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データ プライバシーの概要

このトピックでは、RSA NetWitness® Suiteでプライバシーに関わる機微データの公開を管理す

るデータ プライバシー責任者または管理者向けに、概念と実装上の考慮事項について説明

します。また、推奨されるユースケースに関する情報も提供します。

注：データ プライバシー計画は、NetWitness Suiteのほとんどのコンポーネントに関連します。

データ プライバシーを構成するには、NetWitness Suiteネットワーク コンポーネント、( 「ホストお

よびサービス スタート  ガイド」で説明) NetWitness Suiteホストとサービスの構成、保護する必

要がある情報のタイプを理解する必要があります。

一部の地域、たとえばEU( 欧州連合) では、情報システムに、プライバシーに関わる機微デー

タを保護する手段を装備することが規制によって義務づけられています。「いつ、誰が、何を」し

たかを直接的または間接的に表すデータはすべて、プライバシーに関わる機微データと見なさ

れる可能性があります。たとえば、ユーザ名、メール アドレス、ホスト名がこれに該当します。

NetWitness Suiteには、プライバシー機微データを保護するために活用できる各種の制御機能

が用意されています。これらの制御機能をさまざまに組み合わせることにより、分析機能を著し

く損なうことなくプライバシー機微データを保護することができます。

DPO( Data Privacy Officer : データ プライバシー責任者) 用の新しいユーザ ロールが

NetWitness Suite 10.5以降に追加されました。DPOは、プライバシー機微データの管理をサ

ポートします。DPOは、複数の方法を組み合わせてNetWitness Suiteを構成し、メタ データと

rawコンテンツ( パケットとログ) に含まれる機微データの露出を制限することができます。

NetWitness Suiteが提供するデータ保護手段を次に示します。

 l データの難読化

 l データ保存期間管理

 l 監査ログ

データの難読化

NetWitness Suiteには、データを難読化する構成可能なオプションが用意されています。データ 
プライバシー責任者および管理者は、プライバシー機微データとして扱うメタ キーを指定し、こ

れらのキーのメタ値とrawデータを表示してもよいNetWitness Suiteネットワーク内の場所を制限

できます。NetWitness Suiteは、調査と分析が可能となるよう、元の値の代わりに難読化された

データを表示します。また、DPOおよび管理者は、プライバシー機微なメタ値とrawデータ( ログ

またはパケット ) が永続的に保存されないように設定できます。

データの難読化は、3つの方法の組み合わせにより実装されます。

 l プライバシー機微メタ キーのメタ値の難読化( オプションとしてソルト指定可能) 。  保護対象

として構成されたメタ キーの値は、DecoderまたはLog Decoderでの作成時に難読化されま
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す。難読化された値はハッシュ化され、判読不能と見なされます。実装するには、Decoder
およびLog Decoderのハッシュ アルゴリズムとソルトを構成し、すべてのCoreサービスでプライバ

シー機微なLanguageキーを保護対象として構成する必要があります。

 l rawログまたはrawパケット、およびプライバシー機微メタ値へのRBAC( ロール ベースのアクセ

ス制御) 。  DPOは、きめ細かな権限機能を備えたロールを使用して、構成、分析、調査

中にアナリストとデータ プライバシー責任者それぞれに表示する内容を制限できます。「シス

テム セキュリティとユーザ管理ガイド」には、NetWitness SuiteにおけるRBAC実装の詳細が

記載されています。実装するには、個別のBroker、Concentrator、Decoder、Log Decoder、
Archiverで、ロールごとのメタおよびコンテンツの可視性を構成する必要があります。

 l プライバシー機微メタ値とrawログまたはrawパケットが永続的に保存されないようにするため

の設定。  実装するには、個々のDecoderおよびLog DecoderのParser構成で、メタ キーを

「transient」に設定する必要があります。

データ保存期間管理

NetWitness Suiteでは、必要な期間のみ、または指定された期日までデータを保存するよう構

成できます。管理者は、閾値として期間または日付を指定して、サービスごとにデータの保存

期間を構成できます。各サービスで実行されているスケジューラは、これらの閾値を満たすデー

タを自動的に削除します。削除されたデータは、ユーザ インタフェース、クエリ、API( Application 
Programming Interface) コールから利用できなくなります。NetWitness Suiteの一部のコンポーネ

ントでは、上書きによるデータのパージもサポートされます。

管理者がデータ保存を管理する方法は複数あります。

 l システムのストレージにデータが保持される期間を構成します。

 l Coreサービスでは、一定の期間が経過したデータが自動的に削除されるよう構成することに

より、プライバシー機微データを戦略的に削除します。

 l 元のデータが他のコンポーネントに送信または保存されないようにNetWitness Suiteを構成し

ます。プライバシー機微データが、Reporting Engine、Malware Analysis、NetWitnessサーバ

の他のデータベースに送られた場合も、そこで同じようにデータ保存を管理できます。Event 
Stream Analysisでのデータ保存の構成は、［サービス］の［エクスプローラ］ビューで管理しま

す。

注：システム稼働後に、収集済みのデータがプライバシー機微データであるとDPOが判断した

場合、管理者は、そのデータが保存されているデータベースまたはファイルを手動で上書きで

きます。
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監査ログ

管理者は、グローバル監査ログ機能を使用して、NetWitness Suiteによって作成された監査ロ

グを利用できます。監査ログ機能により、多くのアクティビティに関する監査ログ エントリーが生

成されます。データ プライバシーに関連するログ エントリーの例を次に示します。

 l ロールに割り当てられた権限およびユーザの変更。

 l 失敗または成功したNetWitness Suiteへのログオン試行およびログオフ。

 l データの削除。

 l データのエクスポートおよびダウンロード。

 l ユーザが実行したユーザ インタフェースのナビゲーションおよびクエリ。

 l プライバシー機微データを表示または変更しようとする試み( 成功と失敗を含む) と、試行し

たユーザの識別情報。

すべての監査ログ エントリーがNetWitness Suiteの標準の監査証跡に含まれます。管理者は、

追加のフィルタ処理およびレポート作成を行うため、指定した宛先( サード  パーティ システムを

含む) に監査ログを転送するようNetWitness Suiteを構成できます。グローバル監査ログの詳細

については、「システム構成ガイド」の「グローバル監査ログの構成」を参照してください。

データ プライバシー機能の対象となるコンポーネント

次の図では、10.5以降のデータ プライバシー機能の対象となるNetWitness Suiteコンポーネント

に緑色のチェックマークが付いています。X印が付いたコンポーネントは、データ プライバシー機

能でサポートされません。「NetWitness Suiteスタート  ガイド」には、NetWitness Suiteコンポーネン

トの機能に関する説明が記載されています。

注：NetWitness Suiteのデータ プライバシー機能はWarehouseではサポートされません。保護

対象のメタ データは、Warehouse Connectorのメタ フィルタで明示的に除外するよう構成しな

い限り、Warehouse Connector経由でWarehouseに送られます。保護対象のメタ データが

Warehouseに送信された場合、Warehouseに直接アクセスできるユーザは、保護対象のデー

タに対してクエリを実行できます。データ プライバシー責任者は、NetWitness Suiteの外の管

理統制、技術統制、手順統制により、これを防止する必要があります。
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各コンポーネントのデータ プライバシー機能の実装状況

各NetWitness Suiteコンポーネントでサポートされているデータ プライバシー機能を次の表に示

します。各コンポーネントのチェックマークは、そのコンポーネントが、データの難読化、データ保

存期間管理、データの上書き、監査ログをサポートしていることを示します。

コンポーネント
データの難読

化
データ保存期間管理  

データの上

書き

監査ロ

グ

取得

Decoder

Log Decoder

メタ集計

Concentrator

Broker n/a ( DPOキャッシュにの

み格納) 1

 

リアルタイム分析  
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コンポーネント
データの難読

化
データ保存期間管理  

データの上

書き

監査ロ

グ

Investigation ( DPOキャッシュにの

み格納) 2

 

Event Stream 

Analysis

  

Malware Analysis  

Respond  

レポート作成

Reporting Engine  

長期間の分析

Archiver ( 非圧縮) 3

Warehouse     

注：

1 - Brokerはデータをキャッシュする場合があり、これをクリアするために、必要に応じて、単独の

ロールオーバーやその他のキャッシュ削除を構成する必要があります。管理者は、Brokerの
キャッシュ ロールオーバーを構成できます。そのためには、［サービス］の［構成］ビューの［ファイ

ル］タブでShedulerを構成します。

2 - InvestigationとNetWitnessサーバにキャッシュされたデータは、24時間ごとに自動的にクリアさ

れます。

3 - 非圧縮データには、「データ保存期間の構成」に示されている処理手順が適用されます。

コンポーネントに固有の構成ガイドラインガイドライン

プライバシー機微メタ データとそれらが難読化されたデータにアクセスするNetWitness Suiteのコ

ンポーネントおよびモジュールは、Investigation、ESA( Event Stream Analysis) 、Malware 
Analysis、Respond、Reportsです。これらのコンポーネントおよびモジュールは、ユーザのロールに

定義された権限に基づいてデータにアクセスします。管理者またはDPOは、DecoderまたはLog 
Decoderを構成し、難読化するメタ キーを特定しフラグを立てます。

9 データ プライバシーの概要
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これらのコンポーネントに関しては、データ プライバシー スキームで求められるとおりの動作を実

現するために、追加のガイドラインがあります。

 l Event Stream Analysis。ESAは、NetWitness Suiteコアからプライバシー機微データを受け

取ると、難読化データのみを転送します。ESAは、保護対象のデータの格納と表示を行い

ません。詳細EPLルールおよびエンリッチメント  ソースの構成に関して、いくつか追加のガイド

ラインがあります( 「ESAを使用したアラート」ガイドの「機微データ」トピックで説明) 。
NetWitness Suite 11.0の各ドキュメントを見つけるには、バージョン11.0の「マスター目次」に移

動します。

 l Malware Analysis。Malware Analysisは、スコアリング中に、alias.host、clientなど

の特定のメタ キーを参照します。分析機能を維持するには、Malware Analysisを信頼済み

クライアントとして構成する必要があります。そのためには、DPOロールのユーザと同等のアカ

ウントでNetWitness Suite Coreインフラストラクチャに接続するように構成します。そうしない

と、Malware Analysisが参照するメタ キーが難読化され、そのメタ キーをMalware Analysis
から利用できない場合、一部のIOC( セキュリティ侵害インジケータ) に無効と表示される可

能性があります。

 l Respond Serverサービス。Respond Serverサービスでは、データ プライバシー マッピング ファイ

ルを使用して、難読化されたデータをアラートに表示します( 「Respondユーザ ガイド」の「プラ

イバシー データの難読化」トピックを参照してください) 。また、アラートの保存期間を構成で

きます( 「Respondユーザ ガイド」の「アラートとインシデントの保持期間の設定」トピックを参

照してください) 。NetWitness Suite 11.0の各ドキュメントを見つけるには、バージョン11.0の「マ

スター目次」に移動します。

 l レポート：Reporting Engineでは、各Coreサービスが、2つの別個のサービス アカウントを使用

して、2つの別個のデータ ソースとして追加されます。1つ目のデータ ソースはDPOロールの

サービス アカウントを使用し、2つ目のデータ ソースはDPO以外のロールのサービス アカウント

を使用します。Reporting Engineのデータ プライバシーを構成する手順については、

「Reporting Engine構成ガイド」の「Reporting Engineのデータ プライバシーの構成」トピックを

参照してください。NetWitness Suite 11.0の各ドキュメントを見つけるには、バージョン11.0の
「マスター目次」に移動します。

データ プライバシーの概要 10
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推奨構成

このトピックでは、NetWitness Suiteに対して推奨されるデータ プライバシーの実装および

NetWitness Suiteでのプライバシー機微データの露出を管理するためのいくつかの追加のユース

ケースについて説明します。管理者は、自社のデータ プライバシー要件を満足するように

NetWitness Suiteのホストとサービスを設定できます。データ プライバシーとデータ保存の両方の

推奨構成があります。

データ プライバシーの推奨構成

データを難読化した上で最適な分析値を得るための推奨構成は、プライバシー機微メタ デー

タを定義し、プライバシー機微メタ データの元の値と難読化( ハッシュ) した値の両方を、

Decoder、Log Decoder、Concentrator、Brokerのディスク上に保持することです。

前提として、少数のメタ データ( 約10個のメタ キー) のみを保護対象とし、FIPS 140準拠のハッ

シュ アルゴリズムを、元の値のリバース エンジニアリングを困難にするためのソルトとともに使用す

ることを想定しています。推奨は、SHA-256と、16文字以上60文字以下のソルトの組み合わ

せです。

注：ハッシュ値は、デフォルトでバイナリ形式で格納されます。これは、レスポンス タイムを短

縮するためであり、また、文字列形式で格納した場合と比べてデータベースのストレージ領

域を節約できるからです。推奨の格納形式はテキスト /文字列です。

BrokerとInvestigationでは、元のデータと難読化されたデータがキャッシュ上に保持される場合

があります。これは、データ プライバシー責任者がInvestigationを使用して難読化された値と元

の値のマッピングを確認できるようにするためです。ダウンストリーム サービスでは、機微データの

元の値をメモリ内処理での使用に制限することも可能です。これにより、ダウンストリーム システ

ムのディスクに機微データが保存されなくなります。これは、ESAおよびMalware Analysisに該

当します。

使用しないデータを削除するための推奨ソリューションは、製品標準の自動データ保存管理

機能です。この機能を使用すると、特定の閾値に達したデータが自動的に削除されます。こ

の方法を使用できるNetWitness Suite10.5以降のコンポーネントは、Decoder、Log Decoder、
Log Collector、Archiver、Malware Analysis、Incident Management、Reporting Engineです。

Event Stream Analysisでは、手動の構成により、同様の自動的なデータ保存期間管理を実

現できます。

キャッシュ上のデータを管理するために、NetWitnessサーバは、Investigationで調査したイベント

に関連するキャッシュを24時間ごとにクリアします。Brokerは、ローカルに格納されたキャッシュの

定期的な削除を実行するように構成することも可能です。
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データ保存構成のオプション

NetWitness Suiteでは、データ難読化を有効にした場合に、保存するプライバシー機微データ

に対してより強力な制限をかけられるよう、追加の機能を用意しています。

データ保存オプションを有効にした場合のデータ格納場所

次の表は、データ プライバシーなしのデフォルト構成でデータが格納される場所と、各データ保

存オプションを有効にした場合のデータ格納場所を要約したものです。チェックマークは、プライ

バシー機微データがそのコンポーネントに格納されることを示しており、X印は、プライバシー機

微データがそのコンポーネントに格納されないことを示しています。

コンポーネント デフォルト構成 データ保存オプション

 
元のデータを

格納

元のデータと

ハッシュを格納

( 推奨 )

ハッシュのみを

格納

データを格納

しない( すべて

のメタデータは

一時的 )

取得

Decoder X X

Log Decoder X X

メタ集計

Concentrator X X

Broker ( キャッシュの

み)

( キャッシュの

み)

X X

リアルタイム分析  

Investigation ( キャッシュの

み)

X X

Event Stream 

Analysis

X X X
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コンポーネント デフォルト構成 データ保存オプション

 
元のデータを

格納

元のデータと

ハッシュを格納

( 推奨 )

ハッシュのみを

格納

データを格納

しない( すべて

のメタデータは

一時的 )

Malware 

Analysis

X X X

Respond Server

サービス

X X X

レポート作成

Reporting Engine ( オプション) X X

長期間の分析

Archiver ( オプション) ( オプション) X X

Warehouse ( オプション) ( オプション) X X

コンテンツ

Live 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

不正分析     

RSA Fraud and 

Risk Intelligence 

Suite

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

エンド  ポイント保護

NetWitness 
Endpoint

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
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コンポーネント デフォルト構成 データ保存オプション

 
元のデータを

格納

元のデータと

ハッシュを格納

( 推奨 )

ハッシュのみを

格納

データを格納

しない( すべて

のメタデータは

一時的 )

注：

「キャッシュのみ」は、機微データがBrokerまたはNetWitnessサーバキャッシュ上にあることを意

味しています。自動または手動によるキャッシュのクリアの詳細については、「データ保存期間

の構成の構成

」を参照してください。「オプション」は、機微データは保存されるが、オプションの構成を使用

して制限できることを意味しています。たとえば、機微データが格納される場所を制限するに

は、DPOによるレポートへのアクセスを無効化したり、保護対象の元のデータをArchiverに集

約しないようにします。

オプション1：元のデータはディスクに保存せず、ハッシュのみを格納

管理者は、機微データの露出リスクが非常に高い場合は、機微データをディスクに保存するこ

とを止め、難読化された値のみを保存できます。このシナリオでは、DecoderおよびLog Decoder
上でのパース中に生成されたメタ データは、メモリ上でのみ使用され、ディスクには書き込まれ

ません。管理者は、DecoderまたはLog Decoder上で個別のメタ キーを「Transient」に構成で

き、機微メタ データがディスクに書き込まれないようにできます。ダウンストリーム サービスでは元

の値を認識できないため、難読化された値を使用して調査や分析を行う必要があります。

このデータ プライバシー スキームを構成するには、ハッシュによるデータ難読化を有効にする必

要があります。DecoderまたはLog Decoder上で個別のメタ キーを「Transient」に構成し、元の

値がディスクに書き込まれないようにできます。

 l 機微データに指定された元の値は、DecoderおよびLog Decoder上でのパース時にrawデータ

から抽出され、パース( Parser、Rule、Feed) 中はシステムからアクセス可能になります。

 l Decoderは、機微データに指定したメタ キーの元の値を保存せず、元の値のハッシュを、イ

ベントに関連するその他の機微でないメタ データとともに保存します。

このオプションの副作用として、一部の分析機能が制限されます。ご使用の環境のニーズに合

わせて構成を行ってください。
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 l すべての機微データを「Transient」に構成すると、機微データはディスクに保持されなくなり、

元の値を使用した分析は、パース( Parser、Rule、Feed) 時にのみ可能です。

 l ESA( Event Stream Analysis) およびMalware Analysis システムは、それぞれ相関分析およ

びスコアリングを実行する時に難読化されたメタ値のみに依存することになります。

 l Reporting Engineは、機微でないデータと難読化された値からレポートを生成するよう制限さ

れます。

 l データ プライバシー責任者は元の値を表示することはできませんが、構成されたハッシュとソ

ルトを使用して、難読化された値が特定の既知の元データのものであるか否かを判別でき

ます。

オプション2：元の値も難読化値も格納しない：非推奨

管理者は、露出のリスクが非常に高い場合に、元の値をディスクに一切保存しないよう構成

できます。オプション1と同様に、このシナリオでは、DecoderおよびLog Decoder上でのパース中

に生成されたメタデータは、メモリ上でのみ使用され、ディスクには書き込まれません。管理者

は、DecoderまたはLog Decoder上で個別のメタ キーを「Transient」に構成でき、機微メタ デー

タがディスクに書き込まれないようにできます。ダウンストリーム サービスでは元の値を表示でき

ず、難読化されたデータを使用して調査や分析を行うこともできません。

このデータ プライバシー スキームを構成するには、DecoderまたはLog Decoder上で個別のメタ 
キーを「Transient」に構成し、元の値がディスクに書き込まれないようにします。

 l 機微データに指定された元の値は、DecoderおよびLog Decoder上でのパース時にrawデータ

から抽出され、パース( Parser、Rule、Feed) 中はシステムからアクセス可能になります。

 l Decoderは、機微データに指定されたメタ キーの元の値は保存せず、イベントに関連する機

微でないメタ データのみを保存します。

このオプションの副作用として、分析機能が大幅に制限されます。ご使用の環境のニーズに合

わせて構成を行ってください。

 l すべての機微データを「Transient」に構成すると、機微データはディスクに保持されなくなり、

元の値を使用した分析は、パース( Parser、Rule、Feed) 時にのみ可能です。「データ保存期

間の構成」を参照してください。

 l すべてのダウンストリーム コンポーネントは、元の値も難読化されたデータも使用できませ

ん。

 l データ プライバシー責任者は、元の値も難読化されたデータも表示できません。
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データ上書きオプション

データの上書きに使用可能なオプションが複数あり、データの上書きを実装する前に、各オプ

ションを完全に理解する必要があります。

オプション1：古いデータを継続的に上書きしてディスク領域を制限する

データを保持したい保存期間とそのために必要なディスク容量がわかっていれば、基盤となる

ハードウェアまたはパーティションをそのサイズに制限できます。ハード  ディスク ドライブまたは

パーティションのサイズを削減すれば、新しいデータで上書きする前に、書き込みに使用できる

空き領域のサイズも制限されます。新しく取得されたデータにより、古いデータが継続的に上

書きされます。いずれのソリューションを有効化する場合も、導入時に実行する必要がありま

す。

このオプションには、次の副作用があります。

 l 一部のディスクを取り外すと、I/Oを分散するために使用可能なリソースの数が減るため、パ

フォーマンスが多少低下します。

 l パーティション サイズを小さくすると、パフォーマンスは多少低下しますが、ディスクの取り外し

によるパフォーマンス低下に比べれば軽度です。

オプション2：階層型ストレージを使用して定期的にデータを上書きする

スケジュールを設定して自動的にデータを上書きする場合、階層型ストレージを使用するよう

にDecoderおよびConcentratorを構成できます。階層型ストレージ構成では、データベース ファイ

ルがアプリケーションから削除された後、ファイル システムから削除される前にスクリプトを呼び出

すメカニズムが提供されます。必要に応じて、ファイルを第2層のColdストレージに移動する( 階
層型ストレージ利用時の想定利用ケース) 代わりに、スクリプトからCentOSのshredユーティリ

ティなどを使用してファイルを上書きすることができます。このツールは、データベースが、コア 
データベースが存在するXFSなどのジャーナル処理ファイル システムに格納されている場合、お

よびRAID論理ドライブ( コア ホストが接続) 上に格納されている場合は、効果が低下します。

その他のほとんどのNetWitness Suiteコンポーネントでは、このオプションを使用することはできま

せん。これらのコンポーネントのデータは、階層型ストレージ メカニズムに対応していないデータ

ベースに格納されています。この上書き方法を使用できるその他のコンポーネントは、レポート

やアラートを個別のファイルとして保存するReporting Engineだけです。ただし、Reporting Engine
のチャートはデータベースに格納されるため、この手法の影響を受けません。
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オプション3：文字列およびパターン編集オプションを使用したデータのパージ

データのパージでは、機微データが故意または偶然にディスク上に保存されている場合に、デー

タの特定のサブセットを戦略的に上書きするメカニズムを提供します。NetWitness Suiteの
wipeユーティリティは、  Coreサービスのメタ データベースおよびパケット  データベース内にある特

定のパターンのデータを上書きすることができます。これらのデータベースには、セッション識別子

に基づいて、既存セッションのrawパケットやログが保存されています。すべてのCoreコンポーネン

トには、正規表現パターンなどのクエリの実行により検出したデータのサブセットを上書きする機

能が備わっています。クエリの結果得られたセッション識別子が、NetWitness Suite wipeユーティ

リティにフィードされます。

注：このオプションは、Coreデータベース内のデータが圧縮されている場合( 通常Archiverでは

圧縮が有効) には使用できません。

大部分のNetWitness Suiteコンポーネントでは、使用中のデータベースを編集したり、安全に削

除するメカニズムは組み込まれていません。Malware Analysisコンポーネントは、データ保存管

理プロセスの実行中にデータ オブジェクトを削除するのではなく、データベース内のデータ オブ

ジェクトを値privateで上書きできます。ただし、これは安全な削除メカニズムとは言えませ

ん。

注意：この方法を多数のセッションに対して使用する場合、長時間を要することとパフォーマ

ンスに影響を与えることの2つの弊害があります。

データ上書きの制限事項

オプション2および3で説明した上書き手法には制限事項があります。ディスク セクター内のデー

タの上書きを実行する場合、前述の上書きオプションと、代替手法として提供される上書きコ

マンド  ライン ツール( CentOSの機能であるshred) は、ディスク レイアウトについて前提条件を

設けています。NetWitness Suiteホストはパフォーマンスおよび信頼性の理由からSSDドライブと

RAID構成を使用しており、これらでは上書き手法は機能しません。セキュリティを強化しようと

して上書き手法によりSSDドライブとRAID構成に変更が加えられる場合、関連するパフォーマ

ンスの低下は避けられず、収集レート、クエリ速度そしておそらくはその他の分野にも影響が及

びます。上書き用のコマンド  ライン ツールは、特殊なユースケースで特定のデータの編集が必

要な場合にのみ使用することが推奨されます。パフォーマンスの低下を招く可能性があるため、

これらのツールをリアルタイムに継続的に使用しないでください。
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クイック スタートの手順

このセクションでは、データ プライバシー機能を構成するための準備と、推奨データ プライバ

シー ソリューションの構成を完了するためのエンド  ツー エンドの手順を紹介します。

 l 「                 データ プライバシーの構成準備              」

 l 「                 推奨データ プライバシー ソリューションの構成              」
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データ プライバシーの構成準備

このトピックでは、NetWitness Suiteネットワークのデータ プライバシー ポリシーを計画し構成する

ための一般的ガイドラインを紹介します。構成を開始する前に、ネットワーク上で保護する必

要のあるデータについて理解し、プランを策定しておく必要があります。次の作業が必要になり

ます。

 1. プライバシーに関わる機微データを格納し、保護する必要があるメタ キーを特定する。自

社の要件に基づいて決定してください。

 2. プライバシーに関わる機微なメタ データおよびrawコンテンツへのアクセスが必要なユーザを

決定する。最初に、サイトのDPOロールと管理者ロールを分離するかどうかを決定します。

分離する場合は、DecoderおよびLog DecoderにカスタムAdministratorsシステム ロールを構

成し、dpo.manage権限を削除します。デフォルトでは、データを難読化するために使用

されるソルト付きハッシュ関数を構成する権限など、すべての権限が管理者に与えられま

す。サイトによっては、この権限をデータ プライバシー責任者に限定する場合があります。

各ロールに与えられる権限と、それぞれの権限の目的について詳しくは、「ホストおよびサー

ビス スタート  ガイド」の「サービス ユーザ ロールと権限」を参照してください。

 3. 適切なデータ プライバシーをサポートするためにNetWitness Suite導入環境に加える必要

がある構成の変更を計画する。

 4. 構成変更が製品標準のコンテンツやカスタム コンテンツに及ぼす影響について調査する。

たとえば、Reporting EngineがLive経由で取得するコンテンツは、デフォルトでは難読化され

たメタ値との使用に対応していません。

単一の導入環境においては、Coreサービスにおける特定のデータ プライバシー構成を統一す

る必要があります。その構成を次の表に示しています。構成を同じにする必要があるサービス

に、チェックマークが付けられています。

 構成を統一するサービス

データ プライバ

シーの設定

Decoder Log 
Decoder

Archiver Concentrator Broker

プライバシー機微

データに使用す

るハッシュ アルゴ

リズムとソルト

   

クイックスタートの手順 20



データ プライバシー管理ガイド

 構成を統一するサービス

データ プライバ

シーの設定

Decoder Log 
Decoder

Archiver Concentrator Broker

カスタム インデッ

クス ファイル内の

Languageキーの

データ プライバ

シー属性( キーを

"protected"に構

成することも含

む)

サービスおよび

Parserごとの

Transientメタ 

キー( ディスクに

保存されない)

   

システム ユーザ 

グループ別のメタ

データおよびraw

コンテンツの可視

性  ( カスタム イン

デックス ファイル

内にメタ キーが

必要)

Aggregation

サービス ユーザ 

ロールが割り当て

られたユーザの追

加*
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 構成を統一するサービス

データ プライバ

シーの設定

Decoder Log 
Decoder

Archiver Concentrator Broker

* 集計サービスのデータにアクセスしようとすると、Log CollectorまたはBrokerから認証がリクエ

ストされます。ユーザ名とパスワードの入力を求められた場合は、Aggregationサービス 
ロールが割り当てられたユーザで認証を受ける必要があります。このロールの詳細情報につい

ては、「ホストおよびサービス スタート  ガイド」の「Aggregationロール」トピックを参照してくださ

い。新しいユーザを作成してAggregationサービス ユーザ ロールを割り当てる手順について

は、「ホストおよびサービス スタート  ガイド」の「サービス ユーザの追加、レプリケート、削除」ト

ピックを参照してください。
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推奨データ プライバシー ソリューションの構成

このトピックでは、管理者およびデータ プライバシー責任者が、NetWitness Suiteネットワークで

推奨データ プライバシー ソリューションを構成する方法について説明します。機微データを特

定し、その機微データを誰が参照できるかを決定するために、NetWitness Suiteシステムを構成

する基本的なステップを次に示します。推奨構成では、特定のメタ キーの元の値を難読化

し、特権ロールを割り当てられたユーザが利用できるように、元のデータと難読化されたデータ

の両方を保存します。

この構成は、いくつかの部分に分かれています。

 1. 異なる権限を持つ2人のユーザを作成します。1人のユーザ( データ プライバシー責任者) は
すべてのメタ データを参照でき、もう一人のユーザ( アナリスト ) は特定のメタ データとメタ 
データに関連するコンテンツの参照が制限されます。

 2. ソルトとハッシュを使用して2つの変換を設定し、usernameおよびip.srcメタ キーの元の

値から難読化された値を生成します。

 3. ConcentratorsおよびDecodersサービスでデータ保存を構成します。

注：この手順を完了するためには次の条件が必要です：

ConcentratorとDecoderが、信頼関係接続を使用してNetWitnessサーバサーバに追加されて

いること。

NWサーバのバージョンが10.5以降であること。

Coreサービスのバージョンが10.5以降であること。

すべてのCoreサービスで集計にAggregatorsアカウントを使用していること。

Broker、Concentrator、Decoderでのメタおよびコンテンツ制限の構成

ユーザが参照できるメタおよびRawコンテンツを制限するには、SDKシステム ロールを有効化し

てより細かな制御ができるようにし、［サービス］の［セキュリティ］ビューで各サービスのメタおよびコ

ンテンツの制限を構成する必要があります。

 1. ［管理]＞[サービス]ビューでサービスを選択し、 ＞［表示］＞［セキュリティ］をクリックし

ます。

 2. ［設定］タブをクリックします。
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 3. ［SDKメタ ロール権限］フィールドで、［メタとコンテンツのブラックリスト］を選択します。［適

用］をクリックします。

これにより、管理者はメタ キーのブラックリストを作成し、データ プライバシー責任者だけが

それらのメタ キーおよびコンテンツを参照できるようにすることができます。メタ キーごとの新し

いロール権限が［ロール］タブに追加されます。

 4. ［ロール］タブをクリックします。
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 5. ［ロール］タブで、次の手順を実行します。

 a. アナリストが参照できないようにするメタ キーを選択します。たとえば、

［sdk.meta.username］と［sdk.meta.ip.src］を選択します。

これにより、アナリストはプライバシー機微なメタ キーであるusernameとip.srcだけで

なく、それらのメタ キーが含まれているすべてのセッションのすべてのコンテンツを参照でき

なくなります。

 b. ［sdk.packet］を選択解除すると、アナリストはRawパケットおよびログの一括エクス

ポートができなくなります。

 c. ［適用］をクリックします。

 6. ［ロール］タブで、Data_Privacy_Officersロールにsdk.meta.valuesが選択されていな

いことを確認します。［適用］をクリックします。

DPOはすべてのメタおよびすべてのセッションを参照できます。

［ロール］タブで、Aggregation ロールに次の権限があることを確認します。

aggregate、sdk.content、 sdk.meta、sdk.packets.を選択します。

NetWitnessサーバでのデータ プライバシー責任者およびアナリストのアカウントの追加

特権アクセスを持つデータ プライバシー責任者と一般的なアナリストの2つのユーザ アカウント

を、NetWitness Suiteのシステム レベルで作成する必要があります。デフォルトの信頼関係接続

を使用して構成されている環境では、コア サービス( Broker、Concentrator、Decoder) で新しい

ユーザ アカウントを作成する必要はありません。NetWitnessサーバでユーザを作成すれば、その

ユーザはそれらのサービスにログオンできます。

注：ロール名がサーバとサービスの両方に存在する必要があり、ロール名が同一である必要

があります。NetWitnessサーバ上で新しいカスタム ロールを作成する場合は、すべてのコア 
サービスにも必ずそのロールを追加します。

 1. データ プライバシー責任者用の新しいユーザ アカウントの作成：

 a. ［サービスのセキュリティ］ビューで、［ユーザ］タブを選択します。［ユーザ］タブのツールバー

で、 をクリックします。

［ユーザの追加］ダイアログが表示されます。
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 b. 次の認証情報を使用して、新しいアカウントを作成します。

ユーザ名  = <新しいユーザのログオン名( 例：DPOadmin) >
メール = <新しいユーザのメール アドレス( 例：DPOadmin@rsa.com) >
パスワード  = <新しいユーザのログオン パスワード ( 例：RSAprivacy1!@) >
名前  = <新しいユーザのフル ネーム( 例：DPO Administrator) >

 c. ［ロール］タブ をクリックし、新しいユーザにData_Privacy_Officersロールを選択

します。

 d. ［保存］を選択します。

 2. アナリスト用の限定された権限を持つ新しいユーザ アカウントの作成：

 a. ［サービスのセキュリティ］ビューで、［ユーザ］タブを選択します。［ユーザ］タブのツールバー

で、 をクリックします。

［ユーザの追加］ダイアログが表示されます。

 b. 次の認証情報を使用して、新しいアカウントを作成します。
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ユーザ名  = <新しいユーザのログオン名( 例：NonprivAnalyst) >
メール = <新しいユーザのメール アドレス( 例：NonprivAnalyst@rsa.com) >
パスワード  = <新しいユーザのログオン パスワード ( 例：RSAprivacy2!@) >
名前  = <新しいユーザのフル ネーム( 例：Nonprivileged Analyst) >

 c. ［ロール］タブ をクリックし、新しいユーザにAnalystsロールを選択します。

 d. ［保存］を選択します。

DecodersおよびConcentratorsでのデータ難読化の構成

この手順では、元のデータへのアクセス権がないユーザに提供するための難読化された値を作

成します。

 1. 難読化された値が一意になるようにソルトを構成します。別の企業に同じ名前のアナリスト

がおり、同じログイン名を使用している場合、ソルトを使用することにより、別の企業の誰か

が難読化メカニズムを判読する可能性を制限できます。この例では、単純なソルトとSHA-
256を使用していますが、ソルトは構成可能であり、ハッシュ アルゴリズムは変更可能です。

詳細については、「データ難読化の構成」を参照してください。

 a. ソルトおよびハッシュ アルゴリズムを定義するには、管理＞［サービス］を選択します。

 b. [管理]＞[サービス]ビューで［Decoder］を選択し、 ＞［表示］＞［構成］をクリック

します。

 c. ［データ プライバシー］タブをクリックし、ハッシュ アルゴリズム( SHA-256) を選択します。

［ソルト］フィールドに、ソルト値( 例：rsasecurity) を入力し、［適用］をクリックします。

 2. Decoderでの元のメタ キーと難読化されたメタ キーの間の変換を定義し、ハッシュ値の保

存形式を指定します。デフォルトのハッシュ保存形式はバイナリですが、推奨構成はテキス

ト /文字列形式です。

 a. ［ファイル］タブをクリックし、ドロップダウン メニューでindex-decoder-custom.xmlを選択し

ます。( Log Decoderでは、 index-logdecoder-custom.xmlファイルを選択して、これと同じ

構成を適用できます。)

 b. 入力領域に次の行を入力します。
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<language level="IndexNone" defaultAction="Auto">
<key name="username" description="Username" format="Text" 
protected="true"><transform 
destination="username.hash"/></key>
<key name="username.hash" description="Username Hash" 
format="Text"/>
<key name="ip.src" description="Source IP Address" 
format="IPv4" protected="true"><transform 
destination="ip.src.hash"/></key>
<key name="ip.src.hash" description="Source IP Address 
Hash" format="Text"/>
</language>

 c. Decoderサービスを再起動します。ツールバーで、［表示］ドロップダウン メニュー( 現在の

ラベルは［構成］) から、［システム］を選択します。サービスの［システム］ビューで、［サー

ビスのシャットダウン］を選択します。サービスは自動的に再起動されます。

 3. Concentratorで、 index-concentrator-custom.xmlファイルを使用してメタ キーを定義します。

 a. ［ファイル］タブをクリックし、ドロップダウン メニューでindex-concentrator-custom.xmlを選

択します。

 b. 入力領域に次の行を入力します。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<language level="IndexValues" defaultAction="Auto">
<key name="username" description="Username" format="Text" 
level="IndexValues" protected="true"/>
<key name="username.hash" description="Username Hash" 
format="Text" level="IndexValues" token="true"/>
<key name="ip.src" description="Source IP Address" 
format="IPv4" level="IndexValues" protected="true"/>
<key name="ip.src.hash" description="Source IP Address 
Hash" format="Text" level="IndexValues" token="true"/>
</language>

 c. Concentratorサービスを再起動します。ツールバーで、［表示］ドロップダウン メニュー( 現
在のラベルは［構成］) から、［システム］を選択します。サービスの［システム］ビューで、

［サービスのシャットダウン］を選択します。サービスは自動的に再起動されます。
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ConcentratorsおよびDecodersでのデータ保存の構成

データ保存構成により、一定の期間が経過したデータをNetWitness SuiteCoreコンポーネント

内から削除することができます。ConcentratorおよびDecoderでのデータ保存の構成は、すべて

の環境で必要なものではありませんが、関係法令に対するコンプライアンスのために必要となる

場合があります。環境に応じた適切な保存期間を評価することが重要です。設定したデータ

保存スケジューラの構成は、ConcentratorまたはDecoder上のすべてのデータに適用されます。   

下記の例では、期間の閾値に適合しているかどうかを判断するためのチェックを15分ごとに実

行するように、NetWitness Suiteが構成されています。閾値に達している場合、NetWitness 
Suiteは関連するデータベースから90日が経過した古いデータを削除します。

注意：90日間の保存期間は、単なる例です。データの場所や関係する法令に応じて、ロー

ルオーバー条件を調整してください。PII( 個人識別情報) を頻繁に保存または削除しないこ

とが法律で求められているヨーロッパのように、データ プライバシーが厳格な環境では、この時

間を調整する必要があります。

この手順はオプションです。保存期限を設定しないと、ハード  ドライブの領域がいっぱいになっ

たときに、システムによって最も古いデータが自動的に削除されます。  

( オプション) 各ConcentratorとDecoder：

 1. ［サービス］の［構成］ビュー＞［データ保存スケジューラ］タブに移動します。

 2. データの保存期間を定義します。たとえば、［閾値］を［期間］に設定し、［日］フィールドに

［90］と入力します。
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 3. 閾値に達しているかどうかをスケジューラがチェックする頻度を定義します。たとえば、［実

行］を［間隔］に設定し、［分］フィールドに［15］を設定します。

 4. ［適用］をクリックして、構成を保存します。

データ プライバシー保護の検証

この時点で、特定のタイプのメタ データに対するアクセス権限を持つロールを割り当てられた

ユーザが追加されているものとします。次のステップでは、制限なしのユーザ( DPO) が参照でき

るデータを、制限付きユーザ( アナリスト ) が参照できないことを確認します。データ保存構成に

よって、データがシステム上で保持される期間が制限されていることも確認する必要がありま

す。

 1. ロール ベースの難読化が機能していることを検証するには、次の手順を実行します。

 a. 制限なしのユーザ( DPOadmin) としてログオンし、保護対象の機微データである

usernameとip.srcを含むすべてのデータ、およびそのメタが含まれる任意のセッション

を参照できることを確認します。

 b. ログオフし、DPOユーザとしてログオンし直します。

 c. DecoderとLog Decoderのそれぞれで、サービスの［システム］ビューからPCAPまたはログ 
ファイルをインポートします。   ［パケット  ファイルのアップロード］オプションを使用して、

usernameとip.srcのメタ データを持つPCAPファイルをアップロードします。

 d. インポートが完了したら、［調査］＞［ナビゲート］ビューで、データのインポート先である、

Decoderが接続するConcentratorを選択し、メタ データを表示します。

 e. 下方向にスクロールして、usernameとip.srcのメタ キーおよびそれに対応する値が

表示されていることを確認します。

 f. usernameまたはip.srcの値の横にある緑色の番号のいずれかをクリックし、そのセッ

ションが［イベント］ビューにロードされることを確認します。

 g. そのセッションIDをメモして、制限付きユーザーとしてログオンした場合の検証に使用し

ます。

 h. ログオフし、制限付きユーザ( NonprivAnalyst) としてログオンします。

 i. ステップc～fを繰り返して、このユーザではusernameまたはip.srcのメタまたはそのメ

タが含まれている前述のセッションを参照できないことを確認します。  

 j. 特定のセッションにジャンプするには、［調査］＞［ナビゲート］ビューに移動し、［アクショ

ン］メニューで［イベントに移動］を選択し、セッションIDを入力します。

 2. データベースに保持されているデータが、［データ保存スケジューラ］で構成した保存期間内

のデータであることを確認します。
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 a. ログオフし、制限なしのユーザ( DPOadmin) としてログオンします。

 b. Concentratorで［サービス］＞［エクスプローラ］ビューに移動します。

 c. ノード  ツリーで［database］ノードを選択し、［stats］を選択します。

 d. meta.oldest.file.timeの値を確認し、それが［データ保存スケジューラ］で設定

した閾値より前でないことを確認します。

 e. サービスをDecoderに変更し、ステップb～dを繰り返して、stats 

meta.oldest.file.timeとpacket.oldest.file.timeを確認します。
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このトピックでは、データ プライバシー責任者が、NetWitness Suiteネットワークにデータ プライバ

シー計画を導入するための様々な手順について説明します。これらの手順は全体的な構成

の一部であり、データ プライバシー計画を導入し、ネットワークの情報フローを管理するため

に、必要に応じて実行します。

 l データ難読化の構成

 l データ保存期間の構成

 l データ プライバシーで使用するためのユーザ アカウントの構成
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データ難読化の構成

このトピックでは、NetWitness Suiteでデータ難読化を構成する手順について説明します。単一

の導入環境では、すべてのコア サービスのデータ プライバシー ソリューションに関する構成が同

じである必要があります。すべてのDecoderとLog Decoderで、同じハッシュおよびソルトを使用し

てください。

注：データ難読化が機能するためには、「データ プライバシーで使用するためのユーザ アカウント

の構成」で説明されているように、ユーザ アカウントを構成する必要があります。

Decoderハッシュ アルゴリズムとソルトの構成

データ プライバシー ソリューションの機能の一部として提供されるハッシュ値の生成は、Decoder
およびLog Decoderがメタ キーを作成するときに実行されます。両サービスには、特定のハッシュ 
アルゴリズムもソルト値も指定されていないメタ キーに適用するデフォルトの設定があります。

NetWitness Suiteのデフォルトの初期値は、ハッシュ アルゴリズム( SHA-256) およびソルト ( なし)
です。  

注：NetWitness Suite 10.4以下では、下位互換性のためにSHA-1ハッシュ アルゴリズムの使

用がサポートされています。RSAでは、SHA-1アルゴリズムを使用することは推奨しません。こ

のアルゴリズムは、NetWitness Suite 10.5以降では使用できません。

デフォルトの設定を変更する場合、［サービス］の［構成］ビュー＞［データ プライバシー］タブ、ま

たはNetWitness Suite［サービス］の［エクスプローラ］ビュー内の次のノードで編集できます。

 l /decoder/parsers/transforms/default.type

type指定なしのtransform属性が定義されているメタキーで使用されるアルゴリズム。  サ
ポートされるアルゴリズムは、duplicateとsha-256です。

 l /decoder/parsers/transforms/default.salt

ハッシュ( sha-256) する値の先頭に付加するソルト値。この値はオプションです。空のソル

トも有効であり、ソルトなしのハッシュが生成されます。デフォルトではソルトは定義されてい

ないため、環境に固有のソルトを作成できます。一般的に、ソルトが長く、複雑であるほど、

セキュリティが向上します。最大60文字のソルトまで、大きな影響なく使用できます。また、

16文字以上にすることをお勧めします。

デフォルトのハッシュ アルゴリズムとソルトを編集するには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］セクションで［サービス］ビューを選択します。

 2. ［サービス］グリッドで、DecoderまたはLog Decoderサービスを選択し、 ＞［表示］＞

［構成］をクリックします。［データ プライバシー］タブを選択します。
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 3. ［ハッシュ アルゴリズムとソルトの構成］セクションで、 type指定なしのtransform属性が定義さ

れたメタ キーに対して使用する［ハッシュ アルゴリズム］として sha-256を選択します。( 2
番目のアルゴリズム、duplicateは、管理者がネットワーク内で期待されるハッシュ処理が

行われていることを検証する場合に使用します) 。

 4. ( オプション) ［ソルト］フィールドで、ハッシュするすべての値に付加されるソルト値を入力しま

す。この値はオプションです。空のソルトも有効であり、ソルトなしのハッシュが生成されま

す。デフォルトではソルトは定義されていないため、環境に固有のソルトを作成できます。

一般的に、ソルトが長く、複雑であるほど、セキュリティが向上します。セキュリティ上のベス

ト  プラクティスとして、ソルト値は、100ビット以上または16文字以上にする必要があります。

メタ キーごとに異なるソルトが必要な場合、後述の例3で示すように、インデックス ファイルを

構成する必要があります。  

 5. ［適用］をクリックします。

新しい設定がすぐに反映されます。  

Languageキーの構成

NetWitness Suite 10.5では、データ プライバシーを促進するために、NetWitness Suiteコア言語

に複数のLanguageキー属性が追加されています。各DecoderまたはLog Decoderのカスタム イ
ンデックス ファイルで、これらの属性を編集できます。カスタム インデックス ファイル( たとえば、

index-decoder-custom.xml) は、［サービス］の［構成］ビュー＞［ファイル］タブで編集できます。イ

ンデックス ファイルを修正した後、下の例に示すように、決められた順序でのサービスの再起動

が必要です。
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自社のデータ プライバシー要件に基づいて、次のkey属性を使用して保護対象の個々のメタ 
キーを構成します。

 l protected

この属性を指定した場合、NetWitness Suiteは値を保護対象とみなし、値の公開を厳密に

管理します。protected属性を伝播する場合、NetWitness Suiteは、ダウンストリームの信頼

済みシステムでも同様に値を処理することを保証します。保護対象の値を作成するすべて

のサービス( つまり、DecoderまたはLog Decoder) 、およびコア サービスの外部で信頼済みア

クセス( SDK( Software Development Kit) クエリ/値、集計) を提供するすべてのサービスにこ

の属性を追加します。このルールに対する例外は、インデックス ファイルが指定されていない

Brokerで、属性を追加する必要がない場合です。  

 l token

この属性は、このキーの値が別の値の代用であり、視覚的に意味のある内容でないことを

指定します。token属性は情報提供用であり、主として値をより使いやすく見やすい形式

で表示するUIエレメントのためのものです。

 l transform

keyの子エレメントです。これが指定されたメタ キーでは、すべての値を変換する必要があ

り、また変換結果の値は別のメタ キーに保存されることを意味します。transformエレメン

トは、DecoderおよびLog Decoderでのみ必要であり、それ以外のコア サービスに対して指定

された場合は情報提供のためのものです。  transformエレメントには、次の属性と子エレ

メントがあります。     

名前
タイ

プ
説明

オプ

ション

また

は必

須

destination 属

性

変換後の値を保存するメタ キーの名前を指定します。 必須

type 属

性

適用する変換アルゴリズム。指定しない場合、

/decoder/parsers/transforms/default.type

の値が使用される。

オプ

ション
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名前
タイ

プ
説明

オプ

ション

また

は必

須

param 子エ

レメ

ント

名前 /値のペアを指定します。各paramエレメントに、必須

の属性であるnameと、子テキストの値を指定します。唯一

サポートされるparamは、キーに固有のsalt値を指定す

るために使用されます。指定しない場合、

/decoder/parsers/transforms/default.salt

の値が使用される。

オプ

ション

例1

DecoderまたはLog Decoder上で、usernameをprotectedに指定し、デフォルトのアルゴリズムお

よびソルトでハッシュした値をusername.hashに保存します。

<key name="username" description="Username" format="Text" 

protected="true"><transform destination="username.hash"/></key>

例2

Concentrator上で、usernameをprotectedに指定し、username.hashをtokenに指定しま

す。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

 <language level="IndexNone" defaultAction="Auto">

 <key description="Username" format="Text" level="IndexValues" 

name="username" protected="true"/>

 <key description="Username Hash" format="Binary" level="IndexValues" 

name="username.hash" token="true"/>

 </language>
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例3

DecoderまたはLog Decoder上で、usernameをprotectedに指定し、指定したアルゴリズムおよ

びソルトでハッシュした値をusername.binに保存します。

<key name="username" description="Username" format="Text" 

protected="true">

 <transform destination="username.bin" type="sha-256">

 <param name="salt">0000</param>

 </transform></key>

コア サービスのユーザ ロールごとにメタデータおよびコンテンツの可視性を構成

メタデータとコンテンツの可視性は、管理者が、［サービス］の［セキュリティ］ビューに表示されて

いる個別のBroker、Concentrator、Decoder、Log Decoder、Archiverサービスで、ユーザに割り

当てられているユーザ グループまたはロールに基づいて構成できます。これはSDKメタ ロール機

能と呼ばれ、デフォルトで有効化されています。

注：各ユーザのメタデータとコンテンツの可視性を構成する必要がある管理者は、( ［ロール］

タブで)  sdk.content権限を無効化できません。［ロール］タブでsdk.content権限が無効

になっていると、パケットとrawログはsystem.rolesノードから認識されません。

system.rolesノードでは、［設定］タブで構成された方法を使用してフィルタリングを処理し

ます。

sdk.content機能が有効化されている場合、次のステップは、［設定］タブでメタデータとコンテ

ンツのフィルタリング方法を選択することです。ブラックリストまたはホワイトリストのオプションを選

択すると、特定のメタ キーの追加権限が［ロール］タブで使用可能になります。その結果、管

理者が、アナリストなどのユーザ ロールを［ロール］タブで選択し、そのユーザ グループに対してブ

ラックリストまたはホワイトリストに登録する特定のメタ キー( およびコンテンツ) を選択できます。

権限はユーザ グループのすべてのユーザに適用されます。

次の表は、［設定］タブのフィルタのオプションと、それぞれの数値を示しています。0はフィルタ無

効化、1～6はフィルタ タイプを表します。system.rolesノードでメタデータおよびコンテンツの

可視性を手動で構成しない限り、数値を把握する必要はありません。

system.roles
ノード値

［設定］タブのオプション
イベント  メタ
データ

元のイベント

0 フィルタなし。

メタ キーごとに権限を定義するシステ

ム ロールは無効です。

表示 表示
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system.roles
ノード値

［設定］タブのオプション
イベント  メタ
データ

元のイベント

1 メタとコンテンツのホワイトリスト。

デフォルトでは、メタ キーとパケットは

両方とも表示されません。ユーザ グ

ループごとに個別のSDKメタ ロールを

選択すると、ユーザが、そのSDKメタ 

ロールのメタデータとパケットを表示で

きます。

非表示

選択したものの

み表示

非表示

選択したものの

み表示

2 メタのみのホワイトリスト。

デフォルトでは、パケットが表示され、

メタデータは表示されません。ユーザ 

グループごとに個別のSDKメタ ロール

を選択すると、ユーザが、そのロールの

メタデータを表示できます。

非表示

選択したものの

み表示

表示

3 コンテンツのみのホワイトリスト。

デフォルトでは、メタデータが表示さ

れ、パケットは表示されません。ユーザ 

グループごとに個別のSDKメタ ロール

を選択すると、ユーザが、そのロールの

パケットを表示できます。

表示 非表示

選択したものの

み表示

4 メタとコンテンツのブラックリスト。

デフォルトでは、すべてのメタデータとす

べてのパケットが表示されます。ユーザ 

グループごとに個別のSDKメタ ロール

を選択すると、ユーザが、そのロールの

メタデータとパケットを表示できませ

ん。

表示

選択したものの

み非表示

表示

選択したものの

み非表示
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system.roles
ノード値

［設定］タブのオプション
イベント  メタ
データ

元のイベント

5 メタのみのブラックリスト。

デフォルトでは、すべてのメタデータとす

べてのパケットが表示されます。ユーザ 

グループごとに個別のSDKメタ ロール

を選択すると、ユーザが、そのロールの

メタデータを表示できません。

表示

選択したものの

み非表示

表示

6 コンテンツのみのブラックリスト。

デフォルトでは、すべてのメタデータとす

べてのパケットが表示されます。ユーザ 

グループごとに個別のSDKメタ ロール

を選択すると、ユーザには、そのロール

のパケットが表示されません。

表示 表示

選択したものの

み非表示

ユーザへの表示内容は、3つの要因によって決まります。

 l SDKメタ ロールの設定( ブラックリストまたはホワイトリスト ) 。

 l ユーザが属するグループに対して構成されたメタ キー表示制限。

 l 分析中のセッションのメタ キー。

注意：ブラックリストを使用すると、暗黙的なTRUSTが、構成済みメタデータを除くすべてに

付与されることに注意してください。DecoderでRBACを有効化して、暗黙的なTRUSTを使

用するには、使用するのはブラックリスト  システム設定だけにします。ホワイトリスト設定を使

用すると、明示的に有効になっていない非表示のメタ キーで問題がいくつか発生する可能

性があります。メタ キーのユニバースは把握できないため、ホワイトリスト  ルールで暗黙的な

TRUSTを付与することはできません。ホワイトリストを使用する場合は、回避策として、

DecoderのRBACをオフにします。また、RBACをオンにする必要がある場合は、Decoderに直

接接続するすべてのユーザ アカウントを無効化します。

次の例は、SDKメタ ロール構成と、グループに設定されたメタ キー表示制限によりどのような

結果が表示されるかを示しています。

構成：

 l SDKメタ ロールの設定は、［メタとコンテンツのブラックリスト］です。このオプションが選択され

た場合、すべてのメタとコンテンツ( パケットとログ) がデフォルトで表示されます。
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 l 管理者は、アナリスト  グループに機微データ( usernameなど) が表示されないようメタ キー

の表示制限を構成しました。

 l usernameメタ キーが含まれるセッションのパケットとログは、アナリストには表示されません。

結果：アナリスト  グループのメンバーであるユーザがセッションを調査します。結果は、セッション

のコンテンツによって異なります。

 l セッション1には、メタ キー ip、eth、host、file. は含まれません。このセッションには

usernameが含まれないため、セッション内のすべてのパケットとログが表示されます。

 l セッション2には、メタ キーip、time、size、file、usernameが含まれます。このセッショ

ンにはusernameが含まれているため、セッション内のパケットとログはいずれも、アナリストに

は表示されません。

DecoderまたはLog Decoderでメタおよびコンテンツの表示制限を構成するには、次の手順を実

行します。

 1. ［管理］ビューで［サービス］を選択します。

 2. ［サービス］グリッドで、Broker、Concentrator、Decoder、Log Decoder、Archiverサービスを選

択し、 ＞［表示］＞［セキュリティ］をクリックします。［ロール］タブをクリックし、ロールを

選択して、sdk.content ロールが有効化されていることを確認します。
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 3. ［設定］タブをクリックします。

 4. フィルタ方法( ブラックリスト、ホワイトリスト ) とコンテンツ タイプ( メタとコンテンツ、メタのみ、コ

ンテンツのみ) の組み合わせから1つのオプションを選択し、［適用］をクリックします。

 5. ［ロール］タブをクリックし、SDKメタ ロール権限設定の指定に従って、コンテンツを許可( ホワ

イトリスト ) またはコンテンツをブロック( ブラックリスト ) するロールをクリックします。
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選択したロールのロール権限が表示され、SDKメタ ロール権限( たとえば、

sdk.meta.action) がロール権限のリストに追加され、選択できるようになります。SDK
メタ ロール権限設定でホワイトリストの1つを選択した場合、ユーザに対してコンテンツを表

示可能にするには、対応するSDKメタ ロール権限を選択する必要があります。SDKメタ

ロール権限設定でブラックリストの1つを選択した場合、選択したSDKメタ ロール権限のコン

テンツがユーザに対して非表示になります。

 6. このロールが割り当てられたユーザのSDKメタ ロール権限を選択します。［適用］をクリックし

ます。

設定は即座に有効になり、DecoderまたはLog Decoderで処理される新しいパケットとログ

に適用されます。  

Decoderのディスクに書き込まれないメタ キーをParserごとに構成  

データ プライバシー責任者は、DecoderおよびLog Decoderで、ディスクに書き込まないメタ キー

を構成できます。これを実現するには、インデックスおよびParserの構成で、メタ キーをTransient
に設定します。

注：同じ機能が以前にLog Decoderで提供されており、Parserの設定時にtable-map.xmlファ

イルを修正することにより構成できました。現在は、［サービス］の［構成］ビューに統合されて

います。

個々のParserに対して選択したメタ キーをディスクに書き込まないよう構成するには、次の手

順を実行します。
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 1. ［管理］セクションで［サービス］を選択します。

 2. ［サービス］グリッドで、DecoderまたはLog Decoderサービスを選択し、 ＞［表示］＞

［構成］を選択します。

 3. ［全般］タブの［Parser構成］セクションで、パーサを選択し、次に［構成］ドロップダウン リス
トで［Transient］を選択します。構成値( Enabled、Disabled、Transient) をクリックして、リス

トにアクセスします。

構成を変更すると、赤い三角形が表示されます。

 4. ［適用］をクリックします。

変更はすぐに反映されます。Parserは、Transientに構成されたメタ キーをディスクに保存し

なくなります。
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データ保存期間の構成

Administratorのロールを持つNetWitness Suiteユーザは、システムの取得レートに関係なく、特

定の保存期間の経過後に機微データが削除されるようにNetWitness Suiteを構成できます。た

とえば、そのポリシーとしては、パケット ( rawデータとメタ データの両方) を24時間だけ保持するこ

とや、ログ( rawデータとメタデータの両方) を7日間まで保持することが考えられます。機微デー

タが、Reporting Engine、Malware Analysis、Event Stream Analysis、NetWitnessサーバの他の

データベースに送られた場合も、そこで同じようにデータ保存を管理できます。管理者は、ポリ

シーとデータ プライバシー法規制に基づき、すべてのNetWitness Suiteコンポーネント ( Event 
Stream Analysisを除く) のサービスを個別に設定する必要があります。

機微データはキャッシュにも存在する可能性があります。

 l Brokerはデータをキャッシュする場合があり、これをクリアするために、必要に応じて、単独の

ロールオーバーやその他のキャッシュ削除を構成する必要があります。管理者は、［サービ

ス］の［構成］ビューの［ファイル］タブでschedulerファイルを編集することにより、Brokerのキャッ

シュ ロールオーバーを構成できます。

 l InvestigationとNetWitnessサーバにキャッシュされたデータは、24時間ごとに自動的にクリアさ

れます。

 l DPO( Data Privacy Officer) がデータをエクスポートする場合、NetWitnessサーバのジョブ 
キュー内にデータを保存するのと同じことになります。このデータをクリアするには、管理者ま

たはDPOが定期的にジョブ キューをクリーンアップする必要があります。

データ保存

NetWitness SuiteのDecoder、Log Decoder、Concentratorサービスでは、定期的なジョブをスケ

ジュールし、削除可能なデータがあるかどうかを確認することができます。データ保存スケジュー

ラは基本的なスケジュール設定機能を提供します( 以下を参照) 。また、［サービス］の［構成］

ビューの［ファイル］タブでschedulerファイルを編集するか、または［エクスプローラ］ビューでノードを

編集することにより、高度なスケジュール設定を行うこともできます。

Archiverは、柔軟性の高いデータ保存オプションを提供します。異なるタイプのログ データを

別々のコレクションに配置し、個別に管理できます。各コレクションには、全体のストレージ容

量と、コレクション内にログ　データを保存する日数を指定できます。また、ログ データがコレクショ

ンのストレージ容量の上限に達した後に、ログ データを削除するか、オフラインのColdストレージ

に移動するかを選択できます。

たとえば、機微情報をコレクションに格納し、保存期間を30日間に制限することができます。30
日後にデータを削除する場合は、そのコレクションのWarmストレージまたはColdストレージを有

効化する必要はありません。  
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ログ データの保持と削除

管理者はArchiverにHot、Warm、Coldという階層型ストレージを構成することができます。Cold
ストレージには、最も古いログ データが格納されます。これらのデータは、業務に必要であった

り、規制要件により義務づけられている場合に保持します。コレクションがHotストレージおよび

Warmストレージの保存期限に達すると、NetWitness SuiteによってHotストレージまたはWarmス

トレージからログ データが削除されます。Coldストレージが構成されている場合は、ログ データ

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

ログ ストレージ コレクションごとに、Coldストレージを有効化するかどうかを選択できます。

NetWitness SuiteはColdストレージを管理しません。  

コレクションのColdストレージの有効化または無効化

コレクション内のログ データがHotストレージおよびWarmストレージの保存期限に達したときに、

これを削除するか、オフライン( Cold) ストレージに移動させることができます。  

ArchiverのコレクションでColdストレージを有効化または無効化するには、次の手順を実行しま

す。

 1. ［管理  ］セクションで［サービス］ビューを選択します。

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

 3. ［データ保存］タブをクリックします。

 4. ［データ保存］タブの［コレクション］セクションで、コレクションを選択して をクリックします。
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［コレクション］ダイアログが表示されます。

注：コレクションの最大ストレージ サイズが足りず、指定した保存期間いっぱいまでのデー

タを格納できなくなった場合は、NetWitness Suiteによってデータが削除されるか、指定さ

れている場合は、WarmストレージまたはColdストレージにデータが移動されます。

 5. Coldストレージを有効化または無効化するには、次の手順を実行します。

 l コレクションが指定した保存期限に達したときにログ データを削除するには、［Coldスト

レージ］チェック ボックスをオフにします。

 l コレクションが指定した保存期限に達したときにログ データをオフライン ストレージに移動

させるには、［Coldストレージ］チェックボックスをオンにします。  

 6. ［保存］をクリックします。

Archiverでのログの保存期間とストレージの構成

Archiverでのログの保存期間とストレージを構成するには、「Archiver構成ガイド」の「Archiver
のストレージとログの保存期間の構成」を参照してください。
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データ保存期間の閾値をチェックする繰り返しジョブのスケジュール

データ保存スケジューラを構成することにより、一定の期間が経過したデータをDecoder、Log 
Decoder、Concentratorコンポーネントから削除することができます。たとえば、指定した保存期

間の閾値に達したデータがないかを15分ごとに確認するようDecoderを構成できます。閾値に

達している場合、NetWitness Suiteは関連するデータベースから4時間より前のデータを削除し

ます。

注意：以前のスケジュールは上書きされ、新しいスケジュールがすぐに有効になります。保存

期間を短縮すると、この保存期間を超過しているデータは削除されます。

Decoder、Log Decoder、Concentratorの場合は次の手順を実行します。

 1. ［管理  ］セクションで［サービス］ビューを選択します。

 2. ［サービス］グリッドで、Decoder、Log Decoder、またはConcentratorサービスを選択し、

＞［表示］＞［構成］を選択します。

 3. ［データ保存スケジューラ］タブをクリックします。

 4. データが保存されている期間またはデータが保存された日付に基づいて閾値を設定しま

す。以下のいずれかの操作を実行します。

 a. データを削除するまでの保存期間を定義するには、［期間］を選択し、データのタイム 
スタンプから経過した日数( 最大365) 、時間( 最大24) 、分( 最大60) を指定します。
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 b. タイム スタンプの日付に基づいてデータの削除を定義するには、［日付］を選択し、［カ

レンダー］および［時刻］フィールドから毎月の日時を指定します。

 5. 次のいずれかを実行して、ロールオーバー基準の確認スケジュールを構成します。

 a. 一定の間隔を指定して、定期的なデータベース チェックを実行する場合は、［間隔］を

選択し、次のチェックまでの間隔を、時間と分で指定します。

 b. 一定の日付を指定して定期的なデータベース チェックを実行する場合は、［日付と時

刻］を選択し、ロールオーバーを実行するシステム クロックの時刻をhh:mm:ss形式で

指定します。

 o 日付を指定するには、［毎日］、［平日］、［週末］のいずれかを選択します。スケ

ジューラの設定はデフォルトで［毎日］になっています。

 o 曜日を個別に指定するには、［カスタム］を選択し、データベース チェックを実行する

曜日をクリックします。

注意：以前のスケジュールは上書きされ、新しいスケジュールがすぐに有効になりま

す。保存期間を短縮すると、この保存期間を超過しているデータは削除されま

す。

 6. ［適用］をクリックして構成を完了します。
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データ プライバシーで使用するためのユーザ アカウントの構成

このトピックでは、NetWitness Suiteでデータの難読化を行うユーザ アカウントを構成する方法に

ついて説明します。データの難読化を行うには、いくつかのタイプのユーザに対してアカウントと

権限を構成する必要があります。

 l NetWitness SuiteのデフォルトのAdministratorsシステム ロールをカスタマイズし、データ 
プライバシー責任者のみに許可される権限を削除します。

 l データ プライバシー責任者と一般的なアナリストを表す2つのユーザ アカウントを、システム レ
ベルに追加します。

 l Aggregationロールを持つユーザ アカウントをサービス レベルに追加し、DecoderおよびLog 
DecoderがデータをConcentratorまたはBrokerに集計できるようにします。

 l Reporting Engineについては、2つのサービス アカウントを別々に構成します。1つは機微デー

タが含まれない汎用的なレポート作成用のサービス アカウントで、もう1つは、機微データを

含めたすべてのデータにアクセスできる特権ユーザ用のアカウントです。手順については、

「Reporting Engine構成ガイド」の「データ ソースの権限の構成」を参照してください。

デフォルトのAdministratorsユーザ ロールのサービス レベルでのカスタマイズ

DecoderとLog Decoderのそれぞれで、データ プライバシー責任者と管理者の権限を分離する

には、Administratorsロールのクローンからdpo.manage権限を削除する必要があります。

 1. ［管理］の［サービス］ビューで、DecoderまたはLog Decoderを選択します。  ＞［表

示］＞［セキュリティ］をクリックします。

 2. ［サービス］の［セキュリティ］ビューで、［ロール］タブをクリックして［Administrators］を選択し、

をクリックします。

［ロール名の入力］ダイアログで、Non_DPO_Administratorsなどの新しいロール名を入力

し、［保存］をクリックします。

 3. 新しいロールを選択します。

ロール情報が表示され、編集できるようになります。

 4. dpo.manageの横にあるボックスをクリックしてチェックを解除し、［適用］をクリックします。

データ プライバシー構成を管理する権限が、新しいロールから削除されます。

 5. ［ユーザ］タブで、Administratorsロールを持つユーザをそれぞれ選択して、そのロールをク

ローンされたロールに変更します。
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 6. 修正されたAdministratorsロールを持つユーザが管理者としてログインできることを確認しま

す。

 7. 修正されたAdministratorsロールを持つユーザが［設定］タブでメタおよびコンテンツ制限の構

成を実行できないことを確認します。

Aggregationユーザ ロールを持つユーザ アカウントのサービスレベルへの追加

DecoderおよびLog DecoderがConcentratorまたはBrokerにデータを集計できるようにするには、

次の操作を行います。

 1. ［管理］の［サービス］ビューで、DecoderまたはLog Decoderを選択します。  ＞［表

示］＞［セキュリティ］をクリックします。

 2. ［ユーザ］タブで、Aggregationロールを持つユーザを追加し、［適用］をクリックします。

注：このユーザ ロールの適用の詳細については、「ホストおよびサービス スタート  ガイド」の

「Aggregationロール」トピックを参照してください。

NetWitnessサーバでのデータ プライバシー責任者およびアナリストのアカウントの追加

特権を持つデータ プライバシー責任者と一般的なアナリストを表す2つのユーザ アカウントを、

NetWitness Suiteにシステム レベルで作成する必要があります。デフォルトの信頼関係接続を

使用して構成されている環境では、コア サービス( Broker、Concentrator、Decoder) で新しい

ユーザ アカウントを作成する必要はありません。NetWitnessサーバでユーザを作成すれば、その

ユーザはそれらのサービスにログオンできます。

注：ロール名がサーバとサービスの両方に存在する必要があり、ロール名が同一である必要

があります。NetWitnessサーバ上で新しいカスタム ロールを作成する場合は、すべてのコア 
サービスにも必ずそのロールを追加します。

 1. データ プライバシー責任者用の新しいユーザ アカウントの作成：

 a. ［セキュリティ］ビューで、［ユーザ］タブを選択し、 をクリックします。

［ユーザの追加］ダイアログが表示されます。
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 b. 次の認証情報を使用して、新しいアカウントを作成します。

ユーザ名  = <新しいユーザのログオン名( 例：DPOadmin) >
メール = <新しいユーザのメール アドレス( 例：DPOadmin@rsa.com) >
パスワード  = <新しいユーザのログオン パスワード ( 例：RSAprivacy!@) >
名前  = <新しいユーザのフルネーム( 例：DPO Administrator) >

 c. ［ロールと属性］セクションで［ロール］タブに移動し、 をクリックし、新しいユーザに

Data_Privacy_Officersロールを選択します。

 d. ［保存］を選択します。

 2. アナリスト用の限定された権限を持つ新しいユーザ アカウントの作成：

 a. ［管理］＞［セキュリティ］ビューで、［ユーザ］タブをクリックします。［ユーザ］タブのツール

バーで、 をクリックします。

［ユーザの追加］ダイアログが表示されます。

 b. 次の認証情報を使用して、新しいアカウントを作成します。

詳細な手順 52



データ プライバシー管理ガイド

ユーザ名  = <新しいユーザのログオン名( 例：NonprivAnalyst) >
メール = <新しいユーザのメール アドレス( 例：NonprivAnalyst@rsa.com) >
パスワード  = <新しいユーザのログオン パスワード ( 例：RSAprivacy!@) >
名前  = <新しいユーザのフルネーム( 例：Nonprivileged Analyst) >

 c. ［ロールと属性］セクションで［ロール］タブに移動し、 をクリックし、新しいユーザに

Analystsロールを選択します。

 d. ［保存］を選択します。
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データ プライバシーに関する参考情報

次の参考資料は、データ プライバシーとデータ保持の管理に使用できます。NetWitness Suite 
11.0の各ドキュメントを見つけるには、バージョン11.0の「マスター目次」に移動します。

 l 「DecoderおよびLog Decoder構成ガイド」の「［データ プライバシー］タブ」トピックを参照してく

ださい。

 l 「Archiver構成ガイド」の「［データ保存］タブ：Archiver」トピックを参照してください。

 l 「ホストおよびサービス スタート  ガイド」の「［データ保存スケジューラ］タブ」トピックを参照して

ください。
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