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NwConsoleとヘルプのアクセス

NwConsoleとも呼ばれるRSA NetWitness Consoleは、強力なツールに加えて、Decoder、Log 
Decoder、Concentrator、Broker、Archiverなどのコア サービスへのコマンド  ライン アクセスを提

供するマルチ プラットフォームのターミナル アプリケーションです。ほとんどのユーザはNetWitness 
Suiteユーザ インタフェースを介してタスクや調査を完了しますが、管理者や開発者などの一部

の上級ユーザは、ユーザ インタフェースを経由しない、コア サービスへの直接アクセスを要求し

ます。NwConsoleを使用すると、コマンド  ラインからコマンドを入力したり、ファイルから複数のコ

マンドを実行したりできます。  

このトピックでは、NwConsoleにアクセスする方法と、NwConsole内で内部ヘルプを表示する方

法について説明します。

RSA Security Analytics Console( 別名：NwConsole) から、広範なヘルプ情報を表示できま

す。このヘルプは、Security Analyticsのコマンド  ラインからアクセスできます。

前提条件

すべてのNetWitness Suiteアプライアンスには、NwConsoleアプリケーションがインストールされて

います。また、このアプリケーションをWindows、Mac、CentOSにインストールし、コア サービスに

接続して操作することができます。

NwConsoleは、NetWitness Suiteアプライアンスのコマンド  ラインから使用できます。コア アプライ

アンスにリモートでアクセスする場合、RSA NetWitness ConsoleアプリケーションをWindows、
Mac、CentOSマシンにインストールしている必要があります。RSA NetWitness Consoleアプリ

ケーション インストーラーを取得するには、RSAまでお問い合わせください。

NwConsoleへのアクセス

NetWitness Suiteアプライアンスまたはターミナル エミュレータのコマンド  ラインからNwConsoleを
実行するには、<$>プロンプトで、NwConsole( Linux) またはnwconsole ( Windows) と入力

します。実際のコマンドはNwConsoleですが、Windowsは大文字と小文字を区別しません。

次の例に示すように、RSA NetWitness Consoleが表示されます。

Last login: Thu Sep 24 14:00:42 on console

 usxx<username>m1:~ <username>$ NwConsole

 RSA NetWitness Suite Console 10.6.0.0.6105

 Copyright 2001-2015, RSA Security Inc.  All Rights Reserved.

 

 Type "help" for a list of commands or "man" for a list of manual pages.

 > 
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ヘルプの表示

NwConsoleでは、個々のコマンドに関するヘルプと、特定のトピックについてのヘルプを提供しま

す。

注意：最新の情報は、NwConsole内でコマンドとヘルプ トピックピックを参照してください。  

コマンド  リストの表示

使用可能なコマンドとその説明のリストを表示するには、( >) プロンプトでhelpと入力します。

次の例は、使用可能なコマンドのリストを示します。

> help

 Local commands:

    avro2nwd      - Convert AVRO files to NWD files

    avrodump      - Display schema and contents of AVRO file (for debugging)

    blockspeed    - Tests various write block sizes to determine best setting

    compileflex   - Compile all flex parsers in a directory

    createflex    - Create a flex parser that matches tokens read from a file

    dbcheck       - Perform a database integrity check over one or more

                    session, meta, packet, log or stat db files

    diskspeed     - Measures the speed of the disk(s) mounted at a specified

                    directory

    echo          - Echos the passed in text to the terminal

    encryptparser - Encrypt all parsers in a directory

    feed          - Create and work with feed files

    fmanip        - Manipulate a file with XOR and check for embedded PEs

    hash          - Creates or verifies hashes of database files

    help          - Provides help information for recognized console commands

    history       - Displays, erases or executes a command in the command

                    history

    httpAggStats  - Tests HTTP aggregation and reports statistics as it

                    continues

    log           - Perform operations on a log database

    logParse      - Parse line delimited logs on stdin and post results to

                    stdout

    logfake       - Create a fake log pcap file

    lua           - Execute a lua script

    makec3        - Generate C3 Test Data

    makepcap      - Convert packet database files to pcap or log files

NwConsoleとヘルプのアクセス 6
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    man           - Displays a list of topics or opens a specific manual page

                    on a topic

    metaspeed     - Tests read performance over an existing meta db

    netbytes      - Display statistics on network interface utilization

    nwdstrip      - Convert full NWD file into just session and meta file

    pause         - Wait for user input when running a script file

    reindex       - reindex a collection

    sdk           - Execute SDK commands based on the C SDK library, type "sdk

                    help" for more information

    sleep         - Sleeps for the specified milliseconds

    timeout       - Globally change the timeout for waiting for a response from

                    a service

    tlogin        - Open a trusted SSL connection to an existing service

    topQuery      - Returns the top N longest running queries from the audit

                    log (either a file or from the log API)

    vslice        - Validate index slices

Remote commands (executed on the connected service, see "login"):

    login         - Connect to a remote service.  Once connected, type help to

                    see commands available for remote execution.

For detailed help, type "help <command>"

> 

コマンドに関する詳細なヘルプの表示

コマンドに関する詳細情報を表示するには、help <command>と入力します。次の例は、

help logParseと入力した後のlogParseコマンドのヘルプを示します。

For detailed help, type "help <command>"

> help logParse

Usage: logParse {in=<pathname>} {indir=<pathname>} [out=<pathname>]

                [content=<c2|c3>] [device=<device,[device...]>]

                [path=<log-parsers-config-path>] [metaonly] [srcaddr=<src

                address>] [srcaddrfile=<filename,IP Address>]

Parse line delimited logs on stdin and post results to stdout

    in          - The input source file. "in=stdin" means interactive typing of

                  log.

    indir       - The input source files parent directory

    out         - The output file or output file parent directory if input is
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                  set by indir. If not specified, use stdout as output.

    content     - Content version, either c2 or c3. Default is c2.

    device      - Comma delimited device list specifying devices that is

                  enabled. Default enable all devices.

    path        - The logparsers configuration path. Default will find

                  configuration file like logdecoder.

    metaonly    - The output will only contains parsed meta, otherwise will

                  print log message after metas.

    srcaddr     - The source address of the all the logs

    srcaddrfile - The source address for logs in one input file, in the format

                  filename,ipaddress

> 

ヘルプ トピックのリストの表示

ヘルプ トピックのリストを表示するには、manと入力します。次の例は、ヘルプ トピックのリストを

示します。

> man

List of topics:

    Introduction

    Connecting to a Service

    Monitoring Stats

    Feeds

    Converting Packet DB Files to PCAP

    Packets

    Verifying Database Hashes

    SDK Content

    SDK Content Examples

    Troubleshooting

Type "man <topic>" for help on a specific topic, partial matches are acceptable

> 

特定のヘルプ トピックの表示

特定のトピックに関するヘルプを表示するには、man <topic>と入力します。次の例は、

man Packetsと入力した後のPacketsのヘルプ トピックは示します。

Type "man <topic>" for help on a specific topic, partial matches are acceptable

NwConsoleとヘルプのアクセス 8



コマンド ラインコマンド ラインインタフェースユーザガイド

 > man Packets

                                    Packets

                                    =======

The *packets* command can be used to generate a pcap or log file based on a

list of Session IDs, a time period or a where clause.  The command is quite

flexible and can be used on any running service that has access to the raw

data from a downstream component.  Before running the command, you must first

*login* to a service and then change directory to the appropriate sdk node,

(e.g., "cd /sdk").  Unlike the *makepcap* command, which only works on the

local file system, this command is meant to be used on a remote service.

    login ...

    cd /sdk

    packets where="service=80 && time='2015-03-01 15:00:00'-'2015-03-01

    15:10:00'" pathname="/tmp/march-1.pcap"

Write 10 minutes of HTTP only packets from March 1st, to the file

/tmp/march-1.pcap.  All times are in UTC.

    packets time1="2015-04-01 12:30:00" time2="2015-04-01 12:35:00"

    pathname=/media/sdd1/packets.pcap.gz

Write all packets between the two times to a gzip compressed file at

/media/sdd1/packets.pcap.gz

    packets time1="2015-04-01 12:30:00" time2="2015-04-01 12:35:00"

    pathname=/media/sdd1/mylogs.log

Write all logs between the two times to a plaintext file at

/media/sdd1/mylogs.log.  Any pathname ending with .log indicates that the

format of the output file should be plaintext line-delimited logs.

> 

注意：最新の情報は、NwConsole内でコマンドとヘルプ トピックピックを参照してください。  

NwConsoleの終了

NwConsoleアプリケーションを終了するには、コマンド  ラインでquitと入力します。

9 NwConsoleとヘルプのアクセス
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基本的なコマンド  ライン パラメータと編集

NwConsoleはスイス製アーミー ナイフのようなものであり、NwConsoleのコマンド  ライン インタ

フェースに勝るツールはありません。NwConsoleはマルチ プラットフォーム対応の実行可能ファイ

ルで、CentOS( アプライアンスには同梱) 、Windows、Macで使用できます。

基本的なコマンド  ライン パラメータ

次に、一部の基本的なコマンド  ライン パラメータを示します。

 l ファイルから一連のコマンドを実行する：                 
NwConsole -f /tmp/somefile.script

 l コマンド  ラインからコマンド  リストを渡す：

NwConsole -c <command1> -c <command2> -c <command3>

この方法は、非常に簡単なスクリプトを実行する場合を除き、推奨されません。適切にエス

ケープされていない場合、引用符で囲まれた文字列はbashインタープリターによって認識さ

れない可能性があります。コマンド  ラインを介して明確でないエラーが渡された場合、ファイ

ルからの読み取りに切り替え、問題が解決されるか確認します。

 l 通常、ファイルまたはコマンド  ラインを介して渡されたコマンドを実行するとコンソールは終了

します。ただし、コマンドの実行後も対話型のプロンプトを開いたままにする場合は、コマンド  
ラインに、-iを付加します。

 l 当然のことながら、単にNwConsoleを実行し、コンソール ウィンドウにコマンドを入力すること

もできます。

行の編集

コマンドを編集する際に、次の表のキーを使用できます。

キー 説明

Ctrl-U 現在の行を削除します。

Ctrl-W カーソルが指している単語を削除します。

Ctrl-A 行の先頭にカーソルを移動します。

Ctrl-E 行の末尾にカーソルを移動します。

上矢印 以前に実行したコマンドが表示されます。

基本的なコマンド ライン パラメータと編集 10
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キー 説明

下矢印 現在のコマンドの後に実行されるコマンドが表示されます( 上矢印が押された

場合にのみ有効) 。

左矢印 カーソルを前の文字に移動します。

右矢印 カーソルを次の文字に移動します。

タブ ほとんどのコマンドとそのパラメータについて、コンテキスト依存の補完機能が

提供されます。Tabキーは編集作業に非常に有用です。

たとえば、「サービスへの接続」ヘルプ トピックを見るには、コマンド  ラインで

manconと入力してTabキーを押します。NwConsoleで、コマンドが補足され

ます：man Connecting to a Service

Enterキーを押してコマンドを実行し、トピックを表示します。

history 前のコマンドの番号付きリストが表示されます。

history 

execute=#

前のコマンドを実行します。これは、!# 

と入力する場合と同等です。たとえば、!1は前のコマンドを実行します。

history 

clear

すべてのコマンド履歴をクリアします。

history 

erase=#

履歴バッファから特定のコマンドを消去します。履歴は、1つのセッションから次

のセッションに自動的に格納されます。

11 基本的なコマンド ライン パラメータと編集
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サービスへの接続

Security Analyticsコア サービス( Decoder、Concentrator、Broker、Archiverなど) に接続してコマ

ンドを実行するには、最初にloginコマンドを発行する必要があります。接続先のサービスの

アカウントを持っている必要があります。type help loginと入力すると、いつでも詳細情報を

確認できます。次に、loginコマンドの構文を示します。

login <hostname>:<port>[:ssl] <username> [password]

例：login 10.10.1.15:56005:ssl someuser

パスワードを指定しない場合、プロンプトが表示され、適切なパスワードのマスキングが行われ

ます。

NwConsoleとエンドポイント間で適切な信頼関係を設定している場合、tloginコマンドを使

用して、パスワードの入力を回避することができます。信頼関係の設定はこのドキュメントの対

象範囲外ですが、send /sys peerCert op=add --file-data=<pathname of 
cert>コマンドを使用してNwConsoleのSSL証明書をエンドポイントに追加する操作が必要に

なります。以降の信頼済みログインのためにピア証明書を追加する前に、まず適切な権限を

使用して通常のログインを行う必要があります。

接続すると、仮想ファイル システムファイル システムを介してエンドポイント  サービスを操作する

ことができます。ファイルではなく、サービスのノードが表示されます。一部のノードは子ノードを

持つフォルダであり、階層構造を形成しています。各ノードはそれぞれ役割を持ち、すべての

ノードがinfoやhelpのようなコマンドのサブセットに対応しています。helpメッセージは、各

ノードがサポートするコマンドに関する情報を表示します。最初のログイン時は、Linuxシステム

やMacシステムと同様に、ルート  ノード ( パス/) 上にいます。/の下のノードのリストを確認する

には、lsコマンドを入力します。

すべてのサービスにsysやlogsのようなノードがあります。たとえば、 /logs APIとやり取りするた

めに、最初にhelpコマンドを/logsノードに送ることができます。これを行うには、次のような構文

で、sendメッセージを使用する必要があります。

Usage: send {node pathname} {message name} [name=value [name=value]]

            [--file-data=<pathname>] [--string-data=<text>] [--binary-data=<text>]

            [--output-pathname=<pathname>] [--output-append-pathname=<pathname>]

            [--output-format={text,json,xml,html}]

Sends a command to a remote pathname.  For remote help, use "send <pathname>help" 

for details.

    pathname                 - The node pathname to retrieve information on

    message                  - The command (message) to send

    parameters               - Zero or more name=value parameters for the command

サービスへの接続 12
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    --file-data              - Loads data from a file and send as either a BINARY

                               message or as a PARAMS_BINARY message if other

                               parameters exist

    --string-data            - Sends text as a STRING message type

    --binary-data            - Send text as either a BINARY message type or as a

                               PARAMS_BINARY message type if other parameters

                               exist

    --output-pathname        - Writes the response output to the given pathname,

                               overwriting any existing file

    --output-append-pathname - Writes the response output to the given pathname,

                               will append output to an existing file

    --output-format          - Writes the response in one of the given formats,

                               the default is text

helpメッセージを送るには、次のように入力します。

send /logs help

応答は次のようになります。

     description: A container node for other node types

    security.roles: everyone,logs.manage

    message.list: The list of supported messages for this node

    ls:  [depth:<uint32>] [options:<string>] [exclude:<string>]

    mon:  [depth:<uint32>] [options:<uint32>]

    pull:  [id1:<uint64>] [id2:<uint64>] [count:<uint32>] [timeFormat:<string>]

    info:

    help:  [msg:<string>] [op:<string>] [format:<string>]

    count:

    stopMon:

    download:  [id1:<uint64>] [id2:<uint64>] [time1:<date-time>] [time2:<date-

time>] op:<string>

  [logTypes:<string>] [match:<string>] [regex:<string>] [timeFormat:<string>] 

[batchSize:<uint32>]

    timeRoll:  [timeCalc:<string>] [minutes:<uint32>] [hours:<uint32>] 

[days:<uint32>] [date:<string>]

特定のメッセージやコマンドに関する詳細情報を取得するために、helpコマンドのパラメータとし

てmsg=<message name>を指定できます。たとえば、pullメッセージのヘルプを見てみま

しょう。

send /logs help msg=pull

    pull: Downloads N log entries

    security.roles: logs.manage
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    parameters:

    id1 - <uint64, optional> The first log id number to retrieve, this is mutually 

exclusive with id2

    id2 - <uint64, optional> The last log id number that will be sent, defaults to 

most recent log

 message when id1 or id2 is not sent

    count - <uint32, optional, {range:1 to 10000}> The number of logs to pull

    timeFormat - <string, optional, {enum-one:posix|simple}> The time format used 

in each log message,

 default is posix time (seconds since 1970)

ヘルプでは、このコマンドは、 id1とid2を指定しない場合、最新のN件のログ エントリーを取得す

ることを示します。このサービスによって書き込まれた最新の10件のログ エントリーを参照するに

は、次のコマンドを使用します。

send /logs pull count=10 timeFormat=simple

サービスのほぼすべてのコマンドがこのシンプルな形式に従っています。この形式に従わないコマ

ンドは、DecoderへのPCAPのインポートなど、より複雑なハンドシェークを必要とするコマンドだ

けです。PCAPをインポートするには、NwConsoleのimportコマンドを使用します。このコマンド

は、通信チャネルの複雑なハンドシェークに対処します。

一部のパラメータはNwConsoleのsendコマンドに固有のものであり、実際にはサービスに送信

されません。これらのパラメータを使用して、応答の出力形式の変更、ファイルへの応答の書き

込み、ローカル マシンからのファイルの読み取り、サービスへのファイルの送信を行うことができま

す。NwConsoleのsendコマンドのローカル パラメータはすべて、ダッシュ2つ( --) で始まります。

 l --output-format：このパラメータは、コマンドの出力を通常のテキストから、JSON、

XML、HTMLのいずれかのタイプに変更します。

 l --output-pathname：出力を、ターミナルではなく指定されたパスに書き込みます( 既存

のファイルは消去されます) 。

 l --output-append-pathname：出力を既存のファイルに追加する( 既存のファイルが存

在しない場合は、ファイルを作成) という点を除いて、--output-pathnameと同じです。

 l --file-data：ファイルを読み取り、コマンド  ペイロードとして使用します。/sys 

fileEditのようなコマンドに対して有用です。次の例は、更新されたindex-concentrator-
custom.xmlファイルを、NwConsoleを使用して送信できる方法を示しています。

send /sys fileEdit op=put filename=index-concentrator-custom.xml --file-

data="/Users/user/Documents/index-concentrator-custom.xml"
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 l --file-format：入力ファイルを--file-dataで読み取る場合、このパラメータを使用

すると、NwConsoleでは強制的に特定のタイプの入力としてファイルが解釈されます。許可

されている列挙は次のとおりです。binary、params、param-list、string、params-

binary。たとえば、アプリケーション ルール( *.nwr) のファイルをDecoderに送信するには、こ

のコマンドを使用することができます。

send /decoder/config/rules/application replace --file-

data=/path/rules.nwr --file-format=param-list

 l --string-data：コマンド  ペイロードを、パラメータ リストではなく文字列として送信しま

す。

 l --binary-data：コマンド  ペイロードを、パラメータ リストではなくバイナリとして送信しま

す。

JSONファイルへのクエリのストリーミング例( 結果セットのサイズが大きくなる可能性があります) ：

send /sdk query size=0 query="select * where service=80 && time='2015-

03-05 13:00:00'-'2015-03-05 13:59:59'" --output-format=json --output-

pathname=/tmp/query.json

sendコマンドの注意事項の1つは、デフォルトで、30秒応答を待機するタイムアウトがあることで

す。( 前述のクエリのような) コマンドの中には、結果を受け取るまでに時間がかかるものがありま

す。クライアント側で途中のタイムアウトを避けるために、timeout [secs]コマンドを使用し

て待機時間を延すことができます。たとえば、timeout 600の場合、応答を10分待機してか

らタイムアウトします。一度実行すると、以降すべてのコマンドで有効になります。

サービスの仮想ノード階層を移動するには、コマンド  シェルの場合と同様にcdコマンドを使用

できます。このコマンドは、サービスへの接続と対話という基本的な機能に対応しています。接

続すると、helpコマンドによって、エンドポイントとのやり取りに使用できるすべてのコマンドを一

覧表示できます。エンドポイントに接続していない場合は、これらのコマンドは表示されませ

ん。
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統計情報の監視

NwConsoleを使用して、サービスの統計情報の変化をリアルタイムで監視できます。ただし、大

量の出力が生成される可能性があるため注意してください。不用意に多数のノードを監視す

ると、画面のスクロールが速くなりすぎて、使いづらくなります。  

簡単な例として、Decoderにログオンすると、収集レートをリアルタイムで監視できます。これを

行うには、Decoderに接続した後、次のコマンドを発行します。

decoder/stats

mon capture.rate    

必要な作業はそれだけです。   これで、収集レートが変わるたびに、コンソール ウィンドウに出

力されるようになります。  

別のモニタを追加することができます。

mon capture.avg.size    

これで、2つの統計情報が監視され、統計情報が変化すると、その値が出力されるようになり

ます。2番目のコマンドの入力を試みたとき、元のモニタからの出力により表示が乱雑になること

に気付いたかもしれません。これは、統計情報の監視に関する問題点です。この問題は、最

初のコマンドを入力した後、統計情報の監視を続ける目的のためだけに発生します。

ただし、delmonsと入力して、Enterキーを押すと、監視を停止することができます。入力中の

出力は無視してください。入力が完了すると、適切なコマンド  プロンプトが返されます。一度に

多数の統計情報を監視する場合は、親統計情報フォルダのパスを指定すると、そのフォルダ

の下のすべての統計情報が監視されます。たとえば、mon /decoder/statsまたはmon .
( 2つは同等です) と入力すると、すべての統計情報が監視されます。大量の出力に注意して

ください。スクロールが速すぎる場合は、delmonsと入力してください。
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便利なコマンド

次のNwConsoleコマンドは、NetWitnessサーバコア サービスを操作するときに便利です。

 l feed：Feedファイルを作成および操作できるようにします。

 l makepcap：パケットDB( データベース) ファイルをPCAPに変換します。

 l packets：ログインしているサービスからパケットまたはログを取得します。

 l hash：データベース ファイルのハッシュを作成または検証します。

以降のセクションとNwConsoleのヘルプおよびトピック情報( マニュアル) ページでは、追加情報が

提供されます。

Feed
feedコマンドは、Feedファイルを作成および検証するためのユーティリティをいくつか提供しま

す。Feedファイルには、DecoderまたはLog Decoderによって効率的なロードのためにプリコンパイ

ルされた形式の単一Feedの定義とデータが含まれています。Feed定義の完全なリファレンスに

ついては、「DecoderおよびLog Decoder構成ガイド」の「Feed定義ファイル」を参照してくださ

い。

create

feed create <definitionfile> [-x <password>]

feed createコマンドは、Feed定義ファイルで定義されている各FeedのFeedファイルを生成し

ます。定義ファイルは、1つまたは複数の定義を含むXMLドキュメントです。各Feedの定義によ

り、データ ファイルとそのデータ ファイルの構造が指定されます。結果のFeedファイルは、定義ファ

イルと同じディレクトリにデータ ファイルと同じ名前で作成されますが、拡張子が.feedに変更さ

れています( たとえば、datafile.csvがdatafile.feedになります) 。ターゲット名を持つ既存のファイ

ルは、プロンプトなしに上書きされます。

 

     $ ls

    example-definition.xml    example-data.csv

    $ NwConsole

    RSA NetWitness Console 10.5.0.0.0

    Copyright 2001-2015, RSA Security Inc.  All Rights Reserved.

    Type "help" for a list of commands or "man" for a list of manual pages.

    > feed create example-definition.xml

    Creating feed Example Feed...

    done.  2 entries, 0 invalid records

    All feeds complete.
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    > quit

    $ ls

    example-definition.xml    example-data.feed    example-data.csv

    $

オプションで、少なくとも16文字( スペースなし) のパスワードが後に続く-xオプションを使用して、

Feedファイルを難読化することができます。難読化は、定義ファイルで定義されているすべての

Feedに適用されます。Feedファイルに加えて、トークン ファイルがFeedファイルごとに生成されま

す。トークン ファイルは、対応するFeedファイルとともに導入する必要があります。

feed create example-definition.xml -x 0123456789abcdef

stats

feed stats <feedfile>

feed statsコマンドは、既存の難読化されていないFeedファイルのサマリ情報を提供しま

す。難読化されたFeedファイルを指定すると、エラーが発生します。

  > feed stats example.feed
     Example Feed stats:
         version     : 0
         keys count  : 1
         values count: 2
         record count: 2
         meta key    : ip.src/ip.dst
         language keys:
             alert    Text

dump

feed dump <feedfile> <outfile>

feed dumpコマンドは、難読化されていないFeedファイルの正規化されたキーと値のペアの一

覧を生成します。結果ファイルを使用して、Feedファイルを検証したり、Feedの作成時に無効

だと見なされたレコードの判別を支援したりできます。難読化されたFeedファイルを指定すると、

エラーが発生します。outfileが存在する場合は、既存のファイルを上書きせずに、コマンド

が中止されます。

feed dump example.feed example-dump.txt

PCAPへのパケットDBファイルの変換

makepcapコマンドを使用して、パケットDBファイルを一般的なPCAPファイルにすばやく変換

し、収集の時間順序を保存することができます。このコマンドには、多くのオプション( help 
makepcapを参照) が用意されていますが、コマンドの使用は簡単です。開始する

( source=<pathname>パラメータを介して) ために必要なものは、パケットDBディレクトリだけ

です。  
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注：このコマンドを実行する前に、DecoderまたはArchiverサービスを停止する必要がありま

す。サービスの実行中にPCAPを生成する場合は、packetsコマンドを参照してください。

makepcap source=/var/netwitness/decoder/packetdb

このコマンドは、すべてのパケットDBファイルを同じディレクトリ内の対応するPCAPファイルに変

換します。ディスクがほぼ満杯の場合は、次のコマンドを参照してください。

makepcap source=/var/netwitness/decoder/packetdb 
dest=/media/usb/sde1

このコマンドは、すべての出力PCAPを/media/usb/sde1にあるディレクトリに書き込みます。

makepcap source=/var/netwitness/decoder/packetdb 
dest=/media/usb/sde1 filenum=4-6

このコマンドは、4～6番のファイルのみを変換し、その他のすべてのファイルをスキップします。つ

まり、packet-000000004.nwpdb、packet-000000005.nwpdb、およびpacket-000000006.nwpdb
のパケットDBファイルを変換します。

makepcap source=/var/netwitness/decoder/packetdb time1="2015-03-
01 14:00:00" time2="2015-03-02 07:30:00" fileType=pcapng

このコマンドは、2015年3月1日午後2時から2015年3月2日午前7時30分までの間のタイムスタ

ンプを持つパケットのみを抽出します。また、ファイルをソースと同じディレクトリにpcapngとして書

き込みます。   すべてのタイムスタンプはUTCです。

パケット

packetsコマンドを使用して、セッションID、期間、Where句に基づいてPCAPまたはログ ファイ

ルを生成できます。このコマンドは非常に柔軟であり、ダウンストリーム コンポーネントからraw
データにアクセスできる実行中のあらゆるサービスで使用できます。コマンドを実行する前に、最

初にサービスにlogin( ログイン) を行って、ディレクトリを適切なsdkノード ( たとえば、cd 
/sdk) に変更する必要があります。ローカル ファイル システムのみで機能するmakepcapコマ
ンドとは異なり、リモート  サービスに対して、このコマンドを使用します。

login ...

cd /sdk

packets where="service=80 && time='2015-03-01 15:00:00'-'2015-03-01 15:10:00'" 

pathname="/tmp/march-1.pcap"

このコマンドは、3月1日午後3時から午後3時10分までの10分間のHTTPパケットのみをファイル

/tmp/march-1.pcapに書き込みます。すべての時間はUTCとして処理されます。

packets time1="2015-04-01 12:30:00" time2="2015-04-01 12:35:00" 
pathname=/media/sdd1/packets.pcap.gz
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このコマンドは、2つの時刻間のすべてのパケットを/media/sdd1/packets.pcap.gzにあるGZIP圧
縮ファイルに書き込みます。

packets time1="2015-04-01 12:30:00" time2="2015-04-01 12:35:00" 
pathname=/media/sdd1/mylogs.log

このコマンドは、2つの時刻間のすべてのログを/media/sdd1/mylogs.logにあるプレーンテキスト  
ファイルに書き込みます。 .logで終わるパス名は、出力ファイルの形式は行で区切られたプレー

ンテキストのログにする必要があることを示します。

データベース ハッシュの検証

デフォルトでは、Archiverは、書き込み対象のDBファイルすべてに対して、XMLファイルを書き

込みます。このXMLファイルは拡張子 .hashで終了し、ファイルのハッシュとその他の関連情報

を含みます。hashコマンドを使用して、XMLファイルに保存されているハッシュを読み取り、DB
ファイルが改ざんされていないことを検証し、次に、DBファイルを再ハッシュして、ハッシュが有効

であることを検証します。

hash op=verify 
hashfile=/var/netwitness/archiver/database0/alldata/packetdb/pa
cket-000004880.nwpdb.hash

このコマンドを使用して、パケットDBファイルpacket-000004880.nwpdbがXMLファイルpacket-
000004880.nwpdb.hash内のハッシュに引き続き一致していることを検証します。   適切なセキュ

リティ対策のために、ハッシュ ファイルは、XMLファイルが改ざんされない場所( write once onlyメ
ディアなど) に保存する必要がありますが、hashコマンド自体については、保存場所を問いませ

ん。
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SDK Contentコマンド

NwConsoleの強力なコマンドの1つは、sdk contentです。このコマンドには、少なくとも

NetWitness Suite Coreスタックからコンテンツを抽出することに関する限り、すべてのことを実行

できる多数のオプションが含まれています。このコマンドを使用して、ネットワーク セッションから

PCAPファイル、ログ ファイル、抽出ファイルを作成できます( たとえば、メール セッションからすべ

ての画像を取得できます) 。また、ファイルを追加したり、新しいファイルを作成する前に最大サ

イズを割り当てたり、ディレクトリが大きくなりすぎるとファイルを自動的にクリーンアップしたりでき

ます。バックグラウンドでクエリを実行して、新しいセッションを検出できます。クエリを管理しやす

いグループに分割し、それらのオペレーションを自動的に実行します。グループが一杯になると、

再クエリを実行して、以降のオペレーションのために新しいデータ セットを取得します。sdk 
contentコマンドのオプションのリストは非常に広範です。

コマンドには非常に多くのオプションがあるため、このドキュメントでは、いくつかの使用例を示し

ます。

sdk contentを実行する前に、最初に実行する必要のあるいくつかのコマンド ( サービスへの

ログインなど) があります。一部の例を次に示します。

 l まず、サービスに接続します。

sdk open nw://admin:netwitness@10.10.25.50:50005 

 l SSL経由で接続する必要がある場合、nwsプロトコルを使用します。

sdk open nws://admin:netwitness@10.10.25.50:56005

 l URLを指定する場合は、適切にURLエンコードを行う必要があります。たとえば、パスワード

がp@sswordの場合、URLは次のように指定します：sdk open 

nw://admin:p%40ssword@10.10.25.50:50005

これは、ユーザ名にも適用されます。

 l ログインした後、コマンドの出力ディレクトリを設定できます： sdk output <some 

pathname>

 l コマンド  ラインのヘルプを表示するには、sdk contentと入力します。

コマンドの例を試行する前に、sessionsパラメータについて理解する必要があります。このパ

ラメータは非常に重要であり、取得するデータの量を制御します( Where句も重要です) 。
sessionsパラメータは、1つのセッションIDまたはセッションIDの範囲のいずれかです。すべての

NetWitness Suiteコア サービスは、1から始まり、サービスに追加された新しいセッション( ネット

ワーク セッションまたはログ セッション) ごとに1ずつ増加するセッションIDを使用します。セッション

IDは64ビットの整数であるため、非常に大きくなる可能性があります。シンプルにするために、

1,000個のログを取得して解析するLog Decoderがあると想定します。サービスには現在、

1～1000のセッションID( セッションID 0は無効です) を持つ1,000個のセッションがあります。1,000
個のセッションすべてを操作する場合は、sessions=1-1000を渡します。最後の100個のセッション

のみを操作する場合は、sessions=901-1000を渡します。コマンドがセッション1000の処理を完了

すると、終了してコンソール プロンプトに戻ります。
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多くの場合、セッションの特定の範囲は重要ではありません。すべてのセッションに対してクエリ

を実行し、クエリに一致するセッションを処理する必要があるだけです。処理をシンプルにするい

くつかのショートカットを次に示します。

 l 文字l( 小文字のL) は、下限または最小のセッションIDを意味します。

 l 文字uは、最大セッションIDを意味します。実際には、将来のセッションの最大セッションID
に対しても、この文字が使用されます。言い換えると、sessions=l-uを渡した場合、この

特別な範囲は、システムの現在のすべてのセッションが処理されることを意味しますが、処

理は停止せず、システムに新しいセッションが追加されると、これらのセッションも処理されま

す。コマンドがサービスの最後のセッションに到達すると、コマンドは一時停止し、新しいセッ

ションを待機します。要約すると、コマンドは終了することなく、継続した処理モードに入りま

す。コマンドは強制終了されない限り、動作し続けます。

 l コマンドを無期限に実行しない場合は、上限に対してnowを渡します。これにより、コマンド

を開始したときのサービスの最後のセッションIDが判別され、その最後のセッションIDに到達

するまで、すべてのセッションが処理されます。コマンドが最後のセッションIDに到達すると、コ

マンドを開始してからサービスに追加されたセッションの数に関係なく、コマンドは終了しま

す。したがって、Log Decoderの例の場合、sessions=200-nowにより、セッション200の処

理が開始され、セッション1000まで処理が到達すると、処理が終了します。コマンドを開始し

た後、Log Decoderに1,000個のログが追加された場合でも、コマンドは、セッション1000を処

理した後、終了します。

 l パラメータsessions=now-uは、最後のセッションから開始し、追加される新しいすべての

セッションの処理を続けることを意味します。このパラメータは、既存のセッション( 最後のセッ

ションを除く) を処理せずに、新しいセッションのみを処理します。

コマンドの例とコマンドの機能については、man sdk content examplesと入力するか、

「SDK Contentコマンドの例」を参照してください。
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SDK Contentコマンドの例

次に示す最初のNwConsole sdk contentコマンドの例はシンプルであり、入力する必要のあるす

べてのコマンドを示しています。これ以降のコマンドの例では、sdk contentコマンドのみを示

します。最初の例では、ログ ファイルを作成し、Log Decoderからログを集計するConcentratorか
ら最初の1,000個のログを取得します。

sdk open nw:://admin:netwitness@myconcentrator.local:50005

sdk output /tmp

sdk content sessions=1-1000 render=logs append=mylogs.log 
fileExt=.log

このスクリプトは、1,000個のログ( サービスにセッション1～1000が存在すると想定しています) を
ファイル/tmp/mylogs.logに出力します。ログは、平文の形式です。ログ ファイルを出力する必要

があることをコマンドに示すには、パラメータfileExt=.logが必要です。

sdk content sessions=1-1000 render=logs append=mylogs.log 
fileExt=.log includeHeaders=true separator=","

このコマンドは、最初の例と同じように1,000個のログを取得しますが、ログ ヘッダーを解析して、

ログのタイムスタンプ、フォワーダー、その他の情報を抽出し、CSV形式のファイルにします。

CSVの例：1422401778,10.250.142.64,10.25.50.66,hop04b-LC1,%MSISA-4: 81.136.243.248...

タイムスタンプはエポック時間です。パラメータincludeHeadersおよびseparatorは、

NetWitness Suiteのインストール10.4.0.2以降でのみ使用できます。

sdk content sessions=l-now render=logs append=mylogs.log 
fileExt=.log includeHeaders=true separator="," 
where="risk.info='nw35120'"

このコマンドは、現在のセッション全体をログ ファイルを書き込みますが、

risk.info='nw35120'に一致するログだけを書き込みます。Where句を追加すると、バッ

クグラウンドでクエリが実行され、エクスポートするセッションIDが収集されることに注意してくださ

い。サービス( 通常、BrokerまたはConcentrator) で適切なフィールドにインデックスを付けてクエリ

を実行する必要があります。この例では、risk.infoフィールドに対してクエリを実行している

ため、コマンドを実行するサービスが、このフィールドの値レベル( IndexValues。例えば、 index-
concentrator.xmlを参照してください) のインデックスを作成していることを確認します。デフォルト

では、ほとんどのDecoderでは時間のみでインデックスが作成されます。Where句で時間以外の

フィールドを使用する場合は、クエリをDecoderから適切なインデックス レベのConcentrator、
Broker、Archiverに移動する必要があります。インデックス作成とクエリの記述に関する詳細に

ついては、「NetWitness Suiteコア データベース チューニング ガイド」を参照してください。

sdk content sessions=l-now render=logs append=mylogs.log 
fileExt=.log includeHeaders=true separator="," 
where="threat.category exists && time='2015-01-05 15:00:00'-
'2015-01-05 16:00:00'"
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このコマンドは、上記と同じですが、メタ キーthreat.categoryがある、2015年1月5日午後

3時から午後4時( UTC) までの間で一致するログのみを検索します。繰り返しますが、このクエ

リには、Where句に時間以外のフィールド ( threat.category) があるため、少なくとも

IndexKeysレベルでthreat.categoryのインデックスを作成したサービスで実行する必要

があります( 演算子existsおよび!existsには、キー レベルのインデックスのみが必要です

が、値レベルのインデックスでも問題なく動作します) 。

sdk content sessions=l-now render=logs append=mylogs 
fileExt=.log where="event.source begins 'microsoft'" 
maxFileSize=1gb

このコマンドは、各ログ ファイルのサイズが1 GiB以下の複数のログ ファイルを作成します。ま

た、ファイル名の先頭にmylogsを付加し、末尾にファイル内の最初のパケット /ログのタイムスタン

プの日時を付加します。ファイル名の例は、mylogs-1-2015-Jan-28T11_08_14.log、mylogs-2-
2015-Jan-28T11_40_08.log、mylogs-3-2015-Jan-28T12_05_47.logなどです。Security Analytics 
10.5より古いバージョンでは、日付と時刻の間の「T」がスペースになっています。

sdk content sessions=l-now render=pcap append=mypackets 
where="service=80,21 && time='2015-01-28 10:00:00'-'2015-01-28 
15:00:00'" splitMinutes=5 fileExt=.pcap

このコマンドは、サービス タイプ80および21の5時間の間のすべてのパケットを取得して、PCAP
ファイルに書き込みます。5分ごとに新しいPCAPファイルを開始します。

sdk content time1="2015-01-28 14:00:00" time2="2015-01-28 
14:15:00" render=pcap append=mydecoder fileExt=.pcap 
maxFileSize=512mb sessions=l-now

このコマンドに注目してください。なぜでしょうか。このコマンドは、パケットとログの両方を処理

し、非常に高速です。欠点は、2つの時間の範囲のすべてのデータが取得され、Where句を使

用できないことです。また、このコマンドでは、すべてのストリーミングがほぼ即座に開始され、最

初にバックエンドでクエリを実行する必要がありません。シーケンシャルI/Oを使用して、すべてが

読み取られるため、サーバとクライアント間のネットワーク リンクが完全に飽和状態になります。

このコマンドは、mydecoderで始まるファイル名のファイルを作成し、サイズが512 MBに達する

と、新しいファイルを作成します。

sdk tailLogs

または( 次の同等のコマンド )

sdk content render=pcap console=true sessions=now-u

このコマンドは、興味深い小さなコマンドです。実際には、バックグラウンドでsdk contentが
使用されます。このコマンドの目的は、Log Decoderのすべての受信ログを表示することです。そ

れだけです。そして、非常にシンプルです。ログがLog Decoderに到着すると( Brokerまたは

Concentratorでも実行できます) 、コンソール画面に出力されます。これは、Log Decoderがログ

を取得しているかどうかを確認し、Log Decoderにどのようなログが到着しているかを正確に把

握するための優れた方法です。このコマンドは連続モードで動作します。Log Decoderがログを

高い取得レートで収集している場合は、このコマンドを使用しないでください( コマンドが対応で

きません) 。ただし、このコマンドは検証またはトラブルシューティングに役立ちます。
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sdk tailLogs where="device.id='ciscoasa'" 
pathname=/mydir/anotherdir/mylogs

このコマンドは、Where句と一致するログだけを出力し、コンソールに出力する代わりに、

/mydir/anotherdirの下の1 GBを超えない一連のログ ファイルにログを書き込む点を除い

て、上記のコマンドと同じです。当然ですが、sdk contentコマンドを使用して、この処理を

完了することもできますが、デフォルトの動作のままにする場合は、このコマンドのほうが入力が

少なくて済みます。

sdk content sessions=now-u render=pcap where="service=80" 
append=web-traffic fileExt=.pcap maxFileSize=2gb 
maxDirSize=100gb

このコマンドは、service=80に一致する最新のセッションと後続のすべての新しいセッションから、

すべてのWebトラフィックのPCAPを書き込みます。2 GB以下のPCAPを書き込み、ディレクトリ内

のすべてのPCAPの合計が100 GBを超えると、ディレクトリが最大サイズよりも10%小さくなるま

で、最も古いPCAPから順番に削除します。ディレクトリ サイズのチェックは厳密ではなく、デフォ

ルトでは、ディレクトリ サイズは15分ごとにチェックされることに注意してください。

cacheMinutesパラメータを指定することにより、チェック間隔を分単位で調整できますが、こ

の調整は、Security Analytics 10.5以降のみで機能します。

sdk content sessions=79000-79999 render=nwd 
append=content-%1%.nwd metaFormatFilename=did

これは、困った場合のバックアップ コマンドです。このコマンドは、1,000個のセッションを取得し、

コンテンツ全部( セッション、メタ、パケット、ログ) をNWD( NetWitnessデータ フォーマット ) 形式に

出力します。NWDは、再解析なしに、Packet DecoderまたはLog Decoderに再インポートでき

る特別な形式です。したがって、基本的に、元の解析されたセッションは変更なしにインポート

されます。タイムスタンプも変更されないため、セッションが6か月前に解析された場合は、イン

ポート時のタイムスタンプは6か月前のままになります。  

注：このコマンドについては、特にパケットに関して、優れたパフォーマンスを期待しないでくだ

さい。セッションのパケットを収集するときは、多くのランダムI/Oが発生し、エクスポートの速度

が大幅に低下する可能性があります。ログの場合は、この問題の影響をそれほど受けませ

んが( セッションあたり1つのログのみ) 、このコマンドはバックグラウンドで/sdk content APIを使用

します。 /sdk content APIは、 /sdk packetsのようなパフォーマンス志向のストリーミングAPIでは

ありません。繰り返しますが、優れたパフォーマンスを期待しないでください。

このコマンドでは、metaFormatFilenameパラメータが非常に便利です。複数のサービスを

集計するConcentratorでこのコマンドを実行すると、各セッションのdidメタが付加されたNWD
ファイル名が作成されます( appendパラメータ内の%1%が、didの値に置き換えられます) 。各
ファイル名により、データ収集元のDecoderを正確に識別できます。

sdk content session=l-u where="service=80,139,25,110" 
render=files maxDirSize=200mb cacheMinutes=10
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このコマンドは、もう1つの興味深い小さなコマンドです。アイコン モードで出力ディレクトリと

Windowsエクスプローラーのようなディレクトリをペアにした場合、このコマンドは、古いVisualize
製品と非常に類似した方法で動作します。このコマンドは、すべてのWeb、メール、SMBトラ
フィックからファイルを抽出します。これらのファイルには、画像、zipファイル、ビデオ、PDF、Office
ドキュメント、テキスト  ファイル、実行可能ファイル、オーディオ ファイルなど、すべての種類のファ

イルが含まれます。マルウェアを抽出した場合、ウイルス スキャナーがマルウェアにフラグを付けま

す。コマンドによって実行されるマルウェアはないため、心配は不要です。つまり、マシンに影響

が及ぶことはありません( マルウェアの実行を試みない限り) 。ただし、マルウェアを発見した場

合、ファイル名には、マルウェアが抽出されたセッションIDが示されるため、有用な場合がありま

す。そのセッションIDをクエリし、マルウェアが感染した可能性のあるホストを確認して、措置を

講じることができます。パラメータincludeFileTypesまたはexcludeFileTypesを使っ

て、抽出対象をフィルタリングできます( コマンド  ヘルプを参照してください) 。たとえば、

excludeFileTypes=".exe;.dmg;.msi"を追加すると、実行可能ファイルとインストー

ラーは抽出されなくなります。このコマンドは、すべての既存のセッションと新しいセッションから無

停止でファイルの抽出を行います。ディレクトリに200 MBを超えるファイルが散乱するようになる

と、このコマンドは、ファイルのクリーンアップを10分ごとに自動的に開始します。  

注：このコマンドは、ログではなく、パケット  セッションのみに対して有効です。

sdk content session=1-now where="time='2015-01-27 12:00:00'-'2015-01-27 13:00:00' 
&& (service=25,110,80)" subdirFileTypes="audio=.wav;.mp3;.aac; 
video=.wmv;.flv;.mp4;.mpg;.swf; documents=.doc;.xls;.pdf;.txt;.htm;.html 
images=.png;.gif;.jpg;.jpeg;.bmp;.tif;.tiff archive=.zip;.rar; other=*" 
renameFileTypes=".download|.octet-stream|.program|.exe;.jpeg|.jpg" render=files 
maxDirSize=500mb

このコマンドは、1時間のHTTPセッションおよびメール セッションからファイルを抽出し、

subdirFileTypesパラメータで指定したディレクトリに、抽出したファイルをグループ化しま

す。たとえば、拡張子 .wav、 .mp3、 .aacを持つ抽出されたオーディオ ファイルは、指定した出力

ディレクトリの配下に作成されるサブディレクトリaudioに配置されます。このパラメータで指定され

たその他のすべてのグループについても同様です。また、一部のファイルは、ファイル拡張子に

基づいて、名前が自動的に変更されます。この変更は、renameFileTypesによって処理さ

れます。拡張子 .download、 .octet-stream、 .programを持つファイルは、その拡張子が.exeに変

更されます。拡張子 .jpegを持つファイルは、その拡張子が.jpgに変更されます。最上位のディレ

クトリが500 MBを超えると、最も古いファイルから順番に削除されます。このコマンドは、コマンド

開始時の最後のセッションで停止します。

sdk search session=l-now where="service=80,25,110" search="keyword='party' sp ci"

このコマンドは、キーワードpartyを探してすべてのパケットとログ( spパラメータ) を検索します。

パケットまたはログの任意の場所でpartyが見つかった場合、セッションIDに加えて、見つかった

テキストとそのコンテキストを示した周囲のテキストを出力します。Where句は、Webおよびメー

ル トラフィックのみが検索されることを示します。ciパラメータは、大文字と小文字を区別しな

いで検索が実行されることを示します。keywordの代わりにregexを使用すると、regex検索

を行うことができます。

sdk search session=l-now search="keyword='checkpoint' sp ci" render=log 
append=checkpoint-logs.log fileExt=.log
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これは、興味深いコマンドの例です。このコマンドは、キーワードcheckpointを探してすべて

のログ( パケットの場合もあります) を検索し、このキーワードが見つかると、ログをファイル

checkpoint-logs.logに抽出します。このコマンドには、あらゆる種類の可能性があります。基本

的には、検索がヒットすると、セッションはcontentコールに渡されます。したがって、sdk 
searchが認識しないパラメータをこのコマンドに指定すると、そのままcontentコールに渡されま

す。これにより、sdk contentコールのすべての機能を活用できますが、検索がヒットしたセッ

ションでしかその機能は有効になりません。強力な機能には、大きな責任と役割があります。
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トラブルシューティングに使用するコマンド

NwConsoleでは、Security Analyticsのトラブルシューティングに役立つ次のコマンドが提供されま

す。

 l whatIsWrong：サービスの構成、統計情報、指定した過去の期間の障害および警告に関

するログのスナップショットを提供します。

 l dbcheck：データベース ファイルの整合性チェックを実行します。

 l topQuery：実行に過度に長い時間がかかるクエリをピンポイントに特定することを支援しま

す。   

 l netbytes：現在のホストのネットワーク接続をトラブルシューティングします。  

 l netspeed：NwConsoleを実行しているホスト  コンピューターとloginコマンドを使用してこのホ

スト  コンピューターに接続しているリモート  コンピューター間の接続をトラブルシューティングし

ます。  

以降のセクションとNwConsoleのヘルプおよびトピック情報( マニュアル) ページでは、追加情報が

提供されます。

whatIsWrong
サービスが正常に動作していない場合は、通常、サービスによって作成されたログのどこかに理

由が記載されています。whatIsWrongコンソール コマンドを使用して、サービスの構成、統

計情報、指定した過去の期間( デフォルトでは過去7日間) の障害および警告に関するログ

( および周囲のコンテキスト  ログ) のスナップショットを取得します。whatIsWrongを実行した結果

を、指定した平文ファイルに保存できます。このコマンドの出力は、サービスの現在の問題を特

定することに役立ちます。

WhatIsWrongコンソール コマンドを使用するには、loginコマンドを使ってトラブルシュートする

サービスにログオンし、whatIsWrongコマンドを実行します。

ヒント：help whatIsWrongを使用して、イベントを調べる日数 /時間数、結果の格納先の

パス名、結果ファイルを付加または上書きするかどうか、長いフィールドに使用する区切り文字

など、使用できるすべてのパラメータを表示します。コンテキストの検索に使用する最新のログ

の数を制限したり、警告 /障害ログごとに取得するコンテキスト  ログの数を指定したりできます。

コア サービスのログのリクエストを受信した場合は常に、最初にwhatIsWrongコマンドを実行し、

収集された結果を起点として使用する必要があります。
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dbcheck
dbcheckコマンドを使用して、データベース ファイルの整合性チェック( セッション、メタ、パケッ

ト、ログ、統計情報などの) を実行します。データベース ファイルの整合性のエラーによりサービ

スが開始できない場合、整合性チェックが必要になることがあります。通常、サービスは自動的

にリカバリし、起動時に整合性の問題が修正されますが、この機能が動作しない場合がありま

す。Decoderのようなサービスが開始されると、通常、迅速な起動のために、ほとんどのデータ

ベース ファイルは、読み取られたり、開かれたりしません。ほとんどのファイルはConsistent( コンシ

ステント ) 状態にあると想定され、最近書き込まれたファイルの大まかなチェックのみが実行され

ます。問題がある場合は、dbcheckでこれらの整合性チェックを実行できますが、サービスが

実行されていない場合にのみチェックを実行できます。  

注意：サービスが実行されているときに、このコマンドの実行を試みないでください。

たとえば、単一のファイルをチェックできます。

dbcheck /var/netwitness/decoder/packetdb/packet-000000001.nwpdb   

ワイルドカードを使用して、複数のファイルをチェックすることもできます。

dbcheck /var/netwitness/decoder/metadb/meta-00000002*.nwmdb

topQuery
topQueryコマンドは、実行に過度に長い時間がかかるクエリをピンポイントに特定することを

支援します。このコマンドは、サービスの監査ログを解析し、指定した期間で実行時間が最も

長い上位N個のクエリを返します。  

このコマンドを実行する最も簡単な方法は、サービス( 通常、BrokerまたはConcentrator) にログ

オンし、topQueryと入力することです。デフォルトの動作では、過去7日間で実行時間が最

も長い上位100個のクエリが返されます。  

パラメータの一覧を表示するには、help topQueryと入力します。追加の例と説明は、次

のとおりです。

topQuery hours=12 top=10

このコマンドは、過去12時間の上位10個のクエリを返します。

topQuery time1="2015-03-01 00:00:00" time2="2015-03-14 00:00:00"

このコマンドは、2015年3月1日から2015年3月14日までの上位100個のクエリを返します。時間

はUTC時間であり、ローカル時間ではありません。

topQuery input=/var/log/messages output=/tmp/top20.txt top=20 user=sauser1

このコマンドはサービスに接続する代わりに、過去7日間の上位20個のクエリのシステムログ監

査メッセージを解析しますが、ユーザsauser1が実行したクエリのみが対象になります。上位20個
のクエリは、コンソール画面ではなく、 /tmp/top20.txtに書き込まれます。パラメータ ユーザはregex
であるため、user="(sauser1|sauser2)"のように記述することにより、複数のユーザ名を

指定できます。
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コマンド ラインコマンド ラインインタフェースユーザガイド

netbytes
netbytesコマンドは、現在のホストのネットワーク接続のトラブルシューティングに非常に役立

ちます。このコマンドは、すべてのネットワーク インタフェースの送信および受信に関する連続し

た統計情報を表示します。このコマンドを実行した後、Ctrl-Cキーを押して、このコマンドを終

了する必要があります。このとき、NwConsoleも終了します。

netspeed
netspeedコマンドを使用して、NwConsoleを実行しているホスト  コンピューターとloginコマン

ドを介してこのホスト  コンピューターに接続しているリモート  コンピューター間の接続をトラブル

シューティングします。転送するバイト数と接続の速度を指定する必要があります。netspeedコ
マンドは、ネットワークに関連している可能性のある集計のパフォーマンス問題のトラブルシュー

ティングに非常に役立ちます。

login somedecoder:50004 admin ...

netspeed transfer=4g

ConcentratorとDecoder間の接続のトラブルシューティングを実行するには、ConcentratorにSSH
で接続し、NwConsoleを実行してから、Decoderにログオンし、netspeedを実行します。コマ

ンドからの出力は、最大ネットワーク スループットを示します。ネットワーク スループットが標準の

1 Gbpsインタフェースよりも大幅に下回る場合、ネットワークの問題が発生している可能性があ

ります。
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