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概要

RSA NetWitness UEBA( User and Entity Behavior Analytics) は、ネットワーク環境のすべてのユーザと
エンティティから危険な行動を検知し、調査、監視するための高度な分析ソリューションです。
NetWitness UEBAは次の機能を提供します。

 l 悪意のあるユーザや不正ユーザの検知  

 l リスクの高い行動の特定

 l 攻撃の発見

 l 新しいセキュリティ脅威の調査  

注：標準でサポートされているのはWindowsのログのみです。さらにログ ソースを追加して、既存のモ
デルにデータを入力することができます。詳細については、「サポートされているログ ソース」を参照し
てください。

NetWitness UEBAは、NetWitness Platform Logsの既存のデータを活用し、組織のSOC管理者やアナ
リストにサイバー脅威を低減するための洞察や調査機能を提供します。  
このガイドは、アナリストやSOC管理者向けに設計されており、すべてのNetWitness UEBA機能を使用
するための情報や手順を提供します。主要な調査方法、主なシステム機能、一般的なユース ケー
ス、推奨されるワークフローの詳細な手順について説明します。  

NetWitness UEBAの仕組み 
NetWitness UEBAは、ログ データの分析によって異常を検知し、そこから行動の結果を導き出しま
す。  次の図に示すように、このプロセスには5つの基本的な手順があります。

次の表は、各手順の簡単な説明です。

ステップ 説明 詳細情報

1. ログ データの取得  NetWitness UEBAは、NetWitness Platform
データベース( NWDB) からログ データを取得
し、そのデータを使用して分析結果を作成し
ます。

「ログ データの取得」を参
照

2. ベースラインの作成 ベースラインは、通常のユーザの行動を詳細
に分析した結果から生成され、ユーザの従来
の行動との比較を行うための基準として使用
されます。

「ベースラインの作成  」を
参照
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ステップ 説明 詳細情報

3. 異常の検知 異常とは、ユーザの通常のベースライン行動
からの逸脱を意味します。NetWitness UEBA
は統計分析を実行して、新しいアクティビティ
をベースラインと比較します。予期されるベー
スライン値から逸脱しているユーザのアクティビ
ティには、逸脱の重大度を反映したスコアが
付けられます。

「異常の検知」を参照

4. アラートの生成 ステップ3で見つかったすべての異常は、時間
毎のバッチにグループ化されます。各バッチに
は、インジケータの構成の特異性に基づいて
スコアが付けられます。インジケータの構成
が、そのユーザの過去の毎時バッチの構成と
比較して特異な場合は、現在のバッチがア
ラートに変換される可能性があります。

「アラートの生成」を参照

5. 高リスク行動のユー
ザに対する優先度の
設定

NetWitness UEBAは、シンプルなスコア加算
により、各ユーザの潜在的なリスクを設定しま
す。各アラートには、重大度が割り当てられて
おり、重大度ごとにユーザのスコアに加算すべ
きポイント数が定義されています。高スコアの
ユーザには、複数のアラートが関連付けられて
いるか、重大度の高いアラートが関連付けら
れています。

「高リスク行動のユーザに
対する優先度の設定」を
参照

ログ データの取得

NetWitness UEBAサーバは、BrokerまたはConcentratorサービスに接続して、ログ データを取得します。
Broker専用サーバを導入していない場合は、NetWitness Platform Adminサーバ上のBrokerサービスを
使用できます。NetWitness UEBAのインストール時に、管理者はBrokerサービスのIPアドレスを指定し
ます。

詳細については、NetWitness Platform 11.2 物理ホスト  インストール ガイドにある「( オプション) タスク 2 - 
NetWitness UEBAのインストール」のトピックを参照してください。

ベースラインの作成  
NetWitness UEBAは、機械学習によって、ログ データのストリームに含まれているユーザのアクションを
様々な側面から分析し、各ユーザの標準的行動について多角的なベースラインを徐々に構築しま
す。たとえば、ベースラインには、ユーザが通常ログオンする時間に関する情報が含まれる場合がありま
す。

また、ネットワーク全体で見られる一般的なアクティビティを記述するために、グローバル レベルでの行動
ベースラインも作成されます。あるユーザの作業時間が異常であっても、組織全体にとっては異常では
ない場合は、誤検知削減アルゴリズムによりアラート  スコアへの影響度は減少します。

モデルは頻繁に更新され、時間の経過とともに絶えず改善されていきます。
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注：NetWitness UEBAは、ネットワーク内のすべてのユーザに適切なベースラインを作成するために、
28日間の履歴ログ データを必要とします。ただし、RSAでは、ベースラインの作成開始日を
NetWitness UEBAの導入の2ヶ月前<today-60days>に設定することを推奨します。最初の28日間
はモデルのトレーニングに使用され、スコアは計算されません。残りの32日間で、モデルの改善と更新
が行われ、初期値のスコアも計算されます。

注：バージョン11.2では、複数ドメイン環境のサポートは制限されています。異なるドメインに登録さ
れている個別のユーザ名の値は、正規化され、1つのモデル化エンティティに一体化されます。その結
果、異なるドメインに同じユーザ名を持つ別々のユーザが存在する場合、1つの正規化されたエン
ティティとして不正に処理されます。

異常の検知

環境内のすべてのユーザの行動ベースラインを確立した後、受信する各イベントはベースラインと比較
され、新しい行動が異常かどうか、特にベースラインから大幅に逸脱していないかを判断するスコアが
計算されます。たとえば、ユーザの通常の勤務時間が9:00 AM～5:00 PMの場合、6:00 PMまたは7:00 
PMに発生した新しいアクティビティは大きな逸脱ではなく、おそらく異常を示すスコアにはなりません。た
だし、深夜に発生した認証は大幅な逸脱であり、異常を示すスコアが割り当てられます。

異常が検知された場合は、侵害インジケータ( UIではインジケータとして表示) に変換されます。
NetWitness UEBAでは、不審なユーザ ログオン、ブルートフォース パスワード攻撃、異常なユーザ変
更、異常なファイル アクセスなど、検証された異常なアクティビティを定義するためにインジケータを使
用します。インジケータは、1つのイベントで見つかった異常を表す場合と、バッチ処理に含まれる複数
のイベントから見つかった異常を表す場合があります。

アラートの生成

検知されたすべての異常は、ユーザ名および毎時間のバッチにグループ化されます。各バッチには、イン
ジケータの構成の特異性に基づいてスコアが付けられます。構成がユーザの履歴と比較して特異な場
合は、このバッチはアラートに変換され、異常はインジケータに変換される可能性があります。異常のス
コアが高いバッチは、アラートになり、そのアラートには検証された侵害インジケータが含まれます。

たとえば、1つの異常なアクティビティは、それが大企業の環境で1日に何百回発生したとしても、アカウ
ントの侵害を反映するとは限りません。ですが、1つの異常な行動が、種類の異なる多くの異常な行
動と同時に発生している場合は、アカウントの侵害を示している可能性があります。次の3つの行動が
同時に発生している場合は、さらに分析が必要となる可能性があります。

 l 異常なコンピュータからの認証

 l 短期間に複数の認証試行

 l このユーザにより会社のファイル共有から複数のファイルが削除

注：ベースラインが確立されるまでアラートが生成されないため、NetWitness UEBAユーザ インフェー
スには、最初は何も表示されない可能性があります。NetWitness UEBAを有効化したときに履歴監
査データが存在しない場合、システムは導入された時点からベースラインの生成を開始し、新しいア
ラートの生成が開始されるまで、28日間待つ必要があります。NetWitness UEBAを有効化したとき
に履歴監査データが存在する場合、履歴データの処理が終了するとアラートが表示されます( 通常
は2～4日以内) 。
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高リスク行動のユーザに対する優先度の設定

ユーザ スコアは、インシデントの優先度を判断する主要なツールです。ユーザ スコアは、ユーザのアラー
トを単純に加算して計算されます。アラートとアナリストのフィードバックのみが、ユーザ スコアの計算の
要因となります。スコアへの影響は、アラートの重大度レベルによって決まります。  
ユーザとアラートのスコアには、同じ色が使用されます。

重大度 色 スコア

クリティカル 赤 +20

高 オレンジ +15

中 黄 +10

低 緑 +1

概要 8
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サポートされているログ ソース

NetWitness UEBAは、次のWindowsログ ソースを標準でサポートしています。  

 l Windows Active Directory

 l Windowsログオンおよび認証アクティビティ

 l Windowsファイル サーバ

推奨されるワークフロー

NetWitness UEBAを最も効果的に使用するには、検知ワークフローとフォレンジック ワークフローという2
つのワークフローに従います。

検知ワークフロー

検知ワークフローでは、環境の正常性の概要を把握し、［OVERVIEW］タブに表示される上位の高リ
スク ユーザとアラートを調査することに重点を置きます。

次のフローチャートは、環境内の不審な行動の検知を開始する手順を示しています。

次の表は、ワークフローの各手順について説明しています。

ステップ 説明 手順

上位5人のユーザまた
は上位10件のアラート
を表示する

［OVERVIEW］タブで、最も高リスクな行動を取っている
ユーザと、最もクリティカルなアラートを確認します。

高リスク ユーザの
調査と上位ア
ラートの調査

ユーザとアラートの詳
細を調査する

リスクのあるユーザの行動とクリティカルなアラートに関す
る詳細情報を掘り下げて、これらのアクションの原因と
解決方法を判断します。

高リスク ユーザの
調査とインジケー
タの調査

調査の結果を判断す
る

前の手順でユーザ インタフェースに表示されたサマリ情
報を分析し、見つかった問題を解決するために重点を
置く領域を特定します。

高リスク ユーザの
特定とインジケー
タの調査

見つかった問題を解
決するためのアクション
を実行

対処する特定のユーザの行動やイベントを絞り込み、こ
の調査結果を、将来の調査の改善に役立てます。

高リスク ユーザに
対するアクション
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フォレンジック ワークフロー

環境内の標準的なユーザの行動と異常について理解した後は、フォレンジック ワークフローが推奨され
ます。このワークフローでは、ユーザの行動に基づく特定のフォレンジック情報、または不審なイベントが
発生した特定の期間に焦点を当てる場合に役立ちます。

フォレンジック情報を使用すると、アナリストは、次のような質問によって、攻撃者が試行する可能性の
あるアクションや行動を判断できます。

 l すべての侵入に共通する基本的な技術や行動は何か？

 l これらの技術はどのような証拠を残しているか？

 l 攻撃者は何をしているか？

 l 自社のアカウントとエンティティの通常の行動はどのようなものか？

 l 自社の機密性の高いマシンと、それらの設置場所はどこか？

次のフローチャートは、特定のユーザの行動に基づくフォレンジック情報、または不審なイベントが発生
した特定の期間を調査する方法を示しています。

次の表は、ワークフローの各手順について説明しています。

ステップ 説明 手順

自社環境の予期
される行動と異常
を把握する

正常な行動、予期される異常、予期されない異常のベース
ラインを確立し、自社環境にとって重大な異常に焦点を当
てることができるようにします。

ログ データの取
得、異常の検
知、アラートの
生成

特定の行動につい
て上位スコアを持
つユーザを調査す
る

特定の行動について高いスコアを持つユーザを選択し、詳
細情報を収集します。

高リスク ユーザ
の調査とインジ
ケータの調査

特定の期間に発
生するアラートを
調査する

関心のある期間を決定し、［ALERTS］タブでその期間を選
択して、期間中に発生したアラートに関する詳細情報を表
示します。

インジケータの
調査
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ステップ 説明 手順

調査の結果を判
断する

予期されるユーザの行動に関する知識に基づいて、指定し
た期間中に表示されているインジケータに注目し、検知され
た異常を解決する必要があるかどうかを判断します。

インジケータの
調査と高リスク 
ユーザの特定

見つかった問題を
解決するためのア
クションを実行

対処する特定のユーザの行動やイベントを絞り込み、この調
査結果を、将来の調査の改善に役立てます。

高リスク ユーザ
に対するアクショ
ン
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NetWitness UEBAへのアクセス

注：NetWitness UEBAサービスと［Users］タブにアクセスするには、UEBA_Analystロールまたは
Administratorsロールのいずれかが割り当てられている必要があります。これらのロールの割り当て方
法については、『システム セキュリティとユーザ管理ガイド』の「ロール ベースのアクセス制御の仕組み」
のトピックを参照してください。また、適切なNetWitness UEBAライセンスを構成する必要がありま
す。NetWitness UEBAのライセンスについては、『ライセンス管理ガイド』の「UEBAのライセンス」のト
ピックを参照してください。

NetWitness UEBAにアクセスするには、NetWitness Platformにログインし、［調査］＞［Users］に移動し
ます。［Users］ビューが表示されます。このビューには、すべてのNetWitness UEBA機能が含まれます。

概要 12
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NetWitness UEBAインジケータ

次の表では、潜在的に悪意のあるアクティビティが検知された場合に表示するインジケータを示しま
す。

Windowsファイル サーバ

インジケータ アラート  タイプ 説明

Abnormal File Access Time Non-Standard 
Hours 

ユーザが異常な時間にファイルにアクセスしま
した。

Abnormal File Access 
Permission Change 

Mass Permission 
Changes 

ユーザが複数の共有アクセス許可を変更しま
した。

Abnormal File Access Event Abnormal File 
Access

ユーザが異常なファイルにアクセスを実行しま
した。

Multiple File Access 
Permission Changes

Mass Permission 
Changes 

ユーザが複数のファイル共有のアクセス許可
を変更しました。

Multiple File Access Events Snooping User ユーザが複数のファイル共有のアクセス許可
を変更しました。

Multiple Failed File Access 
Events 

Snooping User ユーザがファイルのアクセスに複数回失敗しま
した。

Multiple File Open Events Snooping User ユーザが複数のファイルを開きました。

Multiple Folder Open Events Snooping User ユーザが複数のフォルダを開きました。

Multiple File Delete Events Abnormal File 
Access 

ユーザが複数のファイルを削除しました。

Active Directory

インジケータ アラート  タイプ 説明

Abnormal Active Directory 
Change Time 

Non-Standard 
Hours 

ユーザが、異常な時間にActive Directoryを変更
しました。  

Abnormal Active Directory 
Change 

Abnormal AD 
Changes 

Active Directory属性に対して異常な変更が行
われました。  

Multiple Group Membership 
Changes 

Mass Changes to 
Groups 

ユーザがグループに対する複数の変更に成功し
ました。  

Multiple Account 
Management Changes 

Abnormal AD 
Changes 

ユーザがActive Directoryに対する複数の変更に
成功しました。  
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インジケータ アラート  タイプ 説明

Multiple User Account 
Management Changes 

Abnormal AD 
Changes 

ユーザがActive Directoryに対する複数の機密
性の高い変更に成功しました。  

Multiple Failed Account 
Management Changes 

Abnormal AD 
Changes 

ユーザが複数のActive Directoryの変更に失敗し
ました。  

Admin Password Changed Admin Password 
Change 

管理者のパスワードが変更されました。

User Account Enabled Sensitive User 
Status Changes  

ユーザのアカウントが有効化されました。  

User Account Disabled Sensitive User 
Status Changes 

ユーザのアカウントが無効化にされました。

User Account Unlocked Sensitive User 
Status Changes 

ユーザのアカウントがロック解除されました。  

User Account Type Changed
 

Sensitive User 
Status Changes 

ユーザのタイプが変更されました。  

User Account Locked Sensitive User 
Status Changes 

ユーザのアカウントがロックされました。

User Password Changed Sensitive User 
Status Changes 

ユーザのパスワードが変更されました。  

ログオン アクティビティ

インジケータ アラート  タイプ 説明

Abnormal Logon Time Non-Standard Hours ユーザが異常な時間にログオンしました。  

Abnormal Computer User Login to Abnormal 
Host 

ユーザが異常なコンピュータにアクセスしよう
としました。

Multiple Successful 
Authentications 

Multiple Logons by User ユーザが複数回ログオンしました。  

Multiple Failed 
Authentications 

Multiple Failed Logons ユーザが複数の認証試行に失敗しました。
 

Logged onto Multiple 
Computers 

User Logged into 
Multiple Hosts 

ユーザが複数のコンピュータからログオンしよ
うとしました。
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NetWitness UEBAでのWindowsログのユースケース 
NetWitness UEBAは、インサイダー脅威から企業を守るために高度な検知機能を提供することに焦
点を当てています。こうした脅威は、ネットワークの信頼されたユーザが危殆化したり、悪意のある外部
の攻撃者が高度なアカウント乗っ取り技術によって資格情報を取得し、それらが悪用されることにより
発生します。

ID窃盗は、一般的に資格情報の窃盗から始まり、その資格情報を使用してリソースへの不正アクセ
スを実行し、最終的にネットワーク全体の制御を獲得します。また、攻撃者は危殆化した非管理者
ユーザを利用して、そのユーザが管理権限を持つリソースにアクセスし、そのユーザの特権を昇格させま
す。  
盗まれた資格情報を使用する攻撃者は、リソースへのアクセス中に不審なネットワーク イベントをトリ
ガーする可能性があります。不正な資格情報の使用を検知することは可能ですが、そのためには大
量の正当なイベントの中から攻撃者のアクティビティを見分ける必要があります。NetWitness UEBA
は、潜在的に悪意のあるアクティビティを、通常とは異なるものの、リスクのないユーザ アクションから分
離するのを助けます。  
次のユースケースは、特定のリスク タイプと、その検知に使用されるシステム機能を定義したものです。
ユースケースのアラート  タイプと説明を確認し、それぞれに関連づけられる高リスク行動について基本的
な理解を得ることができます。NetWitness UEBAを使用すると、アラートからユーザの高リスク アクティビ
ティの可能性を示すインジケータへとドリルダウンして、詳細を知ることができます。   NetWitness UEBA
がサポートするインジケータの詳細については、「NetWitness UEBAインジケータ」を参照してください。

アラート  タイプ 説明

Mass Changes to Groups( グ
ループに対する大量変更)

グループに異常な数の変更が加えられました。どの要素が変更さ
れたかを調査し、変更が正当であるか、あるいは高リスク行動や悪
意のある行動の結果であるかを判断します。このアクティビティには
通常、Multiple Group Membership Changesインジケータが関連
づけられます。

Elevated Privileges Granted( 権
限昇格の承認)

ユーザの権限の昇格が承認されました。攻撃者は、一般ユーザの
アカウントを使用し、そのユーザ アカウントの権限を昇格して、ネッ
トワークを悪用することがよくあります。権限の昇格が承認された
ユーザを調査し、その変更が正当であるか、あるいは高リスク行動
や悪意のある行動の結果であるかを判断します。このアクティビティ
には通常、Nested Member Added to Critical Enterprise Group
インジケータおよびMember Added to Critical Enterprise Group
インジケータが関連づけられます。

Multiple Failed Logons( 複数の
ログオン失敗)

従来のパスワード  クラッキングでは、攻撃者は初期アクセスを得る
ために、推測または他のローテク技術を導入してパスワードを取得
しようとします。攻撃者は、明示的に認証を試行するため、検知さ
れたりロックアウトされるリスクがありますが、被害者のパスワード履
歴について事前の知識があれば、認証に成功する可能性がありま
す。このアカウントにアクセスを試行しているのがアカウントの所有者
でないことを示す、その他の異常のインジケータを探します。このア
クティビティには通常、Multiple Failed Authenticationsインジケータ
が関連づけられます。
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アラート  タイプ 説明

User Logins to Multiple AD 
Sites( 複数のADサイトへの
ユーザ ログイン)

ドメイン コントローラには、ドメイン上のすべてのアカウントのパス
ワード  ハッシュが格納されるため、攻撃者にとって価値の高いター
ゲットになります。更新およびセキュリティ保護が厳格に実行されて
いないドメイン コントローラは、攻撃や侵害を受けやすく、ドメイン
全体の脆弱性を放置することになります。ユーザが複数のドメイン
の権限を持つ場合、親ドメインが侵害されたことを示している可能
性があります。複数のサイト間のユーザ アクセスが正当なものであ
るか、あるいは潜在的な侵害を示しているかを判断します。このア
クティビティには通常、Logged into Multiple Domainsインジケータ
が関連づけられます。

User Login to Abnormal Host
( 異常なホストへのユーザ ログ
イン)

攻撃者は、多くの場合、リモート  アクセスの使用などの他の機密
性の高いアクティビティを実行するために、資格情報を再取得する
必要があります。アクセス チェーンを逆方向にたどると、高リスク ア
クティビティに関与した可能性のある他のコンピュータの検知につな
がる可能性があります。攻撃者のプレゼンスが1つの侵害されたホス
トまたは多数の侵害されたホストに限定されている場合、そのアク
ティビティには、Abnormal Computerインジケータが関連づけられま
す。

Data Exfiltration( データ窃取) データ窃取とは、コンピュータまたはサーバからデータを不正にコ
ピー、転送、または検索することです。データ窃取は、インターネッ
トまたは他のネットワーク上のサイバー犯罪者によって、様々な技
術を介して実行される悪意のあるアクティビティです。このアクティビ
ティには、Excessive Number of File Rename Events、Excessive 
Number of Files Moved from File System、およびExcessive 
Number of Files Moved to File Systemのインジケータが関連づけ
られる可能性があります。

Mass File Rename( 大量のファ
イル名変更)

ランサムウェアとは、デスクトップおよびシステム ファイルを暗号化して
アクセス不能にするマルウェアのことです。一部のランサムウェア( たと
えば、「Locky」) は、感染初期にファイルの暗号化および名前変更
を行います。この大量のファイル名の変更により、ファイル システム
がランサムウェアに感染しているかどうかを判断します。このアクティ
ビティには、Multiple File Rename Eventsインジケータが関連づけ
られます。

Snooping User( ユーザ　スヌーピ
ング)

スヌーピングは、他のユーザまたは会社のデータへの不正アクセスで
す。スヌーピングは、他人のコンピュータ画面の電子メールをのぞき
見したり、他人のキーボード入力を観察するなど、簡単な行為も
含まれます。より高度なスヌーピングでは、ソフトウェア プログラムを
使用して、コンピュータまたはネットワーク デバイス上のアクティビティ
をリモートで監視します。このアクティビティには、Multiple File 
Access Events、Multiple Failed File Access Events、Multiple 
File Open Events、およびMultiple Folder Open Eventsなどのイン
ジケータが関連づけられる可能性があります。
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アラート  タイプ 説明

Multiple Logons by User( ユー
ザによる複数ログオン)

すべての認証アクティビティは、悪意があるかどうかに関係なく、通
常のログオンとして記録されます。したがって、管理者は予期しな
い承認済みアクティビティを監視する必要があります。鍵となるの
は、攻撃者が盗まれた資格情報を不正アクセスに使用している点
であり、そうした不正アクセスが検知のチャンスになる可能性があり
ます。アカウントが通常と異なるアクティビティ( たとえば、通常とは
異なる回数の認証) に使用されている場合、アカウントが侵害され
ている可能性があります。このアクティビティには、Multiple 
Successful Authenticationsインジケータが関連づけられます。

User Logged into Multiple 
Hosts( ユーザによる複数ホスト
への ログイン)

攻撃者は通常、資格情報を定期的に再取得する必要がありま
す。これは、パスワードの変更やリセットにより、盗まれた資格情報
のキーチェーンが時間の経過とともに自然に劣化するためです。し
たがって、攻撃者はバックドアをインストールし、環境内の多くのコン
ピュータの資格情報を維持することによって、侵害された組織に対
する足場を維持します。このアクティビティには、Logged onto 
Multiple Computersインジケータが関連づけられます。

Admin Password Change( 管理
者パスワードの変更)

共有された長期間有効なシークレット ( たとえば、特権アカウントの
パスワードなど) は、プリント  サーバからドメイン コントローラに至るあ
らゆるリソースにアクセスするために頻繁に使用されます。これらのア
カウントを利用しようとする攻撃者を阻止するには、管理者による
パスワードの変更に細心の注意を払い、信頼されたメンバーによっ
て変更されたこと、またそれに関連して他の異常な行動が発生し
ていないことを確認します。このアクティビティには、Admin 
Password Changeインジケータが関連づけられます。

Mass Permission Changes( 大
量の権限変更)

資格情報の窃盗手法( たとえば、Pass-the-Hash) には、対話的な
2段階のプロセスを使用するものがあります。まず攻撃者は、揮発
性メモリーとファイル システムの特権領域に対して、昇格された読
み取り/書き込みアクセスの権限を取得します。この領域は、通
常、少なくとも1台のコンピュータ上のシステム レベル プロセスからの
みアクセス可能です。次に、攻撃者はネットワーク上の他のコン
ピュータへとアクセスの範囲を広げようとします。ファイル システムで
異常な権限変更が行われていないかを調べ、攻撃者によって侵
害されていないことを確認します。このアクティビティには、Multiple 
File Access Permission Changes、Multiple Failed File Access 
Permission Changes、およびAbnormal File Access Permission 
Changeなどのインジケータが関連づけられる可能性があります。
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アラート  タイプ 説明

Abnormal AD Changes( 異常
なAD変更)

攻撃者がActive Directoryドメインまたはドメイン コントローラへの
高度な特権アクセスを取得した場合、それを利用して、フォレスト
全体にアクセスし、制御、または破壊することができます。単一のド
メイン コントローラが侵害され、攻撃者がADデータベースを変更し
た場合、その変更はドメイン内の他のすべてのドメイン コントローラ
にレプリケーションされ、変更されたパーティションによってはフォレス
トにもレプリケーションされます。ADの管理者および非管理者に
よって行われた異常な変更を調査して、ドメインに対する真の侵
害の可能性を示しているかどうかを判断します。このアクティビティに
は、Abnormal Active Directory Change、Multiple Account 
Management Changes、Multiple User Account Management 
Changes、およびMultiple Failed Account Management Changes
のインジケータが関連づけられる可能性があります。

Sensitive User Status Changes
( 機密ユーザのステータス変
更)

ドメイン管理者やエンタープライズ管理者のアカウントは、悪意のあ
る無しに関係なく、ドメイン内のすべてのリソースを制御する権限を
デフォルトで備えています。こうした権限には、アカウントの作成や
変更を始め、データの読み取り、書き込み、または削除、そしてア
プリケーションのインストールや変更、さらにはオペレーティング システ
ムを消去する権限も含まれます。これらのアクティビティの一部は、
アカウントの自然なライフサイクルの一部としてトリガーされます。セ
キュリティ上重要なユーザ アカウントに対する変更を調査し、侵害
されているかどうかを確認します。このアクティビティには、User 
Account Enabled、User Account Disabled、User Account 
Unlocked、User Account Type Changed、User Account 
Locked、User Password Never Expires Option Changed、User 
Password Changed by Non-Owner、User Password Changeのイ
ンジケータが関連づけられる可能性があります。

Abnormal File Access( 異常な
ファイル アクセス)

機密ファイルへの不適切なアクセスや機密データの盗難を防ぐため
に、異常なファイル アクセスを監視します。ファイルの表示、変更、
削除を選択的に監視することによって、攻撃によるものか、変更管
理エラーによるものかに関係なく、機密ファイルに対する不正な変
更の可能性を検知することができます。このアクティビティには、
Abnormal File Access Event、およびMultiple File Delete Events
のインジケータが関連づけられる可能性があります。

Non-Standard Hours( 基準外の
時間)

すべての認証アクティビティは、悪意があるかどうかに関係なく、通
常のログオンとして記録されます。したがって、管理者は予期しな
い承認済みアクティビティを監視する必要があります。鍵となるの
は、攻撃者が盗まれた資格情報を不正アクセスに使用している点
であり、そうした不正アクセスが検知のチャンスになる可能性があり
ます。通常とは異なる回数の認証など、アカウントが異常なアク
ティビティに使用されている場合、アカウントが侵害された可能性が
あります。異常な時間のアクティビティから、アカウントが外部アク
ターによって乗っ取られたかどうかを判断します。このアクティビティに
は、Abnormal File Access Time、Abnormal Active Directory 
Change Time、Abnormal Logon Timeのインジケータが関連づけら
れる可能性があります。
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高リスク ユーザの調査

ユーザ スコアは、アラートのスコアとアラートの重大度に基づいて計算されます。ユーザ スコアを使用す
ると、最優先で注意が必要なユーザを特定し、さらに詳細な調査を行い、必要なアクションを実行で
きます。高リスク ユーザは、［OVERVIEW］タブまたは［USERS］タブのいずれかで確認できます。

次の図は、［OVERVIEW］タブに表示された上位5人の高リスク ユーザの例を示しています。

次の図は、［USERS］タブに表示された環境内のすべての高リスク ユーザの例を示しています。

次の手順は、環境内の高リスク ユーザを調査する手順の概要です。
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 1. 高リスク ユーザを特定します。高リスク ユーザは、次の方法で確認できます。

 l ［OVERVIEW］タブには、環境内の上位5人の高リスク ユーザが表示されます。リストから、重

大度の高いユーザまたはユーザ スコアが100を超えるユーザを特定します。

 l ［USERS］タブには、環境内のすべての高リスク ユーザが、リスク スコア順に表示されます。リスク

がクリティカル、高、中に設定されているユーザ数を確認するか、フォレンジック調査に基づき、悪

意のあるユーザの行動を特定し、行動フィルタを使用してユースケース指向のターゲット  ユーザ リ
ストを作成します。さらに、さまざまな種類のフィルタ( リスク、管理者、ウォッチリスト ) を使用し

て、高リスク ユーザのグループを絞り込むことができます。

注：調査では、主に重大度がクリティカル、高、中のユーザに焦点を当てるようにします。通常、
低スコアのユーザに多くの時間をかけて調査する必要はありません。

高リスク ユーザに関連付けられているアラート数にカーソルを合わせると、どのようなアラートなのかを
すばやく確認し、調査の必要があるかどうかを判断できます。

注：アラート数が多ければ、最高スコアになるとは限りません。アラートの中には、全体的なユーザ 
スコアには少ししか影響しないものがあります。ただし、アラート数が多いほど、高スコアの原因と
なったアクティビティのタイムラインをより明確に把握できます。

詳細については、「高リスク ユーザの特定」のトピックを参照してください。

 2. ［User Profile］ビューで、ユーザのアラートとインジケータを調べます。

 a. ユーザに関連付けられているアラートのリストを確認し、重大度でソートし、各アラートのアラート  
スコアを確認します。

 b. アラート名を展開して、脅威のストーリーを特定します。最もスコアに貢献したインジケータによっ

て、アラートの名前が決定されるため、この時間のバッチにアラートのフラグが設定された理由を

想定できます。

 c. アラート  フローのタイムラインを使用して、異常なアクティビティを把握します。

 d. アラートに関連付けられている各インジケータを確認して、異常が発生したタイムラインなど、イ

ンジケータに関する詳細を調査します。また、SIEM、ネットワーク フォレンジックなどの外部リソー

スを使用したり、ユーザや管理職などに直接連絡を取って、インシデントをさらに調査することが

できます。

詳細については、「高リスク ユーザの調査の開始」のトピックを参照してください。

 3. 調査が完了したら、観察した内容を次のように記録することができます。

 a. アラートがリスクでない場合は、リスクでないと指定する

 b. 発見したユースケースの行動プロファイルを保存する

 c. ユーザ アクティビティを今後も追跡したい場合は、ユーザをウォッチリストに追加し、ユーザ プロ

ファイルを追跡する

詳細については、「高リスク ユーザに対するアクション」のトピックを参照してください。

高リスク ユーザの特定

環境内の高リスク ユーザは、次の方法で特定できます。
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 l 上位5人の高リスク ユーザを表示する

 l すべての高リスク ユーザを表示する

 l 特定のグループのユーザを表示する

 l フォレンジック調査に基づいてユーザを表示する

上位5人の高リスク ユーザの表示

［OVERVIEW］タブには、環境内の上位5人の高リスク ユーザのリストが表示され、各ユーザのスコアも
表示されます。

上位5人の高リスク ユーザを表示するには、次の手順に従います。

NetWitness Platformにログインして、［調査］＞［Users］にアクセスします。
［OVERVIEW］タブの［High Risk Users］パネルに高リスク ユーザが表示されます。

すべての高リスク ユーザの表示

［Users］タブには、環境内のすべての高リスク ユーザのリストが表示され、同時に各ユーザのスコアと、
関連付けられているアラートの合計数も表示されます。

すべての高リスク ユーザを表示するには、次の手順に従います。

 1. NetWitness Platformにログインして、［調査］＞［Users］にアクセスします。
［OVERVIEW］タブが表示されます。
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 2. ［USERS］タブをクリックします。

すべての高リスク ユーザのリストが表示されます。

特定のグループのユーザの表示

［USERS］タブでは、さまざまな種類のフィルタを使用して、ターゲットとする高リスク ユーザのグループを
特定できます。

特定のグループのユーザを表示するには、次の手順に従います。

 1. NetWitness Platformにログインして、［調査］＞［Users］にアクセスします。
［OVERVIEW］タブが表示されます。

 2. ［USERS］タブをクリックします。

 3. ［Filters］パネルで、次のいずれかを実行します。

 l 高リスク ユーザ：環境内のすべての高リスク ユーザを表示するには、［Risky Users］を選択しま

す。デフォルトでは、高リスク ユーザとそのユーザ スコアが表示されます。
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 l ウォッチリスト  ユーザ：特定の変更を監視するためにウォッチリストに追加したユーザのリストを表

示するには、［Watchlist Users］を選択します。

 l 管理者ユーザ：イベントで管理者と判断されたすべてのユーザを表示するには、［Admin Users］
を選択します。

注：1つ以上のフィルタを選択して、1つ以上のグループのユーザを表示できます。たとえば、リスクの高
い管理者ユーザのリストを表示する場合は、［Admin Users］および［Risky Users］のフィルタを選択
します。

フォレンジック調査に基づいたユーザの表示

［USERS］タブでは、行動フィルタとして、アラート  タイプおよびインジケータを指定して、フォレンジック調
査に基づいた高リスク ユーザを表示できます。フォレンジック調査の詳細については、「概要」トピックの
「フォレンジック ワークフロー」を参照してください。
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特定のフォレンジック調査に基づいてユーザを表示するには、次の手順に従います。

 1. NetWitness Platformにログインして、［調査］＞［Users］にアクセスします。
［OVERVIEW］タブが表示されます。

 2. ［USERS］タブをクリックします。

 3. アラート  タイプを使用して行動フィルタを作成するには、［Alert Types］ドロップダウン リストで1つ以
上のアラートを選択します。

 4. インジケータを使用して行動フィルタを作成するには、［Indicators］ドロップダウン リストで1つまたは

複数のインジケータを選択します。

注：1つ以上のアラート  タイプおよびインジケータの組み合わせを選択して、要件に基づいて行動フィ
ルタを作成することができます。たとえば、機密ファイルへの異常なアクセスや機密データの盗難を監
視するには、アラート  タイプとしてAbnormal File Accessを、インジケータとしてAbnormal File Action 
Operation Typeを選択し、行動フィルタを作成できます。

これらの行動フィルタは、今後の調査のためにお気に入りとして保存します。

高リスク ユーザの調査の開始

高リスク ユーザを特定した後は、高リスク ユーザの調査を開始できます。

高リスク ユーザを調査するには、次の手順を実行します。

 1. NetWitness Platformにログインして、［調査］＞［Users］にアクセスします。次のいずれかを実行し
ます。

 a. ［OVERVIEW］タブの［High Risk Users］パネルで、調査するユーザを選択し、ユーザ名または

ユーザ スコアのどちらかをクリックします。

 b. ［USERS］タブで、調査するユーザを選択し、ユーザ名をクリックします。

［User Profile］ビューが表示されます。
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 2. ユーザのアラートを調査するには、［User Risk Score］パネルでアラート名をクリックします。次の情

報が表示されます。

 l アラート名

 l アラートの期間( 毎時または毎日)

 l 重大度レベル アイコン

 l ユーザ スコア値への貢献度( +20など)

 l アラートのデータ ソース( ログオンなど)
中央のパネルは［Alert Flow］パネルです。このパネルには、アラートの生成に関連するイベントの

タイムラインが表示されます。イベントのタイムラインは、アラートが実際のリスクであるかどうかを判

断するのに役立ちます。

 3. ユーザのアラートに関連付けられているインジケータを調査するには、［User Risk Score］パネルでア

ラートを選択し、次にインジケータを選択します。次の情報が表示されます。

 l インジケータ名とインジケータ タイプの説明

 l アラートへの貢献度

 l 異常値
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 l インジケータで検知されたイベントのデータ ソース

中央パネルの表示は、選択されているインジケータに応じて変化します。

高リスク ユーザに対するアクション

調査の後、リスクの高いユーザに対してアクションを実行し、組織内の悪意のある攻撃者による今後の
損害を低減または防止することができます。次のアクションを実行できます。

 l アラートがリスクでない場合は、リスクでないと指定する

 l 発見したユースケースの行動プロファイルを保存する

 l ユーザ アクティビティを追跡したい場合は、ユーザをウォッチリストに追加し、ユーザ プロファイルを

追跡する
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アラートがリスクでない場合、リスクでないと指定する

アラートがリスクでない場合は、次の手順に従います。

 1. NetWitness Platformにログインし、調査＞［Users］に移動します。

 2.  次のいずれかのタブでユーザに対するアクションを実行します。

 a. ［OVERVIEW］タブの［High Risk Users］パネルで、ユーザを選択し、ユーザ名またはユーザ ス
コアのどちらかをクリックします。

 b. ［USERS］タブで、ユーザを選択し、ユーザ名をクリックします。

［User Profile］ビューが表示されます。

 3. アラートがリスクでない場合は、［Not a Risk］をクリックして、リスクでないことを指定できます。

アラートが［Not a Risk］に指定された場合、ユーザ スコアは自動的に減少します。

行動プロファイルの保存

フォレンジック調査中に選択したアラート  タイプとインジケータの組み合わせが、行動プロファイルになり
ます。行動プロファイルを保存すると、今後このユースケースを監視できるようになります。

たとえば、組織が攻撃され、攻撃者がブルート  フォースによってユーザ アカウントを侵害した場合は、ブ
ルート  フォースのアラート  タイプを使用してフィルタを選択できます。このフィルタを、お気に入りとして保
存することができます。これにより将来のブルート  フォース攻撃を、プロアクティブに監視することができま
す。監視するためには、お気に入りをクリックして、新しいユーザがこのタイプの攻撃を受けていないかを
調査します。
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行動プロファイルを保存するには、次の手順に従います。

 1. NetWitness Platformにログインし、調査＞［Users］に移動します。

［OVERVIEW］タブが表示されます。

 2. ［USERS］タブをクリックします。

 3. ［Filters］パネルの［Alert Type］ドロップダウンでアラートを選択し、［Indicators］ドロップダウンでイン

ジケータを選択します。

 4. ［Save to Favorites］をクリックします。

 5. ［Save Filter］ダイアログに、フィルタ名を入力し、［OK］をクリックします。

行動プロファイルが保存され、［Favorites］パネルに表示されます。［Favorites］パネルのプロファイルを

クリックすると、ユーザを監視できます。

すべてのユーザをウォッチリストに追加

ユーザの最近のアクティビティを追跡したいが、即座に調査を開始したくない場合は、ユーザをウォッチリ
ストに追加し、時間が経過してから再表示し、リスク スコアが上昇しているかどうかを確認できます。
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すべてのユーザをウォッチリストに追加するには、次の手順に従います。

 1. NetWitness Platformにログインし、［調査］＞［Users］に移動します。

［OVERVIEW］タブが表示されます。

 2. ［USERS］タブを選択します。

 3. フィルタを使用して、特定のカテゴリーのユーザを選択します。

 4. ［Add All to Watchlist］をクリックします。

ユーザのリストがウォッチリストに追加されます。

ユーザ プロファイル監視

ユーザ プロファイル監視は、潜在的な脅威の監視対象となるユーザのリストです。ユーザ プロファイル
監視は、ダッシュボード上ですばやく参照できるように、ユーザをマークします。これは、本質的には不
審なユーザを監視するためのブックマークです。
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ユーザ プロファイルを監視するには、次の手順に従います。

 1. NetWitness Platformにログインし、［調査］＞［Users］に移動します。次のいずれかを実行しま

す。

 a.  ［OVERVIEW］タブの［高リスク ユーザ］パネルで、ユーザを選択し、ユーザ名またはユーザ スコ

アのどちらかをクリックします。

 b.  ［USERS］タブで、ユーザを選択し、ユーザ名をクリックします。

［User Profile］ビューが表示されます。

 2. ［User Profile］ビューの右上隅にある［Watch Profile］をクリックします。

ユーザがウォッチリストに追加されます。

高リスク ユーザのエクスポート

すべてのユーザとそのスコアのリストを.csvファイル形式でエクスポートできます。この情報を使用して、
tableau、powerbi、zeppelinなどの他のデータ分析ツールのデータと比較することができます。

高リスク ユーザをエクスポートするには、次の手順に従います。

 1. ［調査］＞［Users］に移動します。

［OVERVIEW］タブが表示されます。

 2. ［USERS］タブを選択します。
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 3. ［Export］をクリックします。

すべてのユーザおよびユーザに関連付けられたユーザ スコアのリストが.csvファイル形式でダウンロー

ドされます。
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上位アラートの調査

受信するイベントをベースラインと比較して検知された異常は、毎時間集計され、アラートが生成され
ます。ベースラインからの逸脱が比較的大きく、異常の構成の特異性がある場合は、アラート  スコアが
高くなる可能性があります。

［OVERVIEW］タブまたは［ALERTS］タブでは、環境内で最もクリティカルなアラートをすばやく表示し、
調査を開始できます。次の図は、［OVERVIEW］タブの上位アラートの例です。アラートは、重大度と
アラートが生成されたユーザの数の順に表示されます。

このページのアラートを調査するには、［Top Alerts］セクションのアラートをクリックして、アラートの詳細を
表示します。
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次の図は、アラートの原因となったイベントとその発生時間の詳細を示しています。

［OVERVIEW］タブの［Alerts Severity］パネルで、チャート内のバーをクリックすると、次の図に示すよう
に、［ALERTS］タブで上位アラートを確認できます。

アラートの調査は、システムが侵害されたと思われる期間を集中して調査したい場合に特に役立ちま
す。［ALERTS］タブでは、期間を指定してフォレンジック情報を表示し、その期間中に発生したイベン
トに関する詳細情報を収集できます。

33 上位アラートの調査



RSA NetWitness UEBA

クリティカルなアラートの調査を開始する

クリティカルなアラートの調査は、次の方法で開始できます。

 1. ［OVERVIEW］タブで、［Alerts Severity］パネルを確認します。

アラートの分布は均等ですか、それとも数日にわたって顕著なスパイクがありましたか？   スパイクは

マルウェアなどの不審なアクティビティを示す可能性があります。対象の日付を記録し、アラートを検

査します( チャートのバーをクリックすると、その日のアラートに直接リンクしています) 。
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 2. ［ALERTS］タブで、インジケータの数でアラートをソートします。

最も多くのインジケータを含むアラートがリストの一番上に表示されていることを確認します。アラート

の数が最も多いユーザを特定するのと同様に、インジケータの多いアラートほど、より興味深いス

トーリーが得られ、より信頼できるタイムラインが提供されます。

 3. リスト内の上位アラートを展開します。

 l さまざまなデータソースを持つアラートを探します。こうしたアラートは、より幅広い行動パターンを

示しています。

 l さまざまなインジケータを探します。

 l 特に、人間が手動で実行できるアクティビティを超えた高い値( たとえば、ユーザが8000ファイルに

アクセスした場合) のように、高い数値を持つインジケータを探します。

 4. ユーザが通常は変更しないようなWindowsイベント  タイプを探します。このようなイベントは、不審

な管理アクティビティである可能性があります。
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 5. インジケータにより検索します。

リストには、インジケータとそのインジケータを含むアラートの数が表示されます。

 l 最もアラート数の多いインジケータを探します。そのインジケータを1つずつフィルタに設定し、ユー

ザごとのインジケータ数を確認し、インジケータが最も多いユーザを見つけます。

 l 一般に、時間に関係するアラート ( たとえば、異常なログオン時間) は非常に多く発生するた

め、無視することができます。ただし、より関心の高いインジケータと組み合わせることにより、有

用なコンテキストを提供します。

 6. 詳細を絞り込みます。

 l アラート名から、脅威のストーリーの構築を開始します。アラートの名前は通常、最もスコアに貢

献したインジケータにより決定されるため、そこから、このユーザにアラートのフラグが設定された理

由を説明してみます。

 l タイムラインを使用して、見つかったアクティビティを整理し、観察された行動から説明できる内容

について考察します。
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 l その後、それぞれのインジケータを確認し、グラフやイベント形式の補足情報を、アナリストによる

インシデントの検証に役立てます。外部リソース( たとえば、SIEM、ネットワーク フォレンジック、

ユーザや管理職への直接連絡) を使用して、調査の次の段階の可能性を提案します。

 l 調査の最後に、フィードバックを促し、コメントを残します。

 7. アラートの調査によって特定された脅威に対処するアクションを実行します。詳細については、「高

リスク ユーザに対するアクション」を参照してください。

次のトピックでは、アラートを調査するさまざまな方法について説明しています。

 l アラートのフィルタ

 l インジケータの調査

 l 上位アラートの管理

 l ヘルス モニタでのNetWitness UEBAメトリックの表示

アラートのフィルタ

［ALERTS］タブに表示されるアラートは、重大度、フィードバック、エンティティ、インジケータ、日付範囲
によってフィルタできます。

 1. NetWitness Platformにログインして、［調査］＞［Users］＞［ALERTS］にアクセスします。

［ALERTS］タブが表示されます。

 2. 重大度でフィルタするには、［Alert Filter］パネルの［Severity］をクリックし、1つまたは複数のオプショ

ンを選択して、［OK］をクリックします。オプションには、［Select all］、［Critical］、［High］、
［Medium］、［Low］があります。
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 3. フィードバックでフィルタするには、［Feedback］の下の下向き矢印をクリックし、1つまたは複数のオプ

ションを選択して、［OK］をクリックします。オプションには、［Select all］、［No feedback］、および［Not 
a risk］があります。

 4. エンティティでフィルタするには、［Entity］フィールドにユーザ名またはエンティティの名前を入力しま

す。

 5. 日付範囲でフィルタするには、［Date Range］の下向き矢印をクリックし、オプションを選択し、［OK］

をクリックします。オプションには、［Last week］、［Last month］、［Select Range］があります。

選択したフィルタに従って、右側のペインにアラートが表示されます。フィルタをクリアするには、左側の
ウィンドウで［Clear］をクリックします。

インジケータの調査

［ALERTS］タブでは、アラートを構成するすべてのインジケータを表示できます。各インジケータには、そ
の異常値もかっこ内に表示されます。インジケータの名前、インジケータ タイプの説明、異常値、およ
びインジケータで検知されたイベントのデータソースが表示されます。特定のインジケータの詳細をチャー
トに表示することもできます。インジケータを調査するため、［調査］＞［イベント］ビューに移行して、そ
の期間の関連するアクティビティを探すことができます。［USERS］ビューでは、移行可能な値が水色で
ハイライト表示され、値をクリックして［イベント］ビューを開くことができます。［イベント］ビューでは、選択
した値がすべてのメタ キーに設定され、時間範囲は1日に設定されます。時間範囲は変更できます。

アラートを構成するすべての脅威インジケータを表示するには、次の手順を実行します。

 1. NetWitness Platformにログインして、［調査］＞［Users］＞［ALERTS］にアクセスします。
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 2. ［ALERT NAME］列の下で、アラート名をクリックします。

インジケータが表示され、それぞれの異常値、データソース、および開始時刻が表示されます。

 3. ［Alert Flow］の下にあるグラフ アイコンをクリックします。

異常が発生したタイムラインやインジケータに関連づけられたユーザなど、特定のインジケータに関

する詳細がグラフに表示されます。次の図にグラフの例を示します。グラフのタイプは、NetWitness 
UEBAが実行する分析のタイプによって異なります。詳細については、「［User Profile］ビュー」を参

照してください。

［イベント］ビューに移行するには、次の手順を実行します。

 1. ［調査］＞［Users］に移動し、アラートまたはユーザを選択します。
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 2. ［User Risk Score］パネルで、アラート名を選択します。

アラートの下にインジケータが表示されます。

 3. 関心のあるインジケータを選択します。

移行に使用できる値は、パネルの下部に水色でハイライト表示されます。

 4. 水色でハイライト表示されたインジケータの構成要素をクリックします。

［イベント］ビューが開き、インジケータの構成要素の詳細が表示されます。
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［イベント］ビューの日付は、アラートが発生した日です。検索フィールドのテキストは、選択した値で

す。表示されるイベントは、選択した値に関連するすべてのイベントです。

［イベント］ビューで関心のあるアイテムを調査する方法については、『NetWitness Investigateユーザ ガイ
ド』の「［イベント］ビューでのRAWイベントの調査」を参照してください。

脅威インジケータの詳細については、「概要」の「脅威インジケータ」を参照してください。

上位アラートの管理

すべてのアラートのリストを.csvファイル形式にエクスポートできます。アナリストはこの情報を使用して、
tableau、powerbi、zeppelinなどの他のデータ分析ツールのデータと比較できます。

アラート  データを.csvファイルにエクスポートするには、次の手順に従います。

 1. NetWitness Platformにログインして、［調査］＞［Users］＞［ALERTS］にアクセスします。

［ALERTS］タブが表示されます。
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 2. 右上の［Export］をクリックします。

すべてのアラート  データが.csvファイル形式でダウンロードされます。エクスポートされた.csv 形式のア

ラート  データの例を次に示します。
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ヘルス モニタでのNetWitness UEBAメトリックの表示

RSA NetWitness UEBAは、［管理］＞［ヘルス モニタ］の［システム統計ブラウザ］タブにメトリックを送信
します。基本的なシステム使用状況情報に加えて、NetWitness UEBAのユーザ、アラート、イベントに
固有のメトリックが送信されます。

アナリストは、次のような用途でメトリクスを使用できます。

 l 現在適用しているライセンスがライセンス契約に準拠していること、また1日あたりの使用量を確認し
ます。

 l システムが要件どおりに機能していることを確認します。

 l 新しいイベントをアクティブに監視します。

 l 新しいインジケータとアラートの作成を監視します。

これらの重要なメトリクスに「0」が表示される場合は、システムが誤動作している可能性があります。

ヘルス モニタのシステム統計ブラウザでRSA NetWitness UEBAのメトリックを表示するには、次の手順
を実行します。

 1. NetWitness Platformにログインし、［管理］＞［ヘルス モニタ］に移動します。

 2. ［システム統計ブラウザ］タブをクリックします。

システム統計ブラウザが表示されます。

 3. ［ホスト］で、［UEBA］を選択し、［適用］をクリックします。
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NetWitness UEBAの結果が表示されます。

 4. 統計情報の詳細を表示するには、［統計の詳細］をクリックします。
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統計情報の詳細が表示されます。

［名前］および［説明］フィールドには、表示されるメトリックの概要が示されます。

ヘルス モニタおよび［システム統計ブラウザ］タブの詳細については、『システム メンテナンス ガイド』の「シ
ステム統計の監視」を参照してください。NetWitness Plarform Logs & Network 11.xのすべてのドキュメ
ントの一覧は、「マスター目次」で確認できます。
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参照

このセクションでは、RSA NetWitness UEBAユーザ インタフェースについて説明します。

［OVERVIEW］タブ

［OVERVIEW］タブには、環境内の最近の最も重要なユーザ アクティビティが表示されます。各パネル
には、優先的に調査するインシデントや、組織に対する潜在的なリスクを反映した統合的なメトリック
が表示されます。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザ ロール 実行したいこと ドキュメント

UEBAアナリスト 上位5人の高リスク ユーザを表示す
る。(*)

高リスク ユーザの特定

UEBAアナリスト 高リスク ユーザ、ウォッチリスト  ユーザ、
管理者ユーザを表示する。(*)

高リスク ユーザの特定

UEBAアナリスト アラート  タイプとインジケータに基づい
てユーザを表示する。

高リスク ユーザの特定

UEBAアナリスト 環境内のアラートを調査する。 上位アラートの調査

UEBAアナリスト クリティカルなアラートの調査を開始す
る。

上位アラートの調査

UEBAアナリスト 調査のターゲットを絞り込むため、ア
ラートをソートする。

アラートのフィルタ

UEBAアナリスト 脅威インジケータを調査する。 インジケータの調査

UEBAアナリスト アラート  データをエクスポートする。 上位アラートの管理

(*)これらのタスクはこのビューで完了できます。
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関連トピック

 l 高リスク ユーザの調査の開始

 l 上位アラートの調査

 l アラートのフィルタ

 l 上位アラートの管理

簡単な説明

次の図に［OVERVIEW］タブを示します。

このビューにアクセスするには、［調査］＞［Users］に移動します。

［OVERVIEW］タブは以下のパネルで構成されます。

1 ［High Risk Users］パネル

2 ［Top Alerts］パネル

3 ［All Users］パネル

4 ［Alerts Severity］パネル

［High Risk Users］パネル

［High Risk Users］パネルには、上位5人の高リスク ユーザがユーザ スコアと共に表示されます。

次の表で、［High Risk Users］パネルの構成要素を説明します。

名前 説明

ユーザ名 ユーザの名前。

ユーザ スコア ユーザのユーザ スコアは、スコアの重大度によっ
て色分けされています。赤はクリティカル、オレン
ジは高リスク、黄色は中リスク、緑は低リスクを表
します。
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［Top Alerts］パネル

［Top Alerts］パネルには、アラートのリストが、関連付けられているユーザ、重大度、アラートの作成日、
およびインジケータの数とともに表示されます。このリストには、過去7日間の上位10件のアラートが含ま
れます。

次の表で［Top Alerts］パネルの構成要素を説明します。

名前 説明

重大度アイコン アラートの重大度アイコン。［クリティカル］、
［高］、［中］、［低］のいずれかです。

アラート名 アラートの名前。

アラート作成日 アラートが生成された日付。

インジケータ数 アラートに関連づけられたインジケータの数。

［All Users］パネル

［All Users］パネルには、NetWitness UEBAの事前定義グループのユーザ数が表示されます。

次の表で［All Users］パネルの構成要素を説明します。

グループ 説明

Risky リスク スコアが0より大きいすべてのユーザ。

Watched 現在監視対象のフラグが設定されているすべてのユーザ。

Admin 以前に管理者のタグが設定されたすべてのユーザ。

［Alerts Severity］パネル

［Alerts Severity］パネルには、過去1年間に生成されアラートの数が重大度レベル別にグラフィカルに表
示されます。

次の表で［Alerts Severity］パネルの構成要素を説明します。

名前 説明

Last year 昨年中に生成されたアラートの数。

Severity level 重大度は色分けされ、赤はクリティカル アラート、オレンジは高リスク アラート、黄
色は中リスク アラート、緑は低リスト  アラートを表します。例：
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［USERS］タブ
［USERS］タブは、プロアクティブな脅威ハンティング コンソールです。行動フィルタを使用して、ユース
ケース指向のターゲット  リストを作成し、特定の高リスクな行動パターンを継続的に監視することができ
ます。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザ ロール 実行したいこと ドキュメント

UEBAアナリスト 高リスク ユーザを表示する。(*) 高リスク ユーザの特定

UEBAアナリスト アラート  タイプとインジケータに基づい
てユーザを表示する。(*)

高リスク ユーザの特定

UEBAアナリスト 高リスク ユーザの調査を開始する。 高リスク ユーザの調査の開始

UEBAアナリスト 高リスク ユーザに対するアクションを実
行する。(*)
 

高リスク ユーザに対するアクション

UEBAアナリスト 高リスク ユーザをエクスポートする。(*) 高リスク ユーザのエクスポート

UEBAアナリスト クリティカルなアラートの調査を開始す
る。

上位アラートの調査

UEBAアナリスト 脅威インジケータを調査する。 インジケータの調査

(*)これらのタスクはこのビューで完了できます。

関連トピック

 l 高リスク ユーザの調査の開始

 l 上位アラートの調査

 l アラートのフィルタ
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 l インジケータの調査

 l 高リスク ユーザのエクスポート
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簡単な説明

次の図に［USERS］タブを示します。

このビューにアクセスするには、次の手順を実行します。

 1. ［調査］＞［Users］に移動します。

［OVERVIEW］タブが表示されます。

 2. ［USERS］タブをクリックします。

［USERS］タブは以下のパネルで構成されます。

1 ［Filters］パネル

2 ［Favorites］パネル

3 ［Risk Indicator］パネル

4 ［User List］パネル

［Filters］パネルのフィルタ

［Filters］パネルには3つの事前定義されたフィルタがあり、それぞれに関連付けられたユーザ数が括弧
内に表示されます。
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次の表は、フィルタ タイプの説明です。

フィルタ タイプ 説明

Risky Users リスク スコアが0より大きいすべてのユーザ。

Watchlist Users 現在監視対象のフラグが設定されているすべてのユーザ。

Admin Users 以前に管理者のタグが設定されたすべてのユーザ。

［Favorites］パネル

［Favorites］パネルには、お気に入りとして保存された行動プロファイルのリストが表示されます。

次の表は、行動プロファイルのフィルタ タイプの説明です。

フィルタ 説明

Alert 
Types

サポートされている個別のユースケース( ブルート  フォース攻撃、ユーザ　スヌーピング、異
常なAD変更、データ窃取など) を表す既存のアラート  タイプのいずれか。

Indicators NetWitness UEBAによってモデル化された既存の行動のいずれか。このフィルタを使用し
て、特定のデータ ソースまたはアプリケーションからのアラートのみをターゲットにすることも
できます。

［Risk Indicator］パネル

［Risk Indicator］パネルには、ターゲット  ユーザの重大度の内訳が表示されます。

次の表で［Risk Indicator］パネルの構成要素を説明します。

色 重大度

赤 クリティカル

オレンジ 高

黄 中

緑 低

52



RSA NetWitness UEBA

［User List］パネル

［User List］パネルでは、環境内のすべての高リスク ユーザのリストが、ユーザ スコアと、ユーザに関連付
けられているアラートの合計数とともに表示されます。

次の表で［User List］パネルの構成要素を説明します。

User Data 説明

ユーザ名 ユーザの名前。

スコア ユーザのユーザ スコア。

アラート数 ユーザに対して生成されたアラートの合計数。

Sort by ドロップダウン メニューで、リストのソート方法を選択できます。選択可能なオプション
は、［Risk Score］、［Name］、［Alerts］です。

Export すべてのユーザとそのスコアのリストをCSVファイル形式でエクスポートします。

Add All to 
Watchlist

フィルタしたビューのすべてのユーザをウォッチリストに追加します。

Search User 入力されたユーザ名を検索し、一致するユーザをリストから選択します。
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［ALERTS］タブ
［ALERTS］タブには、環境内のすべてのアラートの詳細が表示されます。特定の期間を指定して、環
境内の不審なアクティビティに関するフォレンジック情報を表示できます。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザ ロール 実行したいこと ドキュメント

UEBAアナリスト 環境内のアラートを調査する。(*) 上位アラートの調査

UEBAアナリスト 調査のターゲットを絞り込むため、ア
ラートをソートする。(*)

アラートのフィルタ

UEBAアナリスト 脅威インジケータに基づいてインシデン
トを調査する。(*)

インジケータの調査

UEBAアナリスト アラート  データをスプレッドシート形式
で共有する。

上位アラートの管理

UEBAアナリスト ユーザ アラートのサマリを迅速に確認
する。

ユーザ アラート  サマリの表示

(*)これらのタスクはこのビューで完了できます。

関連トピック

 l 上位アラートの調査

 l アラートのフィルタ

 l インジケータの調査

 l 上位アラートの管理
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簡単な説明

このビューにアクセスするには、次の手順を実行します。

 1. ［調査］＞［Users］に移動します。

［OVERVIEW］タブが表示されます。

 2. ［ALERTS］タブをクリックします。

［ALERTS］タブは以下のパネルで構成されます。

1 ［Filters］パネル

2 ［ALERTS］パネル

［Filters］パネル

［Filters］パネルを使用して、調査対象のアラートを絞り込みます。選択すると、フィルタが自動的に適
用されます。［Clear］をクリックすると、現在設定されているすべてのフィルタをクリアできます。

次の表は、フィルタ タイプの説明です。

フィルタ名 説明 オプション

Severity 選択された1つ以上の重大度レベルのア
ラートが含まれるよう、アラートのリストをフィ
ルタします。

［Critical］、［High］、
［Medium］、または
［Low］

Feedback 選択された1つ以上のフィードバック タイプ
のアラートが含まれるよう、アラートのリスト
をフィルタします。

［Select All］、［No 
Feedback］、または
［Not a Risk］

Entity 特定のユーザ名のアラートのみが含まれる
よう、アラートのリストをフィルタします。

NA
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フィルタ名 説明 オプション

Indicators 選択された1つ以上のインジケータのアラー
トを含むように、アラートのリストをフィルタし
ます。

インジケータの例は
次のとおりです。

 l Active Directory - 
Abnormal Logon 
Time 

 l Authentication - 
Logged onto 
Multiple 
Computers 

 l Multiple File 
Access Failures

Date Range 特定の期間に作成されたアラートを含むよ
うに、アラートのリストをフィルタします。

［Last Week］、［Last 
Month］、または任意
の期間

［ALERTS］パネル

［ALERTS］パネルには、各アラートの次の情報が表示されます。  

 l 重大度アイコン：アラート名の横にある、アラートの重大度レベルを示すアイコン 

 l Alert Name：アラート  の名前とアラートの期間

 l Entity Name：アラートを生成したエンティティ( ユーザ アカウント ) の名前  

 l Start Time：このアラートが最初に検知された日付と時刻  

 l # Indicators：アラートに関連付けられている固有の行動の異常( インジケータ) の数  

 l Status：アラートが［Unreviewed］または［Not A Risk］に設定されている場合に表示されます。

 l Feedback：アラートにフィードバック値が割り当てられているかどうかを示します。  

各アラート行の先頭には、アラートを展開して詳細を表示するアイコンがあります。アラートを展開する
と、次のフィールドが表示されます。

 l インジケータ名  - アラートに関連付けられている各インジケータの名前  

 l 異常値  – ユーザの通常の行動から逸脱している度合いを表すインジケータの値  

 l データ ソース – インジケータが発見されたデータのタイプ 

 l 開始時刻  – このインジケータが最初に検知された日付と時刻  

 l #イベント  – インジケータ内のイベントの数  

中央のペインに現在表示されているデータは、ペインの右上にある［Export］をクリックしてCSVファイルに
エクスポートできます。
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［User Profile］ビュー

［User Profileル］ビューには、ユーザのすべてのアラートと関連するインジケータの詳細情報が表示され
ます。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザ ロール 実行したいこと ドキュメント

UEBAアナリスト 高リスク ユーザを表示する。(*) 高リスク ユーザの特定

UEBAアナリスト 高リスク ユーザの調査を開始する。(*) 高リスク ユーザの調査の開始

UEBAアナリスト 高リスク ユーザに対するアクションを実
行する。

高リスク ユーザに対するアクション

UEBAアナリスト 高リスク ユーザをエクスポートする。 高リスク ユーザのエクスポート

UEBAアナリスト クリティカルなアラートの調査を開始す
る。(*)

上位アラートの調査

UEBAアナリスト 脅威インジケータを調査する。 インジケータの調査

(*)これらのタスクはこのビューで完了できます。

関連トピック

 l 高リスク ユーザの調査の開始

 l 上位アラートの調査

 l アラートのフィルタ

 l インジケータの調査

 l 高リスク ユーザのエクスポート

簡単な説明
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次の図は、［User Profile］ビューを示しています。
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このビューにアクセスするには、次の手順を実行します。

 1. ［調査］＞［Users］に移動します。次のいずれかを実行します。

 a.  ［OVERVIEW］タブの［High Risk Users］パネルで、ユーザを選択し、ユーザ名またはユーザ ス
コアのどちらかをクリックします。

 b.  ［USERS］タブで、ユーザを選択し、ユーザ名をクリックします。

 c. ［ALERTS］タブで、アラート名またはエンティティ名を選択します。

［User Profile］ビューは、以下のパネルで構成されます。

1 ［User Risk Score］パネル

2 ［Alerts Flow］パネル

3 ［Indicator］パネル

［User Risk Score］パネル

［User Risk Score］パネルには、次の情報が表示されます。  

名前 説明

ユーザ スコア 重大度に基づいてハイライト表示されたユーザの
スコア。

アラート 次の情報が表示されます。

 l アラート名

 l 重大度レベル アイコン

 l アラートの開始日時

 l アラートの期間( 毎時または毎日)

 l アラートのリスク スコア( +20)

 l アラートに含まれるインジケータ名とそのインジ

ケータ イベントが発生した回数のリスト。

Sort by アラートは、重大度と日付に基づいてソートされ
ます。デフォルトでは、重大度によってソートされ
ます。

［Alert Flow］パネル

［Alert Flow］パネルには次の情報が表示されます。

名前 説明

アラート名 アラートの名前。

期間 アラートの期間( 毎時または毎日)

重大度レベル アラートの重大度
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名前 説明

Contribution to the user score ユーザ スコアへの貢献度( +20など)

Sources アラートのデータ ソース( Active Directoryなど) 。

タイムライン グラフ アラートの生成に関連するイベントのタイムライン
が表示されます。

［Indicator］パネル

［Alert Flow］パネルのグラフ アイコンをクリックすると、［Indicator］パネルが開きます。次の表で
［Indicator］パネルの構成要素を説明します。

名前 説明

Indicator インジケータの名前。括弧内にインジケータの期
間が表示されます。たとえば、「Multiple Group 
Membership Changes (Hourly)」のように表示され
ます。

Contribution to Alert アラートへの貢献率。

Anomaly Value 異常値。

Datasource アラートがトリガーされたデータ ソース。

Time Detected インジケータがトリガーされた日付と時刻。

Username インジケータがトリガーされたユーザの名前。

User ID インジケータがトリガーされたユーザのユーザID。

Operation Type ユーザが実行したアクション。たとえば、「Member 
Added To Group」。

Operation Type Category 操作タイプのカテゴリー。たとえば、「GROUP_
MEMBERSHIP」。

Result ユーザが実行したアクションのステータス。
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付録：NetWitness UEBAのWindows監査ポリシー

RSA NetWitness UEBAのメリットを最大化するために、RSAは、ここで説明するWindows監査ポリシー
を実装することを推奨しています。

監査ポリシーの基本セットについては、Microsoftの記事「 Audit Policy Recommendations」の「Windows 
Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, and Windows 
Server 2008 Audit Settings Recommendations」セクション参照してください。

必要な認証イベントとActive Directoryイベントをすべて監査するためには、「Stronger 
Recommendation」のポリシーに加えて、次のポリシーを設定する必要があります。

 l 詳細なファイル共有の監査

 l ファイル共有の監査

 l ファイル システムの監査

RSAでは、成功と失敗の両方のイベントの監査を有効にすることを推奨します。

次のWindowsイベントを監査する必要があります。

認証モデルの場合：

4624 4625 4769

ADモデルの場合：

4670 4717 4720 4722 4723 4724 4725 4726

4727 4728 4729 4730 4731 4732 4733 4734

4735 4737 4738 4739 4740 4741 4742 4743

4754 4755 4756 4757 4758 4764 4767 4794

5136 5376 5377      

ファイル アクセス モデルの場合：

4660 4663 4670 5145
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https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/plan/security-best-practices/audit-policy-recommendations
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