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NetWitness Endpointとは？

RSA NetWitness Endpointは、ネットワーク内のエンドポイントの動作を継続的に監視し、実行プログラ
ムとプロセスの詳細を可視化して分析するためのEDR( エンドポイント検出 /対応) ツールです。RSA 
NetWitness Endpointにより、新型、未知、標的型の各種攻撃を検出し、調査が必要な不審なアク
ティビティを特定し、異常な動作を解明し、セキュリティ侵害の範囲を特定できます。これにより、アナリ
ストは高度な脅威に迅速に対応できるようになります。

本書について

このガイドでは、NetWitness Platform Endpointを構成し、Endpointの機能を使用するためのエンドツー
エンドの手順を説明します。

RSA Link上のRSA NetWitness Platform 11.3のドキュメント

NetWitness Platformの製品ドキュメントは、機能ラインに沿って編成されています。特定のガイドまたは
バージョンをお探しの場合は、「バージョン11.x マスター目次」を参照してください。

RSA NetWitness Platform 11.3のドキュメントは次のリンクからアクセスできます。同じドキュメントが2つの
形式で提供されます。

 l HTML形式のガイドは、現在サポート対象の11.xバージョンの最新情報を提供しま

す：RSA NetWitness Platform 11.x ドキュメント

 l PDF形式のガイドは、特定のバージョンの情報を提供します：RSA NetWitness Platform 11.3 PDFド
キュメント

ソフトウェアのバージョンに関係ないドキュメントは次のリンクからアクセスできます。

 l ハードウェア セットアップ ガイド：https://community.rsa.com/community/products/netwitness/hardware-
setup-guides

 l フィード、パーサ、アプリケーション ルール、レポートなどのRSAコンテンツに関するドキュメン

ト：https://community.rsa.com/community/products/netwitness/rsa-content

はじめに

次のタスクは、任意の順序で実行できます。

説明 参考情報
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https://community.rsa.com/docs/DOC-81328
https://community.rsa.com/community/products/netwitness/documentation/overview
https://community.rsa.com/community/products/netwitness/113/overview
https://community.rsa.com/community/products/netwitness/113/overview
https://community.rsa.com/community/products/netwitness/hardware-setup-guides
https://community.rsa.com/community/products/netwitness/hardware-setup-guides
https://community.rsa.com/community/products/netwitness/rsa-content
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説明 参考情報

製品の更新、改善、既知の問題に関する
情報を確認します。

リリース ノート

NetWitness Endpointについて理解します。 『Netwitness Platformスタート  ガイド』の「NetWitness 
Platformの概要」および「調査」

セットアップとインストール

新規インストール

次のタスクは、リストに記載された順序で実行する必要があります。

説明 参考情報

                     

Endpoint Log Hybridのライセンスを取得しま
す。

ライセンス管理ガイド

サポート対象のハードウェアを確認します。 『物理ホスト  インストール ガイド』の「サポート対象の
ハードウェア」

NetWitness Endpointのアーキテクチャを確認
します。エンドポイントの数、分布、場所に
基づいて導入を計画します。次のいずれか
を選択します。

 l 単一のEndpoint Server

 l 複数のEndpoint Server

『導入ガイド』の「NetWitness Endpointのアーキテク
チャ」

ファイアウォールでポートを構成します。 『導入ガイド』の「ネットワーク アーキテクチャとポート」

NetWitness Serverおよびその他のコンポーネ
ントをインストールします。

単一のEndpoint Serverを導入する場合は、
NetWitness Server、Endpoint Log Hybrid、
およびESAをインストールする必要がありま
す。

複数のEndpoint Serverの場合は、前述のコ
ンポーネントに加えて、追加のEndpoint Log 
Hybrid、NetWitness Broker( Endpoint 
Brokerを含む) をインストールする必要があり
ます。

物理ホストのセットアップ手順：『物理ホスト  インストー
ル ガイド』

仮想ホストのセットアップ手順：『仮想ホスト  インストー
ル ガイド』
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https://community.rsa.com/docs/DOC-101686
https://community.rsa.com/docs/DOC-81176
https://community.rsa.com/docs/DOC-101885
https://community.rsa.com/docs/DOC-101677
https://community.rsa.com/docs/DOC-83077
https://community.rsa.com/docs/DOC-83077
https://community.rsa.com/docs/DOC-101677
https://community.rsa.com/docs/DOC-101677
https://community.rsa.com/docs/DOC-101737
https://community.rsa.com/docs/DOC-101737
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説明 参考情報

Endpoint Log Hybridをインストールします。 『物理ホスト  インストール ガイド』の「RSA Netwitness 
Endpoint」

インストールされたサービスを確認します。 ホストおよびサービス スタート  ガイド

注：デフォルトのポリシーを確認し、必要に
応じて変更します。

ホストにEndpointエージェントをインストールし
ます。

『Endpoint構成ガイド』の「エンドポイント  ソース」トピッ
ク

NetWitness Endpointエージェント  インストール ガイド

アップグレード

次のタスクは、リストに記載された順序で実行する必要があります。

説明 参考情報

     

10.6.5から11.3へのアップグレード

NetWitness Platform 11.3へのアップグレード
後に、Endpoint Log Hybridとその他の
Endpointコンポーネントをインストールします。

物理ホストのアップグレードに関する手順：『物理ホス
ト  アップグレード  ガイド』

仮想ホストのアップグレードに関する手順：『仮想ホス
ト  アップグレードガイド』

11.xから11.3への更新  
Endpoint Serverとエージェントを更新します。

更新ガイド

Endpointエージェントを11.1.xまたは11.2.xから
11.3に更新します。

『Endpointエージェント  インストール ガイド』の「エージェ
ントのアップグレード」

NetWitness Endpoint 4.4.0.xをNetWitness 
Platformに移行します。

『NetWitness Endpoint 4.4.0.xからRSA NetWitness 
Platform 11.3への移行ガイド』                     

構成

次のタスクは、任意の順序で実行できます。

説明 参考情報
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https://community.rsa.com/docs/DOC-101677
https://community.rsa.com/docs/DOC-80976
https://community.rsa.com/docs/DOC-86704
https://community.rsa.com/docs/DOC-101852
https://community.rsa.com/docs/DOC-101664
https://community.rsa.com/docs/DOC-101664
https://community.rsa.com/docs/DOC-101805
https://community.rsa.com/docs/DOC-101805
https://community.rsa.com/docs/DOC-101874
https://community.rsa.com/docs/DOC-101852
https://community.rsa.com/docs/DOC-101803
https://community.rsa.com/docs/DOC-101803
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説明 参考情報

NetWitness Endpointと構成に必要なタスクの
概要を理解します。

『Endpoint構成ガイド』の「Netwitness Endpointの概
要」と「Endpoint Serverの構成」

エージェントのグループとポリシーを確認しま
す。

『Endpoint構成ガイド』の「エンドポイント  ソース」ト
ピック

RSA Liveアカウントをセットアップし、Endpoint
用のESAコンテンツとアプリケーション ルールが
使用可能であることを確認します。

注：RSA Liveのファイル レピュテーション 
サービスは、自動的に有効になります。

Liveサービス管理ガイド

RBAC( ロール ベースのアクセス制御) を構成
します。

『システム セキュリティとユーザ管理ガイド  』の「ロール
の権限」

データ保存ポリシーを構成します。 『Endpoint構成ガイド』「データ保存の構成」

非アクティブなエージェントを管理します。 『Endpoint構成ガイド』の「非アクティブなエージェント
の管理」

調査

次のタスクは、任意の順序で実行できます。

説明 参考情報

       

調査の仕組みを理解します。 『NetWitness Investigateユーザ ガイド』の「NetWitness 
Investigateの仕組み」

［調査］ビューを構成します。 『NetWitness Investigateユーザ ガイド』の「NetWitness
の［調査］ビューと 環境設定  
の構成」

さまざまな［調査］ビューで調査を開始しま
す。

『NetWitness Investigateユーザ ガイド』の 
「調査の開始」

ファイルおよびホストの調査に関するベスト  
プラクティスを確認し、［調査］ビューをセット
アップします。

『Netwitness Endpointユーザ ガイド』の「ファイルの調
査」および「ホストの調査」の「ベスト  プラクティス」セク
ション

ファイルを調査します。 『Netwitness Endpointユーザ ガイド』の「ファイルの調
査」

ホストを調査します。 『Netwitness Endpointユーザ ガイド』の「ホストの調査」

NetWitness Endpointとは？ 6

https://community.rsa.com/docs/DOC-86704
https://community.rsa.com/docs/DOC-86704
https://community.rsa.com/docs/DOC-86064
https://community.rsa.com/docs/DOC-96537
https://community.rsa.com/docs/DOC-86704
https://community.rsa.com/docs/DOC-86704
https://community.rsa.com/docs/DOC-81078
https://community.rsa.com/docs/DOC-81078
https://community.rsa.com/docs/DOC-81078
https://community.rsa.com/docs/DOC-101822
https://community.rsa.com/docs/DOC-101822
https://community.rsa.com/docs/DOC-101822
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説明 参考情報

プロセスを調査します。 『Netwitness Endpointユーザ ガイド』の「ホストの調査」

ダウンロードしたファイルを分析します。 『Netwitness Endpointユーザ ガイド』の「ダウンロードさ
れたファイルの分析」

ファイルのステータスを変更して修正します。 『Netwitness Endpointユーザ ガイド』の「ファイル ステー
タスの変更または改善」

イベントを分析します。 『Netwitness Endpointユーザ ガイド』の「イベントの分
析」

『NetWitness Investigateユーザ ガイド』の「［イベント分
析］ビューでのRAWデータとメタデータの分析」、「［ナビ
ゲート］ビューでのメタデータの調査」、「［イベント］
ビューでのRAWイベントの分析」

対応およびレポート

次のタスクは、任意の順序で実行できます。

説明 参考情報

       

Endpointインシデントに対応します。 『NetWitness Respondユーザ ガイド』                     

Endpointデータに関連するレポートを表示し
ます。

『レポート  ユーザ ガイド』                     

メンテナンス

次のタスクは、任意の順序で実行できます。

説明 参考情報

                    

稼働状態を監視します。 『システム メンテナンス ガイド』                     

レガシーNetWitness Endpointの統合

次のタスクは、任意の順序で実行できます。
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https://community.rsa.com/docs/DOC-101822
https://community.rsa.com/docs/DOC-101822
https://community.rsa.com/docs/DOC-101822
https://community.rsa.com/docs/DOC-101822
https://community.rsa.com/docs/DOC-81078
https://community.rsa.com/docs/DOC-80708
https://community.rsa.com/docs/DOC-80662
https://community.rsa.com/docs/DOC-80489
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説明 参考情報

                 

NetWitness Endpoint 4.4.xメタデータを
NetWitness Platformで構成します。

『Endpoint構成ガイド』の「Netwitness Endpoint 
4.4.0.2以降とNetwitness Platformの統合」トピック

NetWitness Endpoint 4.4.xとNetWitness 
Platformの運用の統合を構成します。

『RSA NetWitness Endpoint統合ガイド』                         
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https://community.rsa.com/docs/DOC-86704
https://community.rsa.com/docs/DOC-85003
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