトリが削除された場合( セミコロン区切

り) 、サービスを再起動するまで変更は反映されません。

packet.dir.warm     ,      meta.dir.warm     ,      session.dir.warm

これらの設定はオプションです。ArchiverのWarm階層のストレージで使用されます。デフォルト

では、これらの設定は空白のままで使用されません。これらのパラメータを構成する場合、記述

する形式と動作は、      packet.dir     、      meta.dir     、      session.dir      と同じです( 前述の「     
packet.dir     、      meta.dir     、      session.dir     」を参照してください) 。これらのパラメータを

構成した場合、Hot階層に使用可能なスペースがないと、Hot階層にある最も古いファイルが

Warm階層に移動します。     
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packet.dir.cold     ,      meta.dir.cold     ,      session.dir.cold

これらの設定はオプションです。Hot階層またはWarm階層のストレージ システムからCold階層

の指定したディレクトリにファイルを移動する場合に使用します。これらの設定は単なるディレク

トリ設定であるため、サイズの指定子はありません。ただし、定義済みのパス名にはいくつか特

殊な書式指定子があります。その指定子を使用して、ディレクトリ内のデータの日付をディレク

トリ名に指定することができます。

 %y   = The year of the data being moved to the cold tier

 %m   = The month of the data being moved to the cold tier

 %d   = The day of the data being moved to the cold tier

 %h   = The hour of the data being moved to the cold tier

 %##r = A block of time within a day. So %12r would create two blocks, 00 

and 01\. 00 for all data in the AM, 01 for all PM data    

設定の例：

 packet.dir.cold = /var/lib/netwitness/archiver/database1/alldata/cold-

storage-%y-%m-%d-%8r    

この設定では、ログ データベース ファイルはColdストレージに移動されることになりますが、作成

されたのが     2014-03-02 15:00:00     である場合、Cold階層の次のようなディレクトリに移動

されます。     

 /var/lib/netwitness/archiver/database1/alldata/cold-storage-2014-03-02-

01    

最後の数値      01      については、もう少し説明が必要です。      %8r      指定子により、1日の時間が3
等分( 24 / 8 = 3) されます。最初の8時間( 午前0時～8時) はブロック     00     となります。次の8時
間( 午前8時～午後4時) はブロック     01     に割り当てられます。Coldストレージに移動されるデー

タは午後3時に作成されているため、ブロック     01     に分類されます。      %r      形式の指定子は、1日
(      %d      ) と1時間(      %h     ) の間の任意の間隔でファイルをバックアップするときに役立ちます。Cold階
層のストレージ ディレクトリは、移動されるデータによってオン デマンドで作成され、書式指定子

でディレクトリが定義されます。     

データのパスに日付を追加する機能は、バックアップとリストアのために追加された便利な機能

で、パス内のデータと日付を結びつけることができます。

packet.file.size     ,      meta.file.size     ,      session.file.size

これらは各データベースで作成されたファイルのサイズを制御します。デフォルト値でも十分に機

能するため、通常はこれらの値を変更する必要はありません。これらの設定は、後続のファイル

にすぐに反映されます。
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packet.files     ,      meta.files     ,      session.files

これらの設定は、データベースで同時にオープンしておけるファイルの数を制御します。この値を

大きくするとパフォーマンスを向上できますが、サービスがオープンのままにしておけるファイル数は

オペレーティング システムによって制限されています。この制限値を超えるとエラーがレポートさ

れ、サービスの機能が停止します。この設定はすぐに反映されます。

NetWitness Suite 10.6以降では、packet.files、meta.files、session.filesのデフォルト値は     auto      
です。次の条件に基づいて、開いているファイルの数はサービスによって管理されます。     

 1. コレクション数

 2. システム メモリ容量

auto     に設定されている場合、数値は動的であり、数値に変更があったときは、ログで確認す

ることができます。RSAでは、NetWitness Suite 10.6の場合、この値を     auto      に設定することを

推奨します。特定の数値に変更しないでください。     

packet.free.space.min     ,      meta.free.space.min     ,      
session.free.space.min

この設定は、packet.dir、meta.dir、session.dirの各ディレクトリで指定したパスの最小空き領域

を確保します。この設定は、データベース領域の空き領域不足を回避するために使用します。

この設定はすぐに反映されます。

packet.index.fidelity     ,      meta.index.fidelity

この設定は、パケット IDの場所とメタIDの場所にインデックスを付ける頻度を制御します。この

設定を大きくすると、各パケットまたはメタのnwindexファイルで必要なスペースを減らすことがで

きますが、個々のパケットまたはメタ アイテムを特定する速度は低下します。この設定はすぐに

反映されます。

セッション データベースの場合、インデックス ファイルが生成されないため、fidelity設定はありま

せん。

packet.integrity.flush     ,      meta.integrity.flush     ,      
session.integrity.flush

この設定は、ファイルの書き込みが終了したときに、ファイル システムでデータベースの同期を実

行するかどうかを制御します。デフォルト値は     sync     です。この場合、ファイルがクローズしたとき

に、データがストレージに書き込まれるため、大幅な遅延が発生します。より高い書き込みレー

トを( 特にDecoderで) 維持するには、この値を     normal      に設定する必要があります。この設定

は、新しいファイルが作成されると反映されます。そのため、この値を     normal     に変更しただけ

では、少なくとも1回以上の同期が発生することになります。     
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パケット  ドロップが発生しているような状況で、packet.integrity.flushが     sync     に設定されていた

場合には、      normal      に設定して、監視してください。セッションとメタのフラッシュ設定は     sync     
で保持します。それでもパケット  ドロップの問題が解決しない場合は、3つの設定をすべて     
normal      にして、監視します。     

packet.write.block.size     ,      meta.write.block.size     ,      
session.write.block.size

ブロック長は、各データベース ファイル内で一度に割り当てるデータ量を表します。ブロック長が

大きいと、スループットと圧縮率が大きくなり、データベースからアイテムを順次取得する速度が

向上します。ただし、ブロック長を大きくすると、圧縮されたパケットとメタのアイテムをランダムに

読み取る速度が低下するというデメリットがあります。この設定はすぐに反映されます。

packet.compression     ,      meta.compression

これらのパラメータでは、データベースでデータを圧縮するかどうかを制御します。圧縮により、各

データベースに必要なストレージ領域は減少しますが、アイテムをデータベースに書き込む速度

と、アイテムをデータベースから取得する速度が大幅に低下するというデメリットがあります。この

設定は、新しいファイルが作成されると、すぐに反映されます。

NetWitness Suite 10.4では、このパラメータの有効な値は、      gzip     、      bzip2     、      lzma     、      none     
です。      gzip      は、パフォーマンスとスペースの節約のバランスがよいため、圧縮を使用する場合

の推奨アルゴリズムです。      bzip2      と     lzma      は、どちらもスペースをより節約できますが、速度が

大幅に低下します。そのため、取得速度が遅くても、ストレージ領域が重要な場合のみ使用

を検討してください。     

packet.compression.level     ,      meta.compression.level

これらの設定を使用すると、圧縮アルゴリズムの動作を細かく制御できます。圧縮が無効化さ

れている場合、これらの設定も無効になります。有効な値は0～9です。デフォルト値のゼロを

使用すると、速度と圧縮の最適な設定が自動的に選択されます。1～9の値を使用すると、パ

フォーマンス( 1) と圧縮( 9) のバランスが段階的に変化します。通常、値が9の場合、指定した

アルゴリズムで最高の圧縮率になりますが、パフォーマンスは最も低下します。中間が一般的

に最適な設定( 値をゼロにした場合の設定) です。

hash.algorithm

この設定では、データベース ファイルのハッシュ方法を制御します。デフォルト値は     none     です。

この場合、ハッシュは実行されません。有効な値は、      none     、      sha256     、      sha1     、      md5     で
す。データベース ファイルをハッシュすると、ファイルをクローズした後にそのファイルが改ざんされ

ていないことを証明できます。ハッシュは時間のかかる処理であるため、有効にしていると取得

パフォーマンスが低下します。変更はすぐに反映されます。     
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hash.databases

この設定では、ハッシュするデータベースを制御します。有効な値は、      session     、      meta     、      
packet      です。複数のデータベースをハッシュするときは、それらをコンマで区切ります。変更は

すぐに反映されます。     

hash.dir

この設定はデフォルトで空になっています。この場合は、ハッシュされるデータベース ファイルと同

じディレクトリにハッシュ ファイルが作成されます。この設定を定義すると、代わりに、指定した

ディレクトリにハッシュ ファイルが書き込まれます。これは、ハッシュの改ざんに対する耐障害性を

確保するためのライト  ワンス方式ストレージのように運用する場合に便利です。

ハッシュ ファイルは小さなXMLファイルで、進エンコードされたハッシュと、ハッシュされたデータ

ベース ファイルに関するメタデータが含まれています。

インデックス構成ノード

このトピックでは、インデックス構成ノードについて説明します。次のインデックス構成ノードは、

NetWitness Coreデータベースの、詳細なデータベース構成アイテムです。これらの構成アイテム

は頻繁には変更されません。

index.dir

index.dir      設定は、インデックスによって使用されるファイルが格納されている場所を制御し

ます。この設定は、      packet.dir     、      meta.dir     、      session.dir      の設定と同じ構文をサ

ポートします。     

index.dir.warm

インデックス スライスのWarm階層ストレージ この設定は、      packet.dir.warm     、      
meta.dir.warm     、      ession.dir.warm     と同じ構文をサポートします。     

index.dir.cold

インデックス スライスのCold階層ストレージ この設定は、      packet.dir.cold     、      
meta.dir.cold     、      session.dir.cold     と同じ構文をサポートします。     

index.slices.open

この設定は、インデックスで同時に開いておけるインデックス スライスの数を制御します。インデッ

クス スライスは、必要に応じてクエリによって自動的に開かれます。クエリが完了したときに、イ

ンデックス エンジンは後続のクエリの実行を高速化するためスライスを開いたままにする場合が

あります。ここで、開いたままにされるのは最近作成されたスライスです。これは、これらのスライ

スがクエリによって使用される可能性が高いためです。

詳細なデータベース構成 22



コアデータベースチューニングガイド

インデックスに対するクエリにおいて、インデックスがスライスを開くことが要求される場合に、スラ

イスがすでに開かれていると、クエリの実行は低速化します。そのため、インデックスに対して実

行される大半のクエリを開いているスライスに対応させるよう、このパラメータを調整する必要が

あります。ただし、開いているインデックス スライスは、ファイル ハンドルやメモリなどのリソースを

消費します。開いているインデックス スライスの数が多すぎると、サービスの全般的なパフォーマ

ンスが低下する可能性があります。

大半のクエリで必要とされる時間範囲の大部分が、開いているインデックス スライスでカバーさ

れるよう、このパラメータを設定する必要があります。たとえば、大半のクエリが過去2週間の範

囲に含まれており、インデックス スライスが8時間おきに作成されている場合、1日あたり3スライ

スが14日分作成された( つまり、過去2週間で42個のスライスが作成された) ことになります。こ

の場合は、 index.slices.openを42に設定することで、使用される可能性が高いスライスだけを開

いたままにすることができます。

このパラメータが0に設定されている場合は、次回インデックスが保存されるときまですべてのスラ

イスが開いたままになります。このシナリオでは、プロセスで開いておくことのできるスライスの数

は、インデックスに含まれるスライスの数によってのみ制限されます。

page.compression

使用されていません。NetWitness Coreインデックスのバージョン9.8～10.2は、2つの異なるイン

デックス圧縮アルゴリズムをサポートしており、この設定を使用していずれかを選択できます。

バージョン10.3では、唯一の推奨値はデフォルトの     huffhybrid     です。     

save.session.count

この設定は、新しいセッションが挿入されたときにインデックスが自動的に保存される頻度を制

御します。save.session.countの値が0より大きい場合に、      save.session.count      を上回る

数のセッションがインデックスに追加されると、インデックスは自動的に保存されます。      
save.session.count      が0に設定されている場合、この機能は無効化され、新しいセッショ

ンがインデックスに追加されたときにインデックスは自動的に保存されません。     

save.session.count      を使用すると、インデックスに追加されるデータの量に基づく自動保

存パターンを実装できます。これにより、軽負荷システムによるセーブ ポイントの生成頻度を抑

えることができます。     

インデックスのセーブの詳細については、このガイドの     最適化の手法      に関するセクションを参照

してください。     

reindex.enable

この設定は、      バックグラウンド再インデクサ     の動作を制御します。     
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SDK構成ノード

このトピックでは、データベースに影響を与えるSDK構成ノードについて説明します。各コア 
サービスには、データベースに関係する追加の構成アイテム( データベースによるデータの格納や

取得には影響しない) がいくつかあります。これらの設定は     /sdk/config      フォルダにありま

す。     

max.concurrent.queries

この設定は、データベースで同時に実行できるクエリ操作の数を制御します。許可する同時ク

エリ操作の数が多いほど、より多くのユーザにとって全般的な即応性が向上しますが、コア サー

ビスのクエリが高いI/O負荷を要求するようなケースでは、max.concurrent.queriesの値を高くする

と、弊害が発生する可能性があります。推奨される値は、システムのCPUコア数に近い値で

す。そのため、16 CPUコアを搭載したアプライアンスの場合は、32に近い値にする必要がありま

す。集計スレッド用と全般的なシステム応答スレッド用に、値を多少小さくします。ハイブリッド  
システムの場合( たとえば、DecoderとConcentratorの両方が同じアプライアンスで実行されてい

る場合) は、さらに値を小さくします。最適な値はケースによって異なりますが、通常、16～32に
設定すると適切なパフォーマンスが得られます。

max.pending.queries

この設定は、データベースのクエリ エンジンのバックログ サイズを制御します。値を大きくするほ

ど、データベースはより多くの操作を実行キューに入れられるようになります。キューに入ったクエ

リは待機し、処理が行われません。キューがフルになった場合には、さらにキューを巨大化させ

るのではなく、システムでエラーを生成する方が効果的です。ただし、レポートなどのバッチ操作

を主に実行するシステムでは、サイズの大きいキューを持つことにより、運用がスムーズに行わ

れる場合もあります。

cache.window.minutes

この設定は、多数の同時ユーザがいる場合にクエリの即応性を高めるよう設計されたクエリ エ
ンジンの機能を制御します。キャッシュ ウィンドウの詳細については、「     最適化の手法      」を参照

してください。     

max.where.clause.cache

Where句キャッシュは、ソートまたはカウント処理のためにサイズの大きな一時データセットを生

成するクエリのメモリ消費量を制御します。Where句キャッシュ サイズがオーバーフローした場

合、クエリは引き続き機能しますが、処理速度は大幅に下がります。Where句キャッシュが大き

すぎる場合は、クエリによって割り当てられるメモリ量が多くなりすぎて、サービスで強制的にス

ワップが発生したり、メモリ不足になる可能性があります。そのため、この値に

max.concurrent.queriesを掛けた値が、物理RAMのサイズを常に大幅に下回るように設定しま

す。この設定は、数字の後に単位が続く形式、たとえば     1.5 GB     のような場合はサイズと見

なされます。     
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max.unique.values

一意の最大値は、SDK値関数で使用できるメモリの量を制限します。SDK値は、一意の値

のソートされたリストを生成します。正確な結果を生成するためには、多数のスライスから多数

の一意の値をマージする必要がある場合があります。マージされた値のセットをメモリで保持す

る必要があるので、このパラメータは、マージされた値のセットが使用できるメモリの量に対して

制限を設定するために存在します。デフォルト値では、メモリ使用量をRAM合計の約1/10に制

限します。

query.level.1.minutes     ,      query.level.2.minutes     ,      
query.level.3.minutes

これらの設定は、NetWitness Suite 10.4以前のバージョンで使用できます。

NetWitness Suite 10.4以前では、コア データベースは3つのクエリ優先度レベルをサポートしま

す。各ユーザはいずれかの優先度レベルと関連付けられています。そのため、ユーザ グループの

定義においてパフォーマンス チューニングチューニングに関わる項目は3種類あります。これらの

設定は、各ユーザのレベルがクエリを実行できる時間の長さを制御します。たとえば、権限の低

いユーザほど値を低く設定し、長時間かかるクエリを実行できないよう設定することができます。

query.timeout

この設定は、NetWitness Suite 10.5以降のバージョンで使用できます。

NetWitness Suite 10.5以降では、クエリ レベルが、ユーザ アカウントごとのクエリ タイムアウトで置

き換えられています。信頼関係接続の場合、これらのタイムアウトはNetWitness Suiteサーバで

構成されます。コア サービスのアカウントについては、各アカウントに、      query.timeout     と呼
ばれる新しい構成ノードがあります。これは、各クエリが実行できる最長時間( 分単位) です。

この値をゼロに設定すると、コア サービスではクエリ タイムアウトが実施されません。     

max.where.clause.sessions

この設定は、NetWitness Suite 10.5以降のバージョンで使用できます。

この設定により、単一のクエリでスキャンできるセッション数に制限が課されます。たとえば、ユー

ザがデータベースからすべてのメタを選択すると、クエリのセッション読み取り数がこの構成値に

達したときに、データベースによって結果の処理が停止されます。値0はこの制限を無効化しま

す。

クエリを完全に処理するのに必要なセッション数は、そのクエリのWHERE句と一致するセッショ

ンの数と同じです。これは、where句のすべての用語に適切なインデックスが作成されていること

を前提としています。where句にインデックスが作成されていない用語がある場合、データベース

は、さらに多くのセッションとメタを読み取る必要があり、この制限に到達するのが早まります。

max.query.groups

この設定は、NetWitness Suite 10.5以降のバージョンで使用できます。
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この設定により、単一のクエリで収集される一意のグループの数に制限が課されます。たとえ

ば、クエリに含まれるgroup by句に複数のメタがあり、一意の値が多数含まれていると、そのクエ

リに必要なメモリ容量は、サーバ上で使用できるRAM容量を簡単に上回る可能性がありま

す。したがって、この制限は、メモリ不足の発生を防ぐために存在します。

値0を設定すると、この制限が無効になります。

packet.read.throttle

これは、パケット  データベースへのアクセスに影響を及ぼす、Decoder専用の設定です。

packet.read.throttleが0より大きな値に設定されている場合、Decoderは、パケット  データベース

でパケット競合を検出したときに、パケット読み取りのスロットリングを試みます。この値が大きい

ほど、スロットリングが大きくなります。変更は即座に有効になります。

cache.dir     ,      cache.size

すべてのNetWitness Suiteコア サービスで、デバイスから抽出されたrawコンテンツの小さなファイ

ル キャッシュが保持されます。これらのパラメータは、このキャッシュの場所( cache.dir) とサイズ

( cache.size) を制御します。

parallel.values

この設定は、NetWitness Suite 10.5以降のバージョンで使用できます。

この設定により、SDK値演算を並列に実行できます。この値を0に設定すると、並列実行は無

効化されます。0より大きい値に設定した場合は、その値が、各SDK値演算が実行されるとき

に作成されるスレッドの数になります。最大値は、プロセスの開始時に利用できる論理CPUの

数です。

同時ユーザの数が少ない場合は、parallel.valuesに大きい値を設定すると、より複雑な調査を

より短時間で実行できます。同時ユーザの数が多い場合は、小さい値を設定する方が、多く

の独立したSDK値演算を同時に実行できます。

parallel.query

この設定は、NetWitness Suite 10.5以降のバージョンで使用できます。

この構成は、最大値が論理CPU数である点で、parallel.values設定と似ています。

parallel.queryに特定の値を設定する場合は、使用可能なリソースを常時超過することなく

CPUの使用率を最大化できるように、同時ユーザ数を考慮に入れる必要があります。

同時ユーザや同時クエリの数が少ない場合は、parallel.queryに大きい値を設定すると、より複

雑なクエリをより短時間で実行できます。同時ユーザや同時クエリの数が多い場合は、小さい

値を設定する方が、多くの独立したSDKクエリ演算を同時に実行できます。
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クエリ演算は、メタ データベースの読み取りレートレートによって制限されるため、parallel.query
を4より大きい値に設定しても、デフォルト値の0\の場合より結果が大幅に良くなる可能性はあ

りません。parallel.queryに使用する最適な数値は、接続されているストレージのタイプによって

異なります。parallel.queryにさまざまな値を試して、お使いのストレージ システムに最適な結果

を判断してください。

ユーザごとの構成ノード

このトピックでは、ユーザごとの構成ノードについて説明します。ユーザが実行できるアクション

に、データベースに関する項目があります。これらの設定は構成ツリーの     
/users/accounts/<username>/config     に格納されます。      <username>      は、設定が

適用されるユーザの名前です。     

query.prefix

クエリ プレフィックスは、ユーザが実行する各クエリにフィルタを適用します。これを実装するに

は、論理演算子&&( and) を使用して、各クエリのwhere句に     query.prefix      値を追加しま

す。Where句の詳細については、「     クエリ     」を参照してください。     

query.level

この設定は、NetWitness Suite 10.4以前のバージョンで使用できます。

query.level設定は、ユーザごとに設定するクエリ レベルを定義します。クエリ レベルの設定で

は、query.level.1.minutes、query.level.2.minutes、query.level.3.minutesによってユーザのクエリを

制限することができます。

query.timeout

この設定は、NetWitness Suite 10.5以降のバージョンで使用できます。

query.timeout設定は、ユーザが各クエリを実行できる時間の長さの最大値を分数で割り当てま

す。信頼関係接続の場合、これらのタイムアウトはNetWitness Suiteサーバで構成されます。コ

ア サービスにインストールされたアカウントの場合、この設定は構成ツリーの     
/users/accounts/<username>/config     に格納されます。      <username>      は、設定が

適用されるユーザの名前です。この値がゼロに設定されている場合、コア サービスはクエリ タイ
ムアウトを強制しません。     

session.threshold

session.threshold設定は、ユーザの最大セッション閾値を割り当てます。設定した場合、この閾

値は、ユーザが実行するすべての値のコールに割り当てられます。値のコールと閾値の両方の

詳細は、このガイドで説明されています。
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スケジューラ

このトピックでは、スケジューラの概要とコマンドをスケジュールする方法について説明します。す

べてのNetWitness Coreサービスには、      /sys/config/scheduler     にビルトインのスケジュー

ラが含まれています。スケジューラを使用するには、次の2つのメッセージのどちらかを使用して、

定期的に実行するコマンドを追加します。     

/sys/config/scheduler addInter      ：指定した間隔( N時間ごと、N分ごと、N秒ごと)
で実行するコマンドを追加する    

または

/sys/config/scheduler addMil      ：1日の特定の時刻または特定の曜日に実行するコ

マンドを追加する    

例

たとえば、8日以上前のすべてのパケット  データを削除するケースがあるとします。packet.dir設
定で時間間隔に基づいてデータをロールアウトするように構成できないため、      /database 
timeRoll      コマンドをスケジュールする必要があります。この例では、20分ごとに実行される

timeRollを作成します。     

 addIter minutes=20 pathname=/database msg=timeRoll params="type=packet 

days=7"    

このコマンドは、( サービスを再起動した後も持続する) スケジュール設定されたタスクを追加し

ています。このタスクは、      /database      ノードで20分ごとに実行され、8日以上古いすべてのパ

ケット  データを削除します。      params      パラメータを使用して、指定したコマンド ( この例では     
timeRoll     ) にすべてのパラメータが渡されます。ビルトインのパラメータ(      type      および     days     )
は引用符で囲まれているため、外側の     addIter      コマンドに渡されるパラメータとして解釈され

ません。      params      の内側のパラメータに引用符を使用する必要がある場合は、バックスラッ

シュを使用して内側の引用符をエスケープする必要があります。ビルトインの引用符を使用し

てこのコマンドを書き直しても、コマンドは変わりません。     

 addIter minutes="20" pathname="/database" msg="timeRoll" 

params="type=\"packet\" days=\"7\""    

このコマンドは、元のコマンドと同じように動作しますが、パラメータを渡す操作が複雑になって

います。その他の有用なスケジューラ コマンドを次に示します。

/sys/config/scheduler print      ：スケジュール設定されたすべてのコマンドを表示しま

す( スケジューラ ノードで     ls      を実行しても、コマンドのリストを参照できます) 。     

/sys/config/scheduler delSched      ：     print      ( または     ls     ) コマンドで表示された識

別子を渡すことにより、スケジュール設定されたコマンドを削除します。     
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このトピックでは、スケジューラを簡単に説明しました。コマンド  パラメータの詳細を表示するに

は、      help      メッセージをスケジューラ ノードに送信し、      msg      パラメータでコマンド名を渡します。

詳細については、「     ホストおよびサービス スタート  ガイド      」のトピック「サービスの［エクスプローラ］

ビュー」トピックを参照してください。     

ロールオーバー

このトピックでは、2つのロールオーバー メカニズムについて説明します。データベースは、FIFO
( 先入れ先出し方式) のキューとして機能します。新しいデータは必ずデータベースに追加さ

れ、最も古いデータは必要に応じて自動的に削除されます。データベースの中間にあるデータ

は不変、つまり変更されません。

ロールオーバーには、同期と非同期の2つのメカニズムがあります。

同期ロールオーバー

同期ロールオーバーは、データベースへの書き込み処理に応じて適用されるロールオーバー設

定を指します。つまり、新しいデータを書き込むとデータベースから古いデータが削除されます。

同期ロールオーバーは、      packet.dir     、      meta.dir     、      session.dir     、      index.dir     の
構成でサイズの値を設定することによって構成されます。     

packet、meta、sessionのデータベースでの同期ロールオーバーは、どの書き込み処理でも生じま

す。 indexの同期ロールオーバーは、 indexが保存されるときに生じます。

非同期ロールオーバー

非同期ロールオーバーは、データベースに対して明示的なロールオーバー コマンドが実行され

たときに生じるデータベース ファイルの削除を指します。一般に、このタイプのロールオーバー

は、コア サービスのビルトインのスケジューラを使って定期的に実行されるようにスケジュール設

定されます。ユーザは明示的にロールオーバーをリクエストすることもできます。

非同期ロールオーバー コマンドは、      sizeRoll      メッセージで、構成ツリーの     /index      および     
/database      ノードで実行できます。      /database      ノードのメッセージは、packet、meta、
sessionのデータベースのみでサイズ ロールオーバーを行いますが、      /index      ノードのメッセージ

は、 indexとpacket、meta、sessionのデータベースの両方で同時にロールオーバーを行うことがで

きます。     

sizeRoll      コマンドには、次のパラメータ構文があります。     

 size-roll-params    = {type-param, space}, (max-size-param | min-free-

param | max-percent-param), {max-size-warm-param, space}

 type-param          = "type=", {type-flag} , { ",", type-flag } ;

 type-flag           = "packet" | "meta" | "session" ;

 max-size-param      = "maxSize=", number, {space}, unit ;

 max-percent-param   = "maxPercent=", number, {space}, unit ;
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 min-free-param      = "minFree=", number, {space}, unit ;

 max-size-warm-param = "maxSizeWarm=", number, {space}, unit ;

 unit                = "t" | "TB" | "g" | "GB" | "m" | "MB" ;

 number              = ? decimal number ? ;

 percentage          = ? number between 0 and 100 ? ;    

type      パラメータではデータベースを指定し、残りの合計サイズまたは合計スペースに基づいて

最も古いデータの削除を検討します。      /index      sizeRollでtypeが指定されない場合、ロール

オーバー処理でindexのみが対象となります。     

maxSize      パラメータは、データベースまたはインデックスの最大サイズを設定します。データベー

スがこのサイズよりも大きい場合、合計サイズが     maxSize     を下回るまで最も古いデータが先に

削除( または、構成に応じてWarmまたはCold階層に移動) されます。      sizeRoll      の処理

は、セッションIDに基づいて、すべてのデータベースとインデックスの中から最も古いデータを決定

します。最も低いセッションIDのセッションまたはインデックス エントリーが最初に削除されます。

これには、sessionデータベースからエントリーを削除することによって孤立したmetaおよびpacket
データベースの削除が含まれる場合があります。参照先のsessionが削除された場合、 index
データはロールアウトされます。     

maxSizeWarm      パラメータは、現在の     Warm      階層に対する最大サイズを設定します。それ以

外は、      maxSize      パラメータと同様に動作します。Warm階層でデータがロールアウトされると、

Cold階層( 構成済みの場合) に移動されるか、削除されます。     

maxPercent      パラメータは、      type      パラメータで渡されたすべてのデータベースのボリュームを合

わせたサイズの最大の割合( パーセンテージ) を設定します。これを上回った場合、合計サイズ

がすべてのボリュームのmaxPercentを下回るまで、最も古いデータが先に削除されます。     

minFree      パラメータは、ボリュームに確保される最小の空きスペースを設定します。これを下

回ると、最も古いデータから削除が開始します。     

sizeRoll処理の各呼び出しでは、削除するファイルとしてデータベースの単一のパスを指定しま

す。処理が完了すると、データベースの最新のサイズ使用率が、      maxSize     、      maxPercent     
、      minFree      パラメータのいずれか、およびオプションの     maxSizeWarm     パラメータが指定する

条件を満たすことになります。データベースを停止せずに継続して運用できるよう、これらのコマ

ンドをスケジュール設定して定期的に実行できます。     

例

次の例は、Archiverの典型的なsizeRollスケジューラ エントリーを示しています。

 pathname=/index minutes=5 msg=sizeRoll params="type=meta,session,packet 

maxSize=25TB maxSizeWarm=150TB"    

このスケジューラ エントリーは、meta、session、packet、 indexの最大サイズがHot階層で25テラバ

イトを超えないようにし、Warm階層では150テラバイトを超えないようにデータベースを5分おき

に確認するよう指定しています。
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クエリ

このトピックでは、データベース クエリの構文について説明します。データベースでクエリを実行す

る主要なメカニズムは、各コア サービスの     /sdk     フォルダにおける     query     の呼び出し、      
values      の呼び出し、      msearch      の呼び出しの3つです。     

query      の呼び出しでは、メタ データベースからメタ アイテムが返されます。インデックスを使用す

ると処理が高速化されます。     

values      の呼び出しでは、特定の条件でソートされた一意のメタ値のグループが返されます。

countなどの集計関数でソートした一意の値のサブセットを返すのに最適です。     

msearch      の呼び出しでは、テキストの検索語がその入力として取得され、検索語に一致する

セッションが返されます。この呼び出しでは、インデックス、メタ、rawパケット、rawログ内を検索

できます。     

query      構文     
query      メッセージの構文は次のとおりです。     

 query-params     = size-param, space, query-param, {space, start-meta-

param}, {space, end-meta-param};

 size-param       = "size=", ? integer between 0 and 1,677,721 ? ;

 query-param      = "query=", query-string ;

 start-meta-param = "id1=", metaid ;

 end-meta-param   = "id2=", metaid ;

 metaid           = ? any meta ID from the meta database ? ;    

id1     、      id2     、      size      パラメータは、データベースから大量の結果を返すためのページング メカニ

ズムを構成します。このメカニズムで最も恩恵を受けるのは、NetWitnessコア データベースに直

接対応したアプリケーションを記述する開発者です。通常、結果は古いデータから順に返され

ます( メタIDの大きいものが新しいデータです) 。新しいデータから順に結果が返されるようにす

るには、IDを逆にします( たとえば     id1      を     id2     より大きくします) 。このようにすると、構文を完

全に評価してからでないと逆順の処理を開始できないため、パフォーマンスが若干低下しま

す。     

サイズ設定をオフのままにしておくか、またはゼロに設定すると、すべての結果がページングされ

ずに返されます。RESTfulインタフェースでこの処理を実行すると、チャンク エンコーディングによ

りフル レスポンスが返されます。ネイティブ プロトコルの場合、複数のメッセージにわたる結果が

返されます。

query      パラメータは     query      コマンド文字列で、NetWitness固有の構文を使用します。     
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 query-string      = select-clause {, where-clause} {, group-by-clause {, 

order-by-clause } } ;

 select-clause     = "select ",  ( "*" | meta-or-aggregate {, meta-or-

aggregate} ) ;

 where-clause      = " where ",  { where-criteria } ;

 meta-or-aggregate = meta | aggregate_func, "(", meta-key, ")" ;

 aggregate_func    = "sum" | "count" | "min" | "max" | "avg" | "distinct" 

| "first" | "last" | "len" | "countdistinct" ;

 group-by-clause   = " group by ", meta-key-list

 meta-key-list     = meta-key {, meta-key-list}

 order-by-clause   = " order by ", order-by-column

 order-by-column   = meta-or-aggregate { "asc" | "desc" } {, order-by-

column}    

select      句を使用すると、      *      を指定してwhere句と一致するすべてのセッションのすべてのメタ

データを返すか、メタ フィールド名のセットと集計関数を指定して、セッションごとにメタのサブセッ

トを選択できます。     

select      句に名称変更されたメタ キー名が含まれていても構いません。      select      句の中の

名称変更されたキーの結果として結果セットに表示されるすべてのフィールドには、      select      
句で使用されている名前と一致するメタ キー名が返されます。たとえば、      port_src      キーを

使用して     tcp.srcport     を名称変更した場合、      select port_src      を含むクエリは、基

盤となるメタのタイプが     port_src      の場合でも、      tcp.srcport     フィールドのみを返します。     

集計関数は、クエリ結果セットに対して次のような効果をもたらします。

関数  結果  

sum すべてのメタ値を加算します。使用できるのは数字のみです 

count 返されたメタ フィールドのカウントです 

min 最小値です 

max 最大値です 

avg 数値の平均です 

distinct 一意の値の一覧が返されます 

countdistinct 一意の値の数が返されます。        countdistinct        は、distinct関数によっ

て返されるメタの数に相当します。       

first 最初の値が返されます 

last 最後の値が返されます 
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len 実際の値を返さずに、すべてのフィールド値をUInt32の長さに変換しま

す。この長さは、実際の値を格納するためのバイト数で、メタ データベース

に格納される構造の長さではありません。たとえば、「NetWitness」の場

合、長さは10が返されます。IPv4フィールド (        ip.src       など) の場合は、す

べて4バイトが返されます。       

where      句     
where      句ではフィルタ条件を定義し、インデックスを使用してコレクションからセッションを選択で

きます。     

構文：

 where-criteria    = criteria-or-group, { space, logical-op, space, 

criteria-or-group } ;

 criteria-or-group = criteria | group ;

 criteria          = meta-key, ( unary-op | binary-op meta-value-ranges ) 

;

 group             = ["~"], "(" where-clause ")" ;

 logical-op        = "&&" | "||" ;

 unary-op          = "exists" | "!exists" ;

 binary-op         = "=" | "!=" | "<" | ">" | ">=" | "<=" | "begins" | 

"contains" | "ends" | "regex" ;

 meta-value-ranges = meta-value-range, { ",", meta-value-range } ;

 meta-value-range  = (meta-value | "l" ), [ "-", ( meta-value | "u" ) ] ;

 meta-value        = number | quoted-value | ip-address | mac-address | 

relative-time ;

 quoted-value      = ( '"' text '"' ) | ( '"' date-time '"' ) ;

 relative-time     = "rtp(" , time-boundary , "," ,  positive-integer , 

time-unit, ")" ;

 time-boundary     = "earliest" | "latest" ;

 positive-integer  = ? any non-negative integral number ?

 time-unit         = "s" | "m" | "h" ;    

ルール条件を指定すると、句のメタ値の     meta-value      部分が、      meta-key     で指定するメタ

の型と一致します。たとえば、キーが     ip.src      の場合、      meta-value      はIPv4アドレスになりま

す。     
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meta-key      名を使用するクエリは、      meta-key      名と、そのキーに指定されているすべての「変

更名称」の両方の名前に対応するメタ アイテムを照合します。キーの名称変更の詳細につい

ては、「     インデックスのカスタマイズ      」トピックの「キーの名称変更」を参照してください。     

クエリの演算子

次の表で、各演算子の機能について説明します。

演算子  機能  

= メタ値を含むセッションと完全に一致します。値の範囲が選択されている場合

は、その範囲の値はすべて一致と見なされます。

!= =        演算子で記述した場合と反対で、指定した句に一致しないすべてのセッション

と一致します。       

< 数値の場合、演算子の右側の数値よりも小さい数値のメタを含むセッションと一

致します。演算子の右側の数値が範囲で指定されている場合、その範囲の最

初の値が比較対象値と見なされます。複数の範囲が指定されている場合は、

動作が定義されません。テキストのメタ値の場合、辞書データの比較が実行され

ます。

<= 動作は       <       と同じですが、値の等しいメタを含むセッションも一致と見なされます。       

> <        演算子と似ていますが、右側の数値よりも大きい数値を持つセッションと一致

します。演算子の右側の数値が範囲で指定されている場合、その範囲の最後

の値が比較対象値と見なされます。       

>= 動作は       >       と同じですが、値の等しいメタを含むセッションも一致と見なされます。       

begins 右側と同じ文字で始まるテキストのメタ値を含むセッションと一致します。

ends 右側と同じ文字で終わるテキストのメタ値を含むセッションと一致します。

contains 右側に指定したサブストリングを含むテキストのメタ値を含むセッションと一致しま

す。

regex 右側に指定した正規表現と一致するテキストのメタ値を含むセッションと一致し

ます。正規表現の解析はboost::regexにより処理されます。

exists 指定するメタ キーを持つメタ値を含むセッションと一致します。

!exists 指定するメタ キーを持つメタ値を含まないセッションと一致します。

length 特定のレングスのテキスト  メタ値を含んだセッションと一致します。右辺の式は非

負数にする必要があります。
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テキスト値

テキスト値を引用符で囲んで使用します。時刻として解析できる場合を除き( 以下を参照) 、
引用符で囲まれた値はテキストとして解釈されます。

IPアドレス

IPアドレスは、標準のIPv4アドレスおよびIPv6アドレスのテキストで表すことができます。また、ク

エリで     CIDR      表記を使用して、アドレスの範囲を表すこともできます。CIDR表記を使用する

と、同等の値の範囲まで拡大できます。     

MACアドレス

MACアドレス      は、次の標準的なMACアドレス表記を使用して指定できます。      
aa:bb:cc:dd:ee:ff

日時の表現

NetWitness Suiteでは、日付がUNIXのエポック時刻形式で表されます。この表示は、

1970/01/01 UTCを起点とする秒数です。クエリでは、時刻をこの秒数または文字列で表すこと

ができます。日付と時刻を文字列で表すと、      "YYYY-mmm-DD HH:MM:SS"     となります。3文
字で表されているのは月の部分です。この部分を2桁( 01～12) で表すこともできます。     

時刻の値は引用符で囲む必要があります。

クエリで表す時刻は、すべてUTCです。

相対時点

相対時点は、where句で、コレクションで認識される最も古いまたは最新の時間メタを基準に

決められた分オフセットした値を参照します。

相対時点の式の構文は     rtp(boundary, duration)     です。     

boundaryは     earliest      または     latest     です。     

durationは、時間、分、秒のいずれかで表します。たとえば、      24h     、      60m     、      60s     などです。     

相対時点は、最も古い時間と最新の時間のメタ範囲の取得元になるコレクションがあるSDK
操作のみで使用できます。

相対時点は、インデックス作成済みのメタ タイプに対してのみ機能します。デフォルトのインデッ

クス作成済みのメタ タイプは     time      と     event.time     です。     

例：

 Last 90m of collection time:

 time = rtp(latest, 90m) - u
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 First 2 days of event time:

 event.time = l - rtp(earliest, 48h)    

特殊な範囲の値

範囲は通常、*     smallest     *      -      *     largest     *という構文で表しますが、範囲の式には特殊な

プレースホルダーの値を使用することもできます。範囲の開始値としてすべてのメタ値の下限を

表すために     l      の文字を、上限を表すために     u      の文字を使用することができます。これらの上限

と下限は、インデックス済みのすべてのメタ値のインデックスから見つかった、最大および最小の

メタ値を探すことで決定されます。     

l      タグまたは     u      タグを使用する場合は、引用符で囲まないでください。     

たとえば、      time = "2014-may-20 11:57:00" - u      という式は、2014/05/20 11:57:00か
ら、コレクションで見つかった最新の時刻までのすべてと一致します。     

この式は、テキスト文字列を使用した範囲の式と混同しやすいので注意が必要です。      -      を含

んでいるテキスト値は必ず引用符で囲んでください。またハイフンの範囲を表すために使用する

場合は、引用符で囲んだテキストの外に記述してください。     

group by      句 ( 10.5以降 )     

クエリAPIには、query呼び出しの結果から集計グループを生成する機能があります。これは、ク

エリで     group by      句を使用して行います。      group by      を指定すると、クエリの結果セットはグ

ループに分けられます。結果の各グループは、group by句で指定されたメタ値によって一意に識

別されます。     

たとえば、クエリ     select count(ip.dst)     について考えます。このクエリは、データベースに

あるすべてのip.dstメタの数を返します。      group by      ただし、      select count(ip.dst) 
group by ip.src     のように★句を追加した場合、クエリは、一意のip.srcごとに見つかった

ip.dstメタの数を返します。     

NetWitness Suiteバージョン10.5より、      group by      句で最大6個のメタ フィールドを利用できるよ

うになりました。     

group by      句は、      values      呼び出しと同じ機能を一部共有しており、クエリ時間は長くなり

ますが、大幅に高度なグループ分けを提供します。グループ分けされたクエリの結果を生成す

るときには、      where      句に一致するすべてのセッションのメタ データベースからメタが読み取られま

す。一方で、values呼び出しでは、インデックスのみを読み取ることで集計を生成できます。     

クエリによって返される各グループの内容は、      select      句によって定義されます。      select      句
には、任意の集計関数または選択したメタ フィールドを指定できます。複数の集計が選択さ

れた場合、集計関数の結果はグループごとに定義されます。集計以外のフィールドが選択さ

れた場合、メタ フィールドはグループごとにバッチで返されます。     

group by      クエリの結果セットは次のルールでエンコードされます。     
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 1. グループに関連づけられたすべてのメタ アイテムは、同じグループ番号で提供されます。

 2. グループに返される最初のメタ アイテムがグループ キーを識別します。たとえば、       group 
by       句で      group by ip.src      を指定した場合、各グループの最初のメタ アイテムは      
ip.src      になります。      

 3. 通常の集計以外のメタ データが      group key      の後に返されますが、このメタにはグループ 
キー メタと同じグループ番号が付けられます。      

 4. 各グループの集計結果メタ フィールドが次に返されます。

 5. グループ内のすべてのフィールドが一緒に返されます。別のグループの結果はインターリーブ

されません。

group by      メタ アイテムのいずれかが     where      句で一致するいずれかのセッションから欠落して

いる場合、そのメタ フィールドはそのグループのためにNULLとして処理されます。そのグループの

結果が返されるとき、データベースにはNULLの概念がないため、グループ キーのNULL値部分

はグループの結果から取り除かれます。     

group by      クエリのセマンティックは、返されるメタ フィールドの点で、SQLのようなデータベースと

異なります。SQLデータベースでは、      group by      列が結果セットで返されるようにする場合は、

     select      句でその列を明示的に選択する必要があります。NetWitnessコア データベースは、

常にグループ列を最初に暗黙的に返します。     

group by      句を含んだクエリは、      size      パラメータが指定されている場合は結果セットのパラ

メータに従います。ただし、グループ化の性質により、固定サイズの結果セットが要求された場

合は、グループをページングし、再構成するために呼び出し元に追加の負担がかかります。この

ため、      group by      呼び出しを行う場合は、明示的な結果サイズを指定しないことをお勧めし

ます。明示的なサイズを指定しないことで、結果セット全体が部分的な結果として提供されま

す。     

次の表に、データベースが従う、group byクエリのI/Oまたはメモリへの影響を制限する構成パラ

メータを示します。

パラメータ 機能  

/sdk/config/max.query.groups これは、集計を計算するためにメモリ

で保持できるグループの数に対する制

限です。このパラメータにより、クエリの

メモリ全体の使用量を制限できます。

/sdk/config/max.where.clause.sessions これは、クエリで処理できるwhere句か

らのセッションの数に対する制限です。

このパラメータにより、クエリを解決する

ためにメタおよびセッション データベース

から読み取る必要があるセッションの
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数を制限できます。

order by      句 ( 10.5以降 )     

order by      句は、      group by      句を使用するクエリに追加できます。      order by      句を指定す

ると、グループ化された結果のセットがソートされた順で返されます。     

order by      は、昇順または降順でソートするときに基準となるアイテムのセットで構成されま

す。ソートは、結果セットで返される任意のデータ フィールドに対して実行できます。これには、      
select      句によって指定されたメタ、      select      句によって指定された集計関数の結果、      
group by      メタ フィールドが含まれます。     

order by      句は、多数の列をソートできます。クエリで指定できる     order by      列の数に制限

はありませんが、各      order by      列に存在する実際上の制限は、      select      句または     group 
by      句によって返されるものを指している必要があります。複数列のソートは、辞書順に行われ

ます。つまり、最初の列の値が2つのグループで同じ場合は、そのグループは2番目の列を基準

にソートされます。2番目の列で値が同じ場合は、3番目の列を基準にソートされます。このと

き、指定された     order by      列の数は関係ありません。     

NetWitnessコア データベースは、クエリによって返される結果のグループそれぞれが、選択内容

に対して多くの値を持つことができる点が特徴です。たとえば、メタ タイプに一致するすべてのメ

タ アイテムを選択し、それをグループに分けることができます。また、      distinct()      関数を使

用して、個別のメタ値のグループを返すことができます。      order by      句が、複数の値を持つグ

ループのフィールドのいずれかを参照している場合、ソート順は次のように適用されます。     

 1. 各グループ内で、複数の一致する値を持つフィールドは、順序づけ句によって順序づけられ

ます。

 2. すべてのグループは、各グループ内で見つかった順序づけられたフィールドの最初の出現を

比較することでソートされます。

メタ フィールドを個別のレコードに整理するためにグループが必要なので、      order by      句は     
group by      句を使用するクエリでのみ使用できます。グループ化が適用されていない場合と同

じように任意のクエリをソートする場合は、      group by sessionid     を使用します。これによ

り、結果は、個別のセッションまたはイベントのグループで返されます。     

group by      句は、本来はグループ キーの昇順で返されますが、      order by      句を使用して別

の順序でグループを返すことができます。     

order by      列で     asc      または     desc     を指定しない場合、デフォルトの順序は昇順です。     

例：

 select countdistinct(ip.dst) GROUP BY ip.src ORDER BY countdistinct

(ip.dst)

 select countdistinct(ip.dst) GROUP BY ip.src ORDER BY countdistinct

(ip.dst) desc

 select countdistinct(ip.dst),sum(size) GROUP BY ip.src ORDER BY sum
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(size) desc, countdistinct(ip.dst)

 select sum(size) GROUP BY ip.src, ip.dst ORDER BY ip.dst desc

 select user.dst,time GROUP BY sessionid ORDER BY user.dst

 select * GROUP BY sessionid ORDER BY time    

values      の呼び出し    
インデックスは、インデックスに格納されている特定のメタ値にアクセスできる下位レベルのレベル

の     values      関数を提供します。開発者はこの関数を使用して、一意のメタ値のグループに対

してより高度な演算を実行できます。     

values      の呼び出しパラメータの構文：    

 values-params         = field-name-param, space, where-param, space, 

size-param, {space, flags-param} {space, start-meta-param}, {space, end-

meta-param}, {space, threshold-param}, {space, aggregate-func-param}, 

{space, aggregate-field-param}, {space, min-param}, {space, max-param} ;

 field-name-param      = "fieldName=", meta-key ;

 where-param           = "where=", where-clause ;

 size-param            = "size=", ? integer between 1 and 1,677,721 ? ;

 start-meta-param      = ? same as query message ?

 end-meta-param        = ? same as query message ?

 flags-param           = "flags=", {values-flag, {"," values-flag} } ;

 values-flag           = "sessions" | "size" | "packets" | "sort-total" | 

"sort-value" | "order-ascending" | "order-descending" ;

 threshold-flag        = "threshold=", ? non-negative integer ? ;

 aggregate-func-param  = "aggregateFunction=", { aggregate-func-flag } ;

 aggregate-func-flag   = "count" | "sum" ;

 aggregate-field-param = "aggregateFieldName=", meta-key ;

 min-param             = "min=", meta-value ;

 max-param             = "max=", meta-value ;    

values      の呼び出しでは、所定のメタ キーに対して一意のメタ値のセットを返す関数を実行

できます。一意の値ごとに     values      を呼び出すと、カウントを集計できます。合計の生成に使

用する関数は、flagsパラメータにより制御します。     

パラメータ

以下の表に、各パラメータの機能を示します。
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パラメータ 機能  

fieldName 一意の値を取得するためのメタ キー名です。たとえば       

fieldName        が       ip.src       の場合、この関数を実行すると、コレク

ションにある一意のソースIP値が返されます。        fieldName        が変

更名称の参照が設定されたキーを参照すると、その結果は、特

定のメタ キー名と、その参照のすべてのメタ キーのフィールド値を

組み合わせたセットとして定義されます。       

where where        句は、一意の値を取得するためのセッションのセットをフィ

ルタします。たとえば、        fieldName        が       ip.src       で、        where        句が

       ip.src = 192.168.0.0/16       の場合、        192.168.0.0        から

       192.168.255.255        の範囲の値のみが返されます。        where        句

の構文については、「       where句        」を参照してください。       

size 返される一意の値のセットのサイズです。データベース内の一意の

値の限定的なサブセットを返すように、この関数を最適化すること

もできます。

id1       ,        id2 これらのオプションのパラメータにより、一意の値の検索範囲を、メ

タ データベースとインデックスの特定の部分に限定することができま

す。大規模なコレクションの検索を高速で実行するには、メタ デー

タベースの特定の範囲に限定するように、        id1        と       id2        のパラメー

タを設定することが重要です。       

flags flagsは、値のソート方法や集計方法を制御します。flagsについて

は、次の「valuesのフラグ」セクションで説明します。

threshold threshold        パラメータを設定すると、        values        を呼び出したとき

に、いったん閾値に達した時点で、値ごとに関連づけられる合計

値の収集をショートカットできます。 thresholdを指定することで、呼

び出し側でデータベースから取得するのに必要なインデックスとメタ 

アイテムの量を減らすことができます。        threshold        パラメータを省

略するか、またはゼロに設定すると、このような最適化が行われま

せん。       

aggregateFunction セッション、パケット、サイズをカウントするデフォルトの動作を、        

aggregateFieldName       で定義する数値フィールドのカウントま

たは合計に変更する場合に使用するオプションのパラメータです。
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これらのうち、どちらかのパラメータを指定した場合は、もう一方も

指定する必要があります。        sum        または       count        のいずれかを渡し

て、どちらの動作を実行するか指定します。       

aggregateFieldName aggregateFunction       を実行するメタ フィールドです。        

aggregate        フラグを設定する場合は、        aggregateFunction

        と       aggregateFieldName        の両方のパラメータを指定する必要

があります。集計関数の1つを使って       values        の呼び出しを実行

すると、セッション、パケット、サイズのセッションの合計を収集する       

values        の呼び出しに比べて、動作が大幅に低下する場合があ

ります。その理由は、        where        句と一致するセッションをメタ データ

ベースから個別に取得しなければならないためです。このような処

理により、クエリの大部分がメタDBボリュームのI/Oに依存すること

になります。集計関数を使用した       values        の呼び出しを実行す

るのにかかる時間は、        where        句と一致するセッションの数に比例

します。       

min       ,        max 呼び出しにより返される最大値と最小値です。これらのパラメータ

を使用すると、膨大な量の値を反復処理( またはページング) し、

1回の呼び出しで返される値よりも多くの値を返します。主に、フラ

グ       sort-value,sort-ascending        とともに使用され、その戻

り値である最大値は以降の呼び出しで       min        パラメータ値として使

用されます。これらの値は排他的です。        min="rsa"        を指定して

いて、        rsa        が有効な値の場合、        rsa        は返されませんが、代わり

に、その次に高い値が返されます。       

values      のフラグ    

flags      パラメータは、valuesの呼び出しの演算方法を制御します。flagsパラメータには3つのグ

ループがあり、次の表に示すように、それぞれが各種演算方式に対応しています。     

フラグ 説明  

sessions       ,        

size       ,        

packets

values        を呼び出すと、これらのフラグのいずれかを指定して、値ごとの合計の

計算方法を決定できます。フラグが       sessions       の場合、        values        の呼び出

しにより、それぞれの値を含むセッション数が返されます。フラグが       size       の場

合、        values        の呼び出しにより、それぞれの一意の値を含むセッションの合計
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サイズが返されます。また、それぞれの一意の値の合計サイズがレポートされま

す。フラグが       packets       の場合、valuesの呼び出しにより、それぞれの一意の

値を含むセッションのパケット数が返されます。また、それぞれの一意の値の合

計パケット数がレポートされます。       

sort-total

       ,        sort-

value

これらのフラグは、結果のソート方法を制御します。フラグが       sort-total       の

場合、収集した合計の順に結果セットがソートされます。フラグが       sort-

value       の場合、値のソート順で結果が返されます。       

order-

ascending       ,        

order-

descending

これらのフラグは結果セットのソート順序を制御します。たとえば、合計を基準

に降順でソートすると、合計が最も大きい値が最初に返されます。

values      の呼び出し例     

values      の呼び出しは、NetWitness Suiteの［ナビゲート］ビューで幅広く使用されます。デフォ

ルトのビューでは、次のような呼び出しが実行されます。     

 /sdk/values id1=198564099173 id2=1542925695937 size=20 

flags=sessions,sort-total,order-descending threshold=100000 

fieldName=ip.src where="time=\"2014-May-20 13:12:00\"-\"2014-May-21 

13:11:59\""    

この例では、［ナビゲート］ビューで     ip.src     の一意の値が要求されています。また、一定期間

内における     ip.src      の一意の値が要求されています。さらに、それぞれの     ip.src     と一致す

るセッション数が要求され、結果は、セッション数の合計を降順でソートした場合の、上位20件
の     ip.src      値となります。最後に、クエリ エンジンに最適化のヒントを与えるために、［ナビゲー

ト］ビューにメタIDの範囲が表示されます。     

msearch      の呼び出し    
インデックスにより、すべてのメタ タイプに対してテキスト検索を実行する、下位レベルのレベル

の     msearch      機能が提供されます。このタイプの検索では、既知のメタ タイプという点からユー

ザによるクエリの定義は必要ありません。代わりに、データベースのすべての部分を検索して照

合します。      msearch      は［イベント］ビューのテキスト検索で使用されます。使用できる検索

フォームおよび例については、「     調査およびマルウェア解析ガイド       」のトピック「［イベント］ビュー

のフィルタおよび検索結果」トピックを参照してください。     

msearch      パラメータ：    
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 msearch-params  = search-param, {space, where-param}, {space, limit-

param}, {space, flags-param};

 search-param    = "search=", ? free-form search string ? ;where-param    

 = "where=", ? optional where clause ? ;

 limit-param     = "limit=", ? optional session scan limit ? ;flags       

    = "flags=", {msearch-flag, {"," msearch-flag} };

 msearch-flag    = "sp" | "sm" | "si" | "ci" | "regex" ;    

msearch      アルゴリズムは、次のような仕組みです。     

 1. 3つのセットの共通部分を検索することによって、インデックスから一連のセッションが識別さ

れます。

 l ( セット1) データベース内にあるすべてのセッション

 l ( セット2)        where        句パラメータと一致するセッション      

 l ( セット3)        si        フラグが指定されている場合、検索文字列パラメータと一致する値をイン

デックス付けしたセッション。       

 2. 検索で      sm       パラメータを指定した場合は、ステップ1で識別された一連のセッションからすべ

てのメタ アイテムを読み取ってスキャンが実行され、検索文字列パラメータと一致するかどう

か確認されます。検索を実行した位置に最も近いサービスからメタ アイテムが読み取られま

す。たとえば、Brokerで検索を実行した場合、Brokerに最も近いConcentratorからメタ アイ

テムが読み取られますが、Archiverで検索を実行した場合は、Archiver自体からメタ アイテ

ムが読み取られます。      

 3. 検索で      sp       パラメータを指定した場合は、ステップ1で識別された一連のセッションからすべ

てのrawパケットまたはrawログのエントリーを読み取ってスキャンが実行され、検索文字列パ

ラメータと一致するかどうか確認されます。検索を実行した位置に最も近いサービスからパ

ケットが読み取られます。たとえば、Concentratorで検索を実行した場合、Decoderからパ

ケット  データが読み取られますが、Archiverで検索を実行した場合は、Archiver自体からパ

ケット  データが読み取られます。      

 4. 一致が検出されると、       limit       パラメータの限度まで、ステップ2とステップ3で一致するものが

返されます。 limitには、メタおよびパケット  データをスキャンする最大セッション数を指定しま

す。 limitを指定しない場合は、ステップ1で特定されたセッション セット全体がスキャンされま

す。      

msearch      のフラグ    

フラグ 説明  
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sp rawパケット  データをスキャンする 

sm メタ データをすべてスキャンする 

si メタをスキャンする前にすべての検索パラメータに対してインデックス ルックアップを実行

する 

ci 大文字小文字を区別しない検索を実行する。返される結果の大文字小文字は維

持されます。

regex 正規表現として検索パラメータを処理する。正規表現は1つのみ指定できますが、正

規表現によってはその表現が複雑になる場合があります。

msearch      インデックス検索モード     

si      フラグを使用して指定したインデックス検索モードを使用すると、他のどのモードよりも大幅

に速く結果が返されます。このモードの主な制限は、値でインデックスづけされたメタ値と一致

するテキスト条件が一致するもののみを返す点です。     

 l si       パラメータは必ず      sm       フラグと組み合わせます。       si       パラメータは、検索ではインデックス

付けされたメタのみが照合されることを意味します。      

 l si       パラメータはregex検索とともに使用できますが、テキストのインデックス値のみが一致しま

す。IPアドレスと数字はregexには一致しません。      

msearch      ヒント     

 l 検索の時間範囲を指定する場合は常に      where       句を使用する。      

 l IPアドレス範囲を検索する場合は      where       句でその範囲を指定する。      

 l インデックス検索モードを使用しない場合は      limit       パラメータを使用する。使用しない場

合、メタおよびパケットのデータベースによる、非常に大量のデータ読み取りが発生します。      

ストアド  プロシージャ

query      と     values      の呼び出しには、さらに下位レベルのレベルの検索機能があります。より高

度な用途向けに、サーバ側のストアド  プロシージャがあります。     

クエリ構文での引用符の使用

クエリ パーサは、クエリ ステートメントで一重引用符と二重引用符両方の使用を許可します。

一重引用符または二重引用符で囲まれた値は、テキスト  メタとして処理されます。
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クエリ パーサは、ステートメントに入力されたどのような内容も解釈しようとします。クエリParser
が受け入れる内容に関してはあまり厳密ではありません。

例：

reference.id=4752

この句は、      数       値4,752を持つ     reference.id      メタ値を含んだセッションを識別します。     

reference.id='4752'      または     reference.id="4752"

この句は、      文字列       値      4752     を持つ     reference.id      メタ値を含んだセッションを識別しま

す。     

ただし、クエリ エンジンは数値と、数値のように見える文字列を暗黙的に比較し、値がセマン

ティック上同じである場合は同等と見なします。このため、どちらの構文でも機能します。

ただし、パフォーマンス効率を最大にするには、クエリ構文がパーサによって生成されるデータ タ
イプと一致するようにクエリを構築することをお勧めします。

たとえば、パーサが     reference.id      を数値データ タイプ(      uint32      、      uint64     など) として

作成している場合、数値構文を使用します。     

パーサが     reference.id      をテキスト  データ タイプとして作成している場合、文字列構文を使

用します。     
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インデックスのカスタマイズ

このトピックでは、カスタム インデックス ファイルを使用してインデックスをカスタマイズする方法に

ついて説明します。各NetWitnessNetWitness NextGenサービスは、大半のユーザのニーズに対

応するよう設計された、デフォルトのインデックス構成でインストールされます。ただし、カスタム 
メタを生成するカスタム コンテンツ使用する場合、新しいメタ キーにインデックスを作成すること

も可能です。

インデックス構成ファイルの場所

インデックスのカスタマイズは、カスタム インデックス ファイルに変更を加えることによって行われま

す。カスタム インデックス ファイルの場所は、      /etc/netwitness/ng/index-<servicename>-
custom.xml     です。ここで、      <servicename>      は、カスタマイズするサービス名に対応します。たと

えば、Concentratorのカスタム インデックス ファイルは/etc/netwitness/ng/index-concentrator-
custom.xmlです。     

Concentrator製品には、デフォルトのインデックス構成を記述したファイル     
/etc/netwitness/ng/index-concentrator.xml     も含まれます。このファイルは、カスタム インデックス 
ファイルのフォーマットを示すためのテンプレートとして使用できます。     

カスタム インデックス ファイルでは、デフォルトのインデックス構成をオーバーライドできます。

カスタム インデックス ファイルへの変更は、サービスの実行中に行うことができます。サービスでカ

スタム インデックスが保存されると、カスタム インデックス ファイルへの変更が読み取られ、イン

デックスに適用されます。

インデックスへの変更が反映されるのは、変更適用後に受信されたデータだけです。      インデック

ス再構築      を行わない限り、新しいカスタム インデックス構成で変更適用前のデータのインデッ

クスを遡って行うことはできません。     

インデックス構成エントリー

カスタム インデックス ファイルはXMLドキュメントです。このドキュメントのルート要素は、      
language      要素で、その内部にはメタ キーごとに1つ、各カスタム インデックスについて記述す

る要素があります。カスタム インデックス構成の各要素は次のとおりです。     

 <key name="did" description="Decoder Source" level="IndexValues" 

format="Text" valueMax="100"  />    

この要素に含まれる各属性の定義：属性  | 説明  -|- 名前  | インデックス付けされた記述となる

メタ キーの名前  | メタ タイプ レベルのヒューマンリーダブルな説明  | このメタ キーに関して作成さ

れるインデックスのタイプ | valueMax　このキーに関してスライスに格納される一意の値の最大値  
| このメタ キー名を持つすべてのメタ項目によって格納されるデータの形式。

この後のセクションでは、これらのパラメータについて詳しく検証します。
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メタ名

インデックスによって使用されるメタ名は、メタ データベースの各メタ項目内に含まれているメタ 
キー名を参照します。これらのメタ名は、解析時にDecoderによって生成されます。Parserは、

任意のメタ キー名でメタを生成するよう選択できます。したがって、カスタム インデックスを使用

すると、Decoderによって生成されるどのメタ項目にインデックスを付けるかを選択できます。

メタ キー名の最大長は16文字であり、英字または'.'文字のみ指定できます。

データ タイプ

Decoderはメタ項目を生成するときに、データ タイプを割り当てます。各Parserは、メタ データ タ
イプを選択できます。ただし、デフォルトのメタ キーごとに推奨される標準のデータ タイプがありま

す。たとえば、 ip.srcとip.dstはIPv4メタ タイプとして格納され、alias.hostはTextメタ タイプとして格

納されます。各Parserで、Decoderによって生成される各メタ キーのデータ フォーマットと一致さ

せる必要があります。

Concentratorにカスタム インデックスを追加する場合は、そのカスタム インデックスのデータ タイプ

がDecoderによって生成されるデータのフォーマットと一致していなければなりません。一致して

いない場合、Concentratorは、生成されたメタをカスタム インデックスに対して指定されたタイプ

に変換するよう試みます。ただし、これらの変換は失敗する場合があり、不明瞭な結果が生

成される可能性があります。

同様に、多数のDecoderとConcentratorがNetWitness環境に存在する場合は、すべての

DecoderとConcentratorで各メタ キーのタイプを一致させる必要があります。

NetWitnessNetWitness NextGenサービス間のメタ タイプの不一致は、未知の結果を招く原因

となります。

次の表に、NetWitnessNetWitness NextGen サービスによってサポートされるメタデータのタイプを

示します。

タイプ サイズ( バイト単位 )  説明  

Int8 1 符号付き8ビット整数  

UInt8 1 符号なし8ビット整数  

Int16 2 符号付き16ビット整数  

UInt16 2 符号なし16ビット整数  

Int32 4 符号付き32ビット整数  

UInt32 4 符号なし32ビット整数  

Int64 8 符号付き64ビット整数  

UInt64 8 符号なし64ビット整数  

UInt128 16 符号なし128ビット整数  

Float32 4 32ビット浮動小数点数、単精度  
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Float64 8 64ビット浮動小数点数、倍精度  

TimeT 8 UNIXエポック タイムスタンプ 

Binary 1～255 任意のバイナリ データ 

Text 1～255 UTF-8エンコード  テキスト  データ 

IPv4 4 IPv4アドレス バイト  

IPv6 16 IPv6アドレス バイト  

MAC 6 MACアドレス バイト  

カスタム インデックスを定義するときは、メタに最も適したデータ タイプを使用することが重要で

す。たとえば、テキスト表現はIPv4表現よりも多くのバイトを消費するため、IPアドレスをテキスト

として格納すべきではありません。

インデックス レベル

作成できるインデックスのレベル( またはタイプ) は、IndexNone、IndexKeys、IndexValuesの3つで

す。

IndexNone

このタイプでは、実際にはインデックスが作成されません。IndexNoneレベルを持つカスタム イン

デックス エントリーは、メタ キーを定義してしておくためだけに存在します。IndexNoneエントリー

をDecoderのカスタム インデックスで使用すると、Decoder上のすべてのParserで特定のデータ タ
イプをメタ キーに適用できます。

IndexKeys

このタイプのカスタム インデックスは、このメタ キー名の付いたメタ項目を含んでいるセッションの

みインデックスによって追跡されることを示し、メタ キーに対応するメタ データベース内の一意の

値はインデックス付けされません。

キー レベル インデックスの管理では、必要なストレージ領域、メモリ、CPU負荷は大幅に少なく

て済みますが、queryやvalues演算の実行に使用される場合は、クエリ エンジンの負荷が大幅

に高くなります。

Where句で使用される場合、キー レベルでインデックス付けされたメタ キーは、existsや!existsな
どの演算を解決するためにしか使用できません。

IndexValues

このタイプのカスタム インデックスには、メタ キーの個々の一意の値を含んでいるセッションに設

定されます。このタイプのインデックスは「フル インデックス」とも呼ばれます。

このタイプのインデックスは、大半のWhere句を効率的に処理するためと、values呼び出しの

fieldNameパラメータとしてこのメタ キーを使用するために必要となります。
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Value Max

Value Maxは、Valueレベル インデックスの確度とパフォーマンスに大きな影響を与えるパラメー

タです。

Decoderは、パケットまたはログをパースするときに、任意の値を持つ任意のタイプのメタを作成

できます。通常、これらのメタ項目は、パケットまたはログから直接コピーされたデータから作成さ

れます。そのため、ほぼあらゆるイベントに応じて、誰でも一意のメタ値を作成できます。

インデックスのパフォーマンスは、各メタ キーについて検出される一意の値の数によって直接左

右されます。検出される一意の値の数が増えるにつれ、新しいメタがインデックス付けされる速

度が下がり、クエリの実行速度も遅くなります。一意のメタ値の作成には誰でも影響を与える

可能性があるため、インデックスのパフォーマンスにも誰でも影響を与える可能性があります。

Value Maxパラメータは、インデックスを入力できる一意の値の数を制限します。そのため、悪

意のあるユーザが大量の一意の値を投入してNetWitnessシステムの機能を麻痺させようとする

のを防ぎます。

メタ キーの値が着信パケットまたはログの影響を直接受ける可能性がある場合は、それらのメ

タ キーに対してValue Maxを設定することが重要です。

Value Maxは、前回のインデックス保存処理の後で追加された値にのみ適用されます。

Value Maxの設定方法に関する制限はバージョンごとに異なり、また、NetWitnessNetWitness 
NextGenサービスの使用可能なRAM容量によっても異なります。バージョン10.3では、推奨さ

れるValue Maxの上限値はどのメタ キーの場合も5,000,000です。カスタム インデックスが多数あ

る場合は、Value Maxの値を低くする必要が生じる可能性があります。

maxLength

max lengthパラメータは     word      メタ タイプで排他的に使用されます。これは、wordトークン メタを
生成するLog Decoderサービスの     /decoder/parsers/config/token.max.length      の対応する設定

に一致する必要があります。インデックスはmaxLengthを使用して、      msearch      SDK機能に

フィードされる検索語を正しく解釈します。     

キーの名称変更

インデックス言語は、キーの名称変更という概念をサポートしています。この機能は、古いキー

名を廃止して置き換える新しいキー名の下位互換性互換性を提供するために使用されま

す。名称変更は、      rename      要素をキーに追加することによって実行します。これには、親キー

がrename要素でキーを名称変更することを示す効果があります。たとえば、以下のキー定義

は、      port_src      という新しいキーを定義し、キー名を     tcp.srcport     に変更します。     

 <key name="port_src" description="Source Port" format="UInt16" 

level="IndexValues">

  <rename name="tcp.srcport"/>

 </key>    
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rename要素は、親キーを使用するデータベースを参照します。この場合、      port_src      には、

port_srcタイプのメタ アイテムとtcp.srcportタイプのメタ アイテムの両方が含まれます。したがって、

新しいメタ アイテムをデータベースに追加し、      port_src     を使用して照会することができます。

このようなクエリは、 tcp.srcportに以前保存された情報も返します。     

rename要素は、以前定義されたキーを参照する単一の属性      name     を受け入れます。     

rename要素で参照されたキーのタイプは、親キーと同じでなければなりません。

rename要素で参照されたキーのインデックス レベルは、親キーと同じでなければなりません。

カスタム インデックス ファイルでキーが新定義され、新定義されたキーにrename要素が含まれて

いる場合、以前定義したrename要素があれば新しいrename要素で置き換えます。
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インデックスを再構築する

通常の運用では、サービスのインデックス構成に加えられた変更は、コレクションに入力される

新しいデータにのみ適用されます。コレクション内のすべてのデータに対するインデックスの再構

築は、すべてのメタ データベース ストレージをディスクから読み取る必要があるため、時間のか

かるプロセスです。

バージョン11.0以降では、サービスがオンラインのときにインデックスを再構築することができます。

バージョン11.0サービスは、セッションとメタ データベースの一部がインデックス付きではないことを

検出するたびに、バックグラウンドでインデックスを再構築します。

バックグラウンド再インデクサを有効にする

バックグラウンド再インデクサは、サービスが開始されるたびに有効になります。起動時、インデ

クサは、インデックスが作成されているセッションと、セッションおよびメタ データベース内に存在す

るセッションの間のギャップをチェックします。ギャップがある場合、バックグラウンド再インデクサは

サービス上のセッションおよびメタ データベースの再インデックス作成を開始します。

バックグラウンド再インデクサが有効になるイベントの例：

 1. 電源障害またはクラッシュが発生すると、破損したインデックスの最後のスライスがレンダリン

グされます。破損データは起動時に削除され、インデックスにギャップが残ります。

 2. インデックスのリセットを実行するか、ファイル システムからファイルを削除すると、インデックス 
データは強制的に削除されます。

バックグラウンド再インデクサを制御する

バックグラウンド  インデクサの動作は構成ノード      /index/config/reindex.enable     に
よって制御されます。      reindex.enable      がtrueに設定される場合、次回サービスの開始時

に再インデクサが動作します。      reindex.enable      がfalseに設定される場合、次回サービス

の開始時に再インデクサは開始されませんが、サービスが再起動されるまでは動作を続けま

す。     

バックグラウンド  インデックス再作成のアルゴリズム

バックグラウンド  インデクサの動作は次のとおりです。

 1. インデックスは、インデックス内に存在するセッションの範囲を調査し、有効なメタ データのあ

るセッションの範囲と比較します。2つの不一致がギャップと見なされます。
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 2. インデックスのギャップは      /index/config/save.session.count      の現在の値に基づ

いてスライスに分割されます。      

 3. /index/config/index.dir      で指定されたディレクトリのいずれかに、不足しているス

ライスごとに一時インデックスが作成されます。番号とは逆の順序でスライスがインデックス再

作成されます。このため、最後に収集されたセッションが最初にインデックス作成されます。      

 4. スライスが完全にインデックス再作成されると、オンライン インデックスの有効な場所に移動

されます。再インデックス再作成されたスライスがウォーム階層に属する場合、ウォーム階層

に移動されます。

 5. 新しくインデックス作成されたデータはコレクションの一部として表示されます。

バックグラウンド  インデクサ ステータス

statノード      /index/stats/updater.state      はバックグラウンド再インデクサの現在の状態

を示します。このノードは     running     、      not running     、      failed     のいずれかになります。ス

テータスが     failed     の場合、診断診断情報の詳細をサービス ログで確認します。     

集計への影響

集計を実行するサービスは、インデックスを活用してすでに集計されているセッションを追跡しま

す。インデックスが集計を開始するのに十分な情報を持たない場合は、十分なスライスがイン

デックス再作成されるまで集計はオフラインになります。この間、上位デバイスの集計ステータス

では、集計を待機していることを示します。

再インデックスを強制する

サービスのインデックスの再構築を強制するには、次の手順に従います。

 1. /index/config/reindex.enable       がtrueになっていることを確認します。      

 2. サービスで      reset       メッセージを使用して、インデックスをリセットします。例：      
/concentrator/reset index=1       によってサービスを再起動し、すべてのインデックス 
ファイルを削除します。      

 3. サービスが再起動するまで待ちます。バックグラウンド  インデックス再作成が開始されます。

 4. 最後に収集されたデータは、それらのセッションを表すインデックス スライスのインデックスが

再作成されるとすぐに、クエリに使用可能になります。

インデックスを再構築する 54



コアデータベースチューニングガイド

最適化の手法

このトピックでは、NetWitnessコア データベースの最適化の手法について説明します。デフォルト

では、NetWitnessコア データベースはさまざまなワークロードに対応するように構成されていま

す。しかし、そのパフォーマンスは、取得されるデータの性質と、データベースに対して実行する

検索の性質に大きく左右されることがあります。

閾値

閾値は、NetWitness Suiteの［ナビゲート］ビューの応答性能に大きな効果を与えることがありま

す。閾値は     values      の呼び出しに適用されます。      values      の呼び出しの詳細については、「     
クエリ     」を参照してください。     

閾値は、カウントを生成するためにディスクから取得されるデータベースのデータ量に対する上

限を定義します。大部分のクエリでは、      where      句に一致するセッションの数は膨大です。たと

えば、1秒あたり30,000イベントのペースで実行される1時間のログ イベントをすべて抽出すると、

108,000,000セッションになります。     

RSAでは、セッションのカウントが必要となるほとんどの場合、最後のセッションまで正確な結果

を得る必要がないという見解に基づいて、閾値機能を導入しました。たとえば、直近1時間の

上位20個のIPアドレスを検索する場合、レポートに示されるIPのカウントが10,000,000セッション

と一致するか、10,000,001セッションと一致するかは、あまり重要ではありません。推定値で十

分です。これらのシナリオでは、カウントが閾値パラメータを超えた場合に、返されたカウントの

推定値を出すことができます。閾値に達すると、残りのカウントは推定され、必要であれば、推

定カウントに基づいて結果がソートされます。

     複雑な     where      句     
NetWitnessコア データベースで結果が返されるまでにかかる時間は、クエリの複雑さによって異

なります。メタに存在するインデックスと直接合致するクエリではすばやく結果が返されますが、

多くの場合、すばやく結果が返されないクエリを作成してしまいがちです。場合によっては、クエ

リやインデックスを調整することによって、応答性能を改善できることがあります。

where      句の各部分の相対      コスト       を把握すると便利です。高コストのクエリ操作は実行するの

に長い時間がかかります。次の表に、相対コストの低いものから高いものの順で、クエリ操作を

示します。     

操作  コスト  

exists、!exists 一定  

=       ,        != メター キーの一意の値の数という点では対数的、範囲式と一致する一

意の要素の数という点では直線的  
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<       ,        >       ,        <=       ,        >= 一意の値の検索という点では対数的だが、式は広い範囲の値と一致す

るため、直線的となる可能性が高い 

begins       ,        ends       ,        

contains

メター キーの一意の値の数という点で直線的  

regex 値あたりのコストが高いメタ キーの一意の値の数という点で直線的  

AND      および     OR

where      句を作成する場合は、      AND      演算子を使用して多くの条件を作ると、クエリのパフォー

マンスに良い影響が出ることがあります。複数の条件を使用して、      where      句に一致するセッ

ション数を絞り込むことができれば、クエリの実行内容が少なくなります。同様に、      OR      句を追

加するごとに、各クエリで処理するセッション数が多くなります。     

一般的には、クエリ内の     AND      句が増えるほど、処理時間が短くなり、クエリ内の     OR      句が増え

るほど、処理時間が長くなります。     

ユースケース：大きなサブネットとの一致

一般的に、あるクラスAサブネットを含む、または含まない、という条件のクエリを作成するケース

があります。このタイプのクエリが一般的なのは、ユーザが調査において内部ネットワークの一部

分に対して、含む、含まない、という条件を指定するケースがあるためです。

クエリ エンジンが     ip.src      または     ip.dst      インデックスだけでこのクエリを解決しようとすると問

題が生じる場合があります。この問題の原因としては、たとえば    のような     where      句を指定す

ると、

 ip.src = 10.0.0.0/8    

のようなwhere句を指定すると、実際には次のように解釈されるためです。

 ip.src = 10.0.0.0 || ip.src = 10.0.0.1 || ip.src = 10.0.0.2 || ... || 

ip.src = 10.255.255.255    

そのため、インデックスによって、1,600万以上の条件を伴う     where      句が作成されることもありま

す。     

この問題の解決策は、Decoderで、アプリケーション ルールを使用して対象の一般的なネット

ワークにタグをつけることです。たとえば、次のようなアプリケーション ルールでメタ アイテムを作成

できます。

 name=internal rule="ip.src = 10.0.0.0/8" order=3 alert=network    

このルールは、10.0.0.0/8ネットワーク内のIPアドレスに対してnetworkメタ キーにinternalという値

を持つメタ アイテムを作成します。

where      句は次のように表現できます。     
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 network = "internal"    

networkメタ データに     value-level      インデックスを構成することによって、クエリをより複雑なも

のに拡張せずに、目的のサブセットに一致するセッションを迅速に照合できます。     

ユースケース：サブストリング一致

メタ キーの一意の値が多数ある場合、      where      句で     begins     、      ends     、      contains     、      
regex      の演算子を使用すると、非常に時間がかかることがあります。これらの各演算子は、そ

れぞれの一意の値に対して個別に評価されます。たとえば、演算子が     regex     の場合、      
regex      はそれぞれの一意の値に対して個別に実行する必要があります。     

これを回避する最も効果的な戦略は、ユーザがサブストリング一致を使用する必要がないよう

にメタ アイテムを再編成することです。

たとえば、ユーザがセッションのどこかでURL内のホスト名を見つけようとしているとします。ユーザ

は次のような     where      句を作成することが考えられます。     

 url contains 'www.rsa.com'    

このシナリオでは、      url      メタ キーに、Decoderによって収集された一意の値がセッションごとに1つ
ずつ含まれる可能性が高いため、一意の値は膨大な数になります。この場合、contains操作

の処理時間は長くなります。     

最善のアプローチは、照合しようとしているメタ データの部分を特定し、その照合部分をコンテ

ンツParserに移動することです。

たとえば、URLごとに生成されているメタ データがある場合、ParserはURLを構成要素のコン

ポーネントに分解することもできます。たとえば、Decoderが     
http://www.rsa.com/netwitness     という値を持つURLメタ データを生成する場合、      
www.rsa.com     という値を持つ     alias.host      メタ データも生成します。次のようにクエリを実

行できます。     

 alias.host = 'www.rsa.com'    

substring演算子が不要になるため、クエリははるかに高速になります。

インデックスのセーブ

コア インデックスはセーブ ポイント ( スライスとも呼ばれる) によって分割されます。インデックスが

保存( セーブ) されると、インデックス内のすべてのデータはディスクにフラッシュされ、インデックス

のその部分は読み取り専用としてマークされます。セーブは2つの機能を果たします。

 l 各セーブ ポイントは、電源障害が発生した場合にインデックスをリカバリできる場所となりま

す。
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 l 定期的なセーブにより、アクティブに更新されているインデックス サイズがRAMより大きくなら

ないようにすることができます。

セーブ ポイントには、インデックスを、独立した、重複しないセグメントに区分化する効果があり

ます。クエリで複数のセーブ ポイントをクロスオーバーしなければならない場合は、クエリの一部

を再実行し、結果をマージする必要があります。これによって、最終的に、クエリが完了するま

での時間が長くなります。

NetWitness Suite 10.5以降のインストール環境の場合、デフォルトでは、データベースに

600,000,000セッションが追加されるたびに、コア インデックスに対してセーブが実行されます。こ

の間隔は、インデックス構成パラメータ     save.session.count     によって設定されます。詳細

は、「     インデックス構成ノード      」を参照してください。     

旧バージョンのNetWitness Suite、または10.5より前のNetWitness Suiteバージョンからアップグ

レード済みのシステムは、8時間ごとにインデックスをセーブする時間ベースのセーブ スケジュール

を使用します。サービスのNetWitness Admin UIでスケジューラ エディタを使用すると、セーブ間

隔を確認できます。デフォルトのエントリーを次に示します。

 hours=8 pathname=/index msg=save    

間隔を調整することで、セーブが作成される頻度を制御できます。

セーブ間隔を長くすることの影響

セーブ間隔を長くすると、セーブ ポイントが作成される頻度が低くなるため、存在するセーブ ポ
イントの数は減ります。これはクエリのパフォーマンスにプラスの影響を与えます。クエリがスライス

をまたがって実行される可能性が低くなり、スライスをまたがる必要があっても、スキャンされるス

ライスの数はあまり多くないためです。

ただし、セーブ間隔を長くすることにはマイナス面もあります。第1に、Concentratorが、いずれか

のインデックスで設定された     valueMax      の上限に達する可能性が高くなります。第2に、強制

シャットダウンや電源障害が発生した場合に復旧時間が長くなります。そして第3に、インデック

ス スライスが大きくなりすぎてメモリに収まらなくなった場合に、集計速度が遅くなる可能性があ

ります。     

セーブ間隔を短くすることの影響

セーブ間隔を短くすると、多数の一意の値が含まれるメタ データの完全な値のインデックスを維

持しながら、      valueMax      の上限に達することを回避できます。ただし、セーブ間隔を短くする

と、作成されるスライスが多くなるため、クエリのパフォーマンスにマイナスの影響があります。     
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valueMax    の使用

すべての一意のメタにインデックスをつけたいと考えているユーザは     valueMax      による上限は不

要に思われるかもしれません。しかしながら、一般的にこうした構成は非現実的です。メタ 
キー値には、インターネット上のあらゆる場所のあらゆるランダムなデータが格納される可能性

があるため、すべての一意の値にインデックスをつけることは不可能です。     

ただし、値のインデックスの代わりにキー レベルのインデックスを使用することで、      valueMax      の
上限の一部を回避できます。キー レベルのインデックスは     valueMax     の影響を受けません。     

キー レベルでインデックス付けされたメタ キーで［ナビゲート］ビューを使用できます。データベース

は、可能な場合、      where      句に値レベルのインデックスを使用しますが、      values      の呼び出し

で一意の値を解決するために、メタ データベース スキャンが使用されます。      where      句が、検

索範囲を少数のセッション( およそ10,000セッション未満) に制限する効果的なフィルタを提供す

る場合、このアプローチはうまく機能します。     

valueMax      に達した場合、ユーザはクエリでデータベース スキャンを実行し、関連する値がド

ロップされていないことを確認できます。Investigator 9.8クライアントでこの機能にアクセスするに

は、［ナビゲート］ビューの右クリック メニューを使用します。メタ データベース スキャンは長い時

間がかかりますが、ユーザはレポートに欠落したデータがないことを確認できます。     

ワークロードの並列処理

多くのレポートを使用している場合は、Reporting Engine内で並列実行オプションを有効活用

していることを確認します。同様に、      max.concurrent.queries      の数がハードウェアに適

していることも確認します。     

NetWitness Suiteの［ナビゲート］ビューでは、その出力のコンポーネントを並列処理できます。こ

れは、NetWitnessコア サービスのパフォーマンスに大きなプラスの影響を与える可能性がありま

す。

インデックスの再構築

まれに、コア サービスで、インデックスの再構築が効果を発揮することがあります。例：

 l NetWitnessコア サービスが、非常に古いバージョンの製品で作成されたインデックス スライス

を持ち、6か月以上、どのデータもロールアウトしていない。

 l インデックスが不適切に構成されており、ユーザは新しいインデックス構成ですべてのメタのイ

ンデックスを再構築したいと考えている。

 l コア サービスへのトラフィック負荷が非常に軽く、セーブ間隔が長いため、必要以上に多くの

スライスが生成された。
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これらの場合、インデックスの再構築はパフォーマンスの向上をもたらす可能性があります。その

ためには、Decoderの     /decoder      フォルダ、Concentratorの     /concentrator      フォルダ、

Archiverの     /archiver      フォルダのいずれかで、パラメータ     index=1      を指定して、      reset      メッ

セージを送信する必要があります。     

完全な再構築が完了するまで、完全にロードされたConcentratorでは数日、完全にロードされ

たArchiverではさらに時間がかかる場合があることに留意してください。

保存期間の延長

NetWitnessコア データベースの保存期間を改善する方法はいくつかあります。保存期間とは、

データベースに格納されたデータが保持される期間のことです。

保存期間を分析する最初のステップは、保存期間の観点で、データベースのどの部分が制限

要因であるかを判別することです。パケット、メタ、セッション データベースは、データベースで最

も古いファイルの古さを示す     packet.oldest.file.time     、      
meta.oldest.file.time     、      session.oldest.file.time      統計データを     
/database/stats      フォルダで提供します。インデックスは、インデックスに格納されている最

も古いセッション時間を示す     /index/stats/time.begin      統計データを提供します。     

パケットとメタの保存期間を長くする

これらのデータベースで保存期間を長くするための主なメカニズムは、ストレージを追加すること

です。ストレージをNetWitnessコア サービスに追加できない場合は、パケットおよびメタ データ

ベースで圧縮オプションを使用して、データベースで書き込まれるデータの量を減らすことが必要

になる可能性があります。

メタの保存期間が懸念事項である場合は、Decoderが生成するメタから不要なコンテンツを削

除することができます。多くのParserは、組織が長期間保存する必要がないメタを生成します。

インデックスの保存期間を長くする

通常、インデックスの保存期間はデータベースの保存期間より長いですが、複雑なカスタム イ
ンデックスの場合は保存期間が短くなることがあります。通常、最も簡単な方法は、カスタム構

成から不要な値レベルのインデックスを削除するか、あるいはデフォルトの値レベルのインデックス

の一部をキー レベルのインデックスで上書きすることです。

また、インデックス ストレージを追加して、インデックスを拡張することも可能です。ただし、イン

デックス ストレージは、SSD(ソリッド  ステート  ドライブ)を使用して拡張するようにしてください。

水平的な拡張

バージョン10.3以降、ConcentratorとArchiverは、グループ集計を使用してクラスタ化できます。

グループ集計により、単一のDecoderが複数のConcentratorまたはArchiverに負荷が分散され

るようにセッションをフィードできます。グループ集計では、必要に応じて大規模なハードウェアの

プール内でクエリおよび集計ワークロードを分割できます。

最適化の手法 60



コアデータベースチューニングガイド

詳細については、「     導入ガイド      」のトピック「グループ集計」トピックを参照してください。     

ワークロードのグループ化

システムのすべてのユーザがデータベースの同じ領域で作業すると、NetWitnessコア データベー

スのパフォーマンスが向上することがあります。データベースには、先入れ先出し方式でDecoder
からデータが供給されるため、データベース内のデータは通常、収集および格納された時間に

基づいてクラスタ化されています。そのため、すべてのユーザが同じ期間のデータを使用すると、

データベースのパフォーマンスが向上します。

すべてのユーザが同時に同じ期間のデータを使用できるとは限りません。NetWitnessコア データ

ベースはそのようなケースにも対処できますが、RAM内で異なる期間のデータを順次入れ替え

る必要があるため、パフォーマンスが低下することがあります。RAM内に同時にすべての期間の

データを保持することはできません。通常、RAM内に収まるのは、データベースの1%未満とイン

デックスの10%未満です。

NetWitness Suiteのデータベース パフォーマンスを向上させるには、同じ範囲の期間のデータを

使用する傾向があるユーザをグループにまとめるようにします。たとえば、最新のデータを毎日監

視するユーザを1つのグループにまとめることができます。調査の一環で時間をさかのぼってクエリ

を実行するユーザを別のグループにし、長期間にわたるレポートを実行するユーザをさらに別の

グループにします。単一のデータベースですべてのグループに対応しようとすると、結果が出るま

でに長い時間がかかる可能性があります。しかし、ユースケースに応じてConcentratorのハード

ウェアを分けることによって、パフォーマンスが大きく向上する可能性があります。この場合、大

規模で高価なConcentratorですべてのニーズに対応しようとするよりも、少ないRAMおよび低い

CPU処理能力でも、より多くのConcentratorサービスを利用する方が得策かもしれません。

キャッシュ ウィンドウ

次の一連のイベントを考えてみます。

 1. 午前9時にユーザ「kevin」がConcentratorにログインし、収集時間の最後の1時間に関する

レポートをリクエストします。

 2. Concentratorは、午前8時から午前9時までの時間範囲に関するレポートを取得します。

 3. 午前9時2分にユーザ「scott」が同じConcentratorにログインし、収集時間の最後の1時間に

関するレポートをリクエストします。

 4. Concentratorは、午前8時2分から午前9時2分までの時間範囲に関するレポートを取得し

ます。

両方のユーザが確認している時間範囲は近いものの、若干異なるため、ConcentratorがKevin
のために生成したレポートをScottに再送信することはできませんでした。ConcentratorはScottの
ためにレポートの大部分を再計算する必要がありました。

61 最適化の手法



コアデータベースチューニングガイド

/sdk      ノードの     cache.window.minutes      設定により、この状況を最適化できます。ユーザ

がログインすると、収集された最新のデータを表す時点が、この設定の分数だけ進みます。     

たとえば、      /sdk/config/cache.window.minutes      を10\と仮定します。前述のアクショ

ンを再評価すると、一連のイベントが変わります。     

 1. 午前9時にユーザ「kevin」がConcentratorにログインし、収集時間の最後の1時間に関する

レポートをリクエストします。

 2. Concentratorは、午前8時から午前9時までの時間範囲に関するレポートを取得します。

 3. 午前9時2分にユーザ「scott」が同じConcentratorにログインし、収集時間の最後の1時間に

関するレポートをリクエストします。

 4. Concentratorは、午前8時から午前9時までの時間範囲に関するレポートを取得します。

 5. 午前9時10分にユーザ「scott」が収集時間の最後の1時間に関するレポートを再ロードしま

す。

 6. Concentratorは、午前8時10分から午前9時10分までの時間範囲に関するレポートを取得

します。

ステップ3のレポートは、キャッシュ ウィンドウ内に当たるため、即座に返されます。これは、Scott
に、Concentratorの処理が非常に速いという印象を与えます。

そのため、      cache.window      設定の値を大きくすると、認識されるパフォーマンスが向上しま

すが、最新データを検索できるようになるまでに、若干の遅延が生じることになります。     

時間制限

クエリがNetWitnessコア データベースで長時間実行されていると、コア サービスは、処理を迅速

に完了するために、より多くのCPU時間とRAMをそのクエリに割り当てるようになります。これ

は、他のクエリや集計にマイナスの影響を与えることがあります。特定のユーザがコア サービス リ
ソースを多大に消費することを防ぐには、クエリに時間制限を設けることを推奨します。
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付録A：統計情報

このトピックでは、システム運用を監視するために使用される統計について説明します。コア 
サービスは、システムの運用を監視するために非常に多数の統計を提供しています。パフォー

マンスの監視に役立つものもあれば、システム運用の監視またはデバッグ目的に使用されるも

のもあります。

/database/stats内の統計

次の表は、      /database/stats     内の統計の意味を示しています。     

統計情報  意味  

meta.bytes       ,        packet.bytes       ,        

session.bytes

各データベースに格納されているデータの合計

サイズ( バイト単位)  

meta.first.id       ,        packet.first.id       ,        

session.first.id

各データベースに格納されている、最初のメタ

ID、パケット ID、セッションID 

meta.last.id       ,        packet.last.id       ,        

session.last.id

各データベースに格納されている、最後のメタ

ID、パケット ID、セッションID 

meta.oldest.file.time       ,        

packet.oldest.file.time       ,        

session.oldest.file.time

各データベース内で最も古いファイルの作成日  

meta.rate       ,        packet.rate       ,        

session.rate

最後の1秒に各データベースに追加されたメタ 

オブジェクト、パケット  オブジェクト、セッション オ

ブジェクトの数  

meta.total       ,        packet.total       ,        

session.total

各データベース内にあるメタ オブジェクト、パケッ

ト  オブジェクト、セッション オブジェクトの合計数  

meta.volume.bytes       ,        

packet.volume.bytes       ,        

session.volume.bytes

各データベースにより使用されているすべての

ディレクトリの概算の合計ボリューム サイズ( バ

イト単位)  

meta.free.space       ,        

packet.free.space       ,        

session.free.space

各データベースにより使用されているすべての

ディレクトリの、概算の合計未使用容量( バイ

ト単位)  
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/index/stats内の統計

次の表は、      /index/stats     内の統計の意味を示しています。     

統計情報  意味  

checkpoint.page       ,        

checkpoint.summary

最後にindex saveが実行されたときに格納された最後のオ

ブジェクト ( デバッグ)  

index.bytes インデックス ファイルで必要なディスク領域の大まかな測定

値  

index.last.load.time 現在のインデックス構成がインデックス構成ファイルからロー

ドされたときのタイムスタンプ 

memory.used インンデックスにより占有されているメモリ容量の大まかな

測定値  

page.first.id       ,        

summary.first.id

インデックスに格納されている最初のページおよびサマリ オ

ブジェクト ( デバッグ)  

page.last.id       ,        

summary.last.id

インデックスに格納されている最後のページおよびサマリ オ

ブジェクト ( デバッグ)  

page.total       ,        

summary.total

インデックス内のページ数とサマリ数( デバッグ)  

session.first.id インデックス付きの最初のセッションのID 

session.last.id インデックス付きの最後のセッションのID 

sessions.since.save 現在のインデックス スライスによって保持されているセッショ

ン数  

values.added 現在のインデックス スライスに追加された一意の値の数  

slices.total インデックス内のスライス数  

time.begin インデックス付きの最も古い時間メタ 

time.end インデックス付きの最も新しい時間メタ 

updater.state バックグラウンド再インデクサのステータス 

/sdk/stats内の統計

次の表は、      /sdk/stats    内の統計の意味を示しています
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統計情報  意味  

cache.window.time.begin cache.window.minutesによって適用される現在時刻の開

始  

cache.window.time.end cache.window.minutesによって適用される現在時刻の終

了  

queries.active 現在インデックス内で実行されているクエリの数。

queries.queued 実行を待機しているクエリの数  

values.calls プロセスの開始後に「values」関数に対して行われた呼び

出しの回数  

values.calls.cached values呼び出し結果キャッシュにより解決された、「values」

関数に対して行われた呼び出しの回数  

クエリあたりの統計

クエリや値などのSDK操作は、      /sdk/config/stats/queries/<handleid>     で実行

ステータスに関する情報を提供します。ここで、      <handleid>      は、クエリ操作の一意の識別

子です。     

次の表は、クエリあたりの統計の意味を示しています。

統計情報  意味  

channel.path この統計は、操作が通信している接続チャネルへのリンクを提供しま

す。このチャネルは、クライアントに結果を伝えるために使用されます。

query.type queryやvaluesなどの実行されている操作のタイプ 

query クエリに提供されるパラメータの完全なセット  

query.progress 完了したクエリ実行の割合  

query.status クエリ実行が現在どのステージにあるかを説明するメッセージ 

running.since クエリが実行を開始した時刻  

user クエリを実行したユーザ名  
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付録B：インデックス調査

NetWitnessコア データベース インデックスには、インデックスの構成に関する詳細情報を提供す

る「     inspect      」と呼ばれる組み込みのデバッグ機能があります。インデックス調査機能は、各コ

ア サービスの構成ツリーの     /index/inspect      に配置されています。実際にはインデックスを

持たないサービス( Brokerなど) には、      /index/inspect      機能はありません。     

パラメータ

オプション

次のように入力します。文字列  このパラメータは、インデックス内のすべてのスライスに関する

inspect情報を収集する「     all-slices      」という値に設定できます。設定されていない場合

は、直近に作成された現行のスライスに関する情報が返されます。     

多数のインデックス スライスがある場合は、すべてのスライスに関する情報の収集が完了するま

でに長時間かかることがあります。

レスポンス

inspectは、インデックスの状態を表すキー/値のペアの多数の行を返します。

スライス サマリ

スライスごとに返される最初の行は、次の値を持つサマリです。

session1 スライス内にインデックスされている最初のセッションID 

session2 スライス内にインデックスされている最後のセッションID 

meta1 スライス内にインデックスされている最初のセッションの最初のメタID 

meta2 スライス内にインデックスされている最後のセッションの最後のメタID 

インデックスごとのサマリ

各インデックスに対して返されるインデックスごとのサマリ行があります。レポートされるのは値レベ

ルのインデックスのみです。

key インデックスのメタ キー名  

pathname このインデックスの、ディスク上でのパス 

values このインデックスに格納されている一意の値の数  

summaries このインデックスがsummary.dbファイル内で占有しているサマリ エントリーの数  
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pages このインデックスがpage.dbファイル内で占有しているページ エントリーの数  

sessions このインデックスに値を挿入したセッションの数  

size このインデックスに値を挿入したすべてのセッションの「size」メタ値の累積値  

packets このインデックスに値を挿入したすべてのセッションのパケットの累積数  

summary1 このインデックスで使用されている最初のサマリID 

summary2 このインデックスで使用されている最後のサマリID 

session1 このインデックスで参照されている最初のセッションID 

session2 このインデックスで参照されている最後のセッションID 

スライス サマリ フッター

inspectの各レポートの最終行には、そのスライス内のすべてのインデックスの累積統計がありま

す。

totalKeys インデックスされているメタ キーの数  

totalValues このスライス内のすべてのインデックスでトラッキングされている一意の値の数  

totalMemory このインデックス スライスを開くために必要なメモリの合計概算  
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