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NetWitness Investigateの仕組み

NetWitness Investigateは、RSA NetWitness® Platformのデータ分析機能を提供します。この機能によ
りアナリストは、パケット、ログ、エンドポイント  データを分析し、セキュリティとITインフラストラクチャに対す
る内部または外部からの潜在的な脅威を特定することができます。

注：バージョン11.1以降では、［ホスト］および［ファイル］ビューはエンドポイント  データのビューを提供し
ます。以前のバージョンでは、スタンドアロンのNetWitness Endpointサーバを使用してエンドポイント  
データにアクセスできます。

メタデータ、メタ キー、メタ値、メタ エンティティ

RSA NetWitness Platformは、ネットワーク上のすべてのトラフィックを調査および監視します。サービスの
1つであるDecoderは、ネットワーク上を移動するパケット、ログ、エンドポイント  データを取得、解析、保
存します。

Decoderに構成されたParserとFeedは、取得したログおよびパケットをアナリストが調査に使用できるよ
う、メタデータを作成します。別のタイプのサービスであるConcentratorは、メタデータのインデックス化と保
存を行います。

メタデータは、メタ キーとそのメタ値で構成されます。たとえば、ip.srcはメタ キーであり、トラフィックの
送信元のIPアドレスには、ip.srcがタグ付けされます。Investigateでデータを表示すると、メタ キー 
ip.srcとそれにタグ付けされたすべてのIPアドレス( メタ値) が表示されます。標準提供のメタ キーもあ
れば、管理者が定義したカスタム キーもあります。

メタ エンティティは、バージョン11.1以降で使用できます。メタ エンティティは、他のメタ キーからの結果を
グループ化するエイリアスです。メタ エンティティは、同様のメタ キーを単一の使いやすいメタ タイプにまと
めます。一部のメタ エンティティはデフォルトで提供されますが、管理者がカスタム メタ エンティティを作
成することもできます。アナリストは、クエリ、メタ グループ、列グループ、プロファイルの中でメタ エンティ
ティを使用できます。座標表示チャートはメタ エンティティをサポートしていません。管理者は、ユーザの
ロールとユーザに適用するクエリ プレフィックスの定義で、メタ エンティティを使用することができます。
「Decoder構成ガイド」に、メタ エンティティの作成に関する追加情報と、ルールでの使用方法が記載さ
れています。

たとえば、デフォルトのコア データベース言語には、ソースIP用と宛先IP用に別々のメタ キーが含まれて
います。標準提供のメタ エンティティの1つであるip.allは、ソースIPと宛先IPを合わせたすべてのIPア
ドレスを表します。

アナリストは通常、脅威を検出するためにConcentratorに対してクエリを実行します。Concentratorはクエ
リを処理し、セッションの完全な再構築やRAWログが必要な場合にのみ、Decoderにアクセスします。
ESA、Malware Analysis、Reporting EngineもConcentratorに対してクエリを実行し、各Decoderにアクセ
スすることなく、イベントに関連づけられたすべてのメタデータをすばやく取得して、情報を生成できま
す。一部の特殊なケースでは、アナリストがDecoderに対してクエリを実行することがあります。

 

注：ハイブリッド  アプライアンスでConcentrator機能を実行できますが、大きな帯域幅やEPS( 1秒あた
りのイベント数) を必要とする大規模な環境では、独立したConcentratorアプライアンスが必要です。
Concentratorアプライアンスは、インデックス用にソリッド  ステート  ドライブを使用するストレージ レイアウ
トを備えており、これにより、読み取りパフォーマンスを向上できます。
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調査のトリガー

調査のトリガーの例をいくつか示します。

 l サード  パーティから新しいActive Directoryハッキングに関するインテリジェンス情報が送られてきま

す。［イベント］ビューを開き、そのインテリジェンス情報を使用して、Active Directoryの過去24時間

のすべてのRAWログ データに対して検索を実行します。

 l SOCマネージャから、現在話題になっているPokemon Goマルウェアを検索するように依頼されます。

［ナビゲート］ビューを開き、セキュリティ ブログで見つけたマルウェアに関連する特定のユーザ エージェ

ントを使用したHTTPセッションを検索するクエリを作成します。

 l インシデント対応者が、特定のホストに関連したいくつかの不自然なインジケータを示すチケットをエ

スカレーションします。［ホスト］ビューを開き、そのホストを調査してより明確な情報を探します。

 l ［ナビゲート］ビューを開き、次のゼロデイ攻撃を探すため、ネットワーク メタデータの調査を開始し、

会社の外へ向かう異常な自動化セッションを探します。

 l 解雇されて間もない従業員のユーザ アカウント  jarvisに関連した情報を検索するようにSOCマ
ネージャから依頼されます。［ホスト］ビューを開き、過去1週間のデータに対して、そのユーザ名を使

用してクエリを実行します。

調査のワークフロー

アナリストは、NetWitness Platformによって収集されたデータを調査し、NetWitness Platformダッシュボー
ド上の情報、NetWitness Respondインシデントまたはアラート、NetWitness Platform Reporting Engineに
よって作成されたレポート、またはサードパーティ アプリケーションの情報を掘り下げて調べることができま
す。調査の過程で、アナリストは、次の調査ビューをシームレスに切り替えることができます：［ナビゲー
ト］ビュー、［イベント］ビュー、［イベント分析］ビュー、［ホスト］ビュー、［ファイル］ビュー、［ユーザ］ビュー、
［Malware Analysis］ビュー。この図は、NetWitness Investigateのサブメニューを示しています。

注：［ファイル］ビューと［ホスト］ビューはバージョン11.1以降で使用可能です。［ユーザ］ビューは、バー
ジョン11.2以降で使用できます。ユーザがNetWitness Platformを使用して調査やマルウェアの解析を
実施するには、特定のユーザ ロールおよび権限が必要です。解析タスクを実行できないか、ビューを
表示できない場合、ロールや権限が不足している可能性があります。

各ビューには、［調査］ビューのサブメニューや他の［調査］ビューからアクセスすることができます。
NetWitness Respondの［対応］ビューから［調査］ビューに直接移動したり、［調査］ビューから［対応］
ビューやスタンドアロンNetWitness Endpointに直接移動することができます。ユースケースによって、調査
の起点が決まります。この表は、さまざまなユースケースの開始ビューに関する一般的なガイダンスを示
しています。

NetWitness Investigateの仕組み 16



NetWitness Investigateユーザガイド

開始場所 調査の焦点

［ナビゲート］ビュー すべてのメタ キーと、メタ キー別にグループ分けされたログ、エンドポイント、
パケットのメタ値。データをピボット分析して結果を絞り込んでから、［イベン
ト］ビューまたは［イベント分析］ビューに移動するか、Malware Analysisまた
はLiveで検索することができます。これは、NetWitness Investigateの［調査］
ビューのデフォルトのビューです。( 「［ナビゲート］ビューでのメタデータの調査」
を参照。)

［イベント］ビュー イベントが時系列で表示されます。RAWイベントと関連メタデータを表示し
たり、再構築を表示したり、イベントとファイルをダウンロードすることがきま
す。［イベント分析］ビューに移動することができます。( 「［イベント］ビューで
のRAWイベントの調査」を参照)

［イベント分析］ビュー イベントが時系列で表示されます。ログ、エンドポイント、パケットに関する
すべてのメタ キーとメタ値を表示することができます。RAWイベントと関連メ
タデータを表示したり、再構築を表示して、着目点の特定に役立つヒント
を確認できます。［ホスト］ビューに移動したり、スタンドアロンEndpoint 
Serverに移動したり、Liveで検索したり、外部ルックアップを実行することが
できます。外部ルックアップでは、調査したいメタ値をインターネット上で検
索したり、IPアドレスに関連したパッシブDNS情報を特定したり、URLがブ
ラックリストに登録されているかどうかを確認したり、他のサードパーティ製品
とコンテキスト統合することができます。( 「［イベント分析］ビューでのRAWイ
ベントとメタデータの分析」を参照) 。［イベント分析］ビューでのRAWイベン
トとメタデータの分析

( バージョン11.1以降)
［ホスト］ビュー

NetWitness Endpoint Insightsエージェントが実行されているホストが表示さ
れます。ホストごとに、プロセス、ドライバ、DLL、ファイル( 実行可能ファイ
ル) 、サービス、実行中のAutorun、ログインしているユーザに関連した情報
を表示できます。［ホスト］ビューから、［ナビゲート］ビューと［イベント分析］
ビューに移動することができます。( 「ホストの調査」を参照。)

( バージョン11.1以降)
［ファイル］ビュー

導入環境のPE、Macho、ELFなどのファイルが表示されます。ファイルごと
に、ファイル サイズ、エントロピー、形式、会社名、署名、チェックサムなどの
詳細を表示できます。［ファイル］ビューから、［ナビゲート］ビューと［イベント
分析］ビューに移動することができます。( 「ファイルの調査」を参照。)

［Malware Analysis］
ビュー

Malware Analysisアプライアンスを実行している場合は、ファイルを自動また
は手動でスキャンして、4種類の分析( ネットワーク、静的、コミュニティ、サン
ドボックス) の結果を表示できます。ファイルがマルウェアの場合は、［ホスト］
ビューに移動して、どのホストがそのファイルをダウンロードしたかを確認する
ことができます。( 「Malware Analysisの実施」を参照。)

( バージョン11.2以降)
［ユーザ］ビュー

NetWitness UEBAを使用して、エンタープライズ全体で危険なユーザの行
動を可視化できます。危険度の高いユーザのリストと、環境での危険な行
動に関する上位の警告サマリーを表示します。ユーザまたは警告を選択す
れば、危険な行動と発生したタイムラインの詳細を表示できます。管理者
またはUEBAアナリスト  ロールを割り当てられたNetWitness Platformユーザ
は、このビューにアクセスできます。この機能の詳細については、
『NetWitness UEBAユーザ ガイド』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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一般的に、アナリストの調査の対象となるようなイベントには、他とは異なる特徴を見いだすことができ
ます。アナリストは、何かを突き止めてから、その結果に基づいて次の調査ポイントに移動する必要が
あるため、多くの調査は、1つのビューで始まって、別のビューで終わります。次の図は、調査のワークフ
ローの概要を示しています。
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メタデータ、クエリ、時間に焦点を当てた調査

アナリストは、インシデント対応ワークフローに追加すべきイベントをハンティングする場合や、別のツール
がイベントを生成した後で戦略的な分析を行う場合に、NetWitness Investigateを使用します。［ナビ
ゲート］ビュー、［イベント］ビュー、［イベント分析］ビューのいずれかを開き、次のように調査します。

 l まず、サービスから特定の時間範囲のデータを取得するクエリを実行し、メタデータを使用してそこか

らイベントのサブセットをフィルタリングします。フィルタリングされたイベントの1つを再構築または分析

し、別のイベントに対しても再構築または分析の処理を繰り返します。

 l 詳細な確認が必要なイベントを見つけた場合、イベントに関連するコンテキストを表示し、インシデ

ントを作成するか、既存のインシデントに追加するかを決定します。イベントをインシデントに追加し

ない場合は、さらに洞察を進めるため、別のクエリを実行します。つまり、再度ワークフローの先頭か

ら開始します。

 l ネットワーク内の特定のホストでの疑わしいアクティビティまたはファイルに気付いた場合は、［ホスト］

ビューと［ファイル］ビューまたはスタンドアロンNetWitness Endpoint Serverで、ホストとそのホストで見つ

かったファイルに関する追加情報を収集できます。

 l マルウェアを含む可能性があるファイルまたはイベントを見つけた場合は、ファイルのMalware 
Analysisスキャンを実行するか、Malware Analysisを開いてイベントが表示されたサービスのスキャン

を開始することができます。

たとえば、外国との不審なトラフィックを危惧する場合、Destination Countryメタ キーを確認することによ
り、実際のすべての宛先と通信の頻度を明らかにすることができます。これらの値を詳しく調べていくと、
送信元と送信先のIPアドレスなど、トラフィックの特性が分かります。他のメタ データを調べると、この2つ
のIPアドレス間で交換されているファイルの特性を明らかにできる場合があります。

エンドポイント分析に焦点を当てた調査

アナリストは、［ホスト］ビューと［ファイル］ビューで、IPアドレス、ホスト名、MACアドレスなどの属性を使
用して、ホストまたは ファイルを調査したり、分析を行います。

 l ［対応］ビューでのインシデントのトリアージでは、重要な情報( ホスト名やファイル名など) を確認した

り、コンテキストをハイライト表示します。

 l 調査に移動して、［ナビゲート］ビューを開きます。Endpoint Analysisメタ グループを選択して、作成

されたメタデータを確認します。

 l ［イベント分析］ビューでメタデータを表示してイベントを分析します。［イベント  メタ］パネルで、［ホス

ト  ルックアップ］を選択します。

 l ［ホスト］ビューで、ホスト名をクリックし、エンドポイント  データ、スナップショット、セキュリティ設定など

のサマリを表示します。

 l オン デマンド  スキャンを実行して、最新情報を取得します( 必要な場合) 。

 l 特定のファイル名、パス、ハッシュなどの検索条件を指定して、すべてのスナップショットに対して検

索を実行します。

 l プロセス、Autorun、ファイル、ライブラリ、ドライバ、システム情報を確認してさらに調査します。
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 l ［ファイル］ビューで、いくつかの指標( ファイル名、ファイル サイズ、エントロピー、形式、会社名、署

名、チェックサムなど) を使用してファイルをフィルタリングし、［ナビゲート］ビューに移動して、ネットワー

ク内の他のホスト上に存在するかどうかを確認します。

NetWitness Respondのインシデントとアラートに焦点を当てた調査

NetWitness Respondの［対応］ビューで、インシデントまたはアラートを処理するアナリストは、
NetWitness Investigateの［調査］ビュー( ［ナビゲート］ビュー) でインシデントを開いて、イベントまたはア
ラートのより深い分析を実行できます。

 l 通常、インシデント対応のワークフローは［対応］ビューから始まります。このビューでインシデントを調

査するアナリストは、NetWitness Investigateでインシデントに関するインテリジェンス情報を収集する

必要があります。IPアドレスなど、インシデントまたはアラートにある下線が引かれたエンティティの上

にマウス ポインターを移動し、［Investigateへの移行］＞［ナビゲート］のアクションを選択します。［ナビ

ゲート］ビューが開き、選択したエンティティに対してフィルタ処理されます。Netwitness Respondから

調査を開始すると、定義されたメタ キーを使用してクエリーが実行され、収集されたパケット、ログ、

エンドポイント  イベントの内容が［ナビゲート］ビューに表示されます。

 l インシデントに関連したイベントを見つけた場合は、NetWitness Respondのインシデントにイベントを

追加できます。Investigateで見つかった1つ以上のイベントに基づいて、Respondの新しいインシデント

を作成することもできます。

 l ( バージョン11.2以降) Respondの「インシデントの詳細」ビューの［インジケータ］パネルから、「イベント

分析」ビューを開いて、インジケータ イベントをよりよく理解することができます。

NetWitness Investigate［調査］ビュー 
このセクションでは、メイン ビュー( ナビゲート、イベント、イベント分析、ホスト、ファイル、Malware 
Analysis) ごとの簡単な説明と例を示し、見つかったデータの追加コンテキスト、つまり［コンテキスト  ルッ
クアップ］パネルと［イベントの再構築］ビューを紹介します。

［ナビゲート］ビュー

［ナビゲート］ビューでは、Broker、Concentrator、Decoder上にある収集されたパケット、ログ、エンドポイ
ント  イベントのコンテンツにドリル ダウンし、クエリを実行する機能を提供します( ただし、Decoderに対す
る調査は一般的ではありません) 。

 l サービスを選択すると、そのサービスに定義されたメタ キーがクエリされ、メタ値とイベント数が返されま

す。任意のレベルで値をクリックすると、詳細な結果が表示されます。

 l IPアドレスやホスト名などの特定の構成済みメタ キーの場合は、Context Hubを使用して値に関す

る追加のコンテキスト情報を検索できます。追加のコンテキストには、インシデント、アラート、値が記

載されたその他のソースが含まれます。

 l また、［ナビゲート］ビューでは、タイムライン内のデータのシーケンシャルなビジュアル化も提供します。

ここでは、期間を選択してズーム イン表示できます。
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次の図は、ナビゲートビューを示しています。

［イベント］ビュー

［イベント］ビューには、イベントのシーケンシャル表示と安全な再構築を行えるよう、パケット、ログ、エン
ドポイント  イベントがリスト形式で表示されます。

 l ［ナビゲート］ビューで表示しているメタ値の［イベント］ビューを開くことができます。

 l サービスをナビゲートするための十分な権限がない場合、［イベント］ビューはスタンドアロンの

［Investigation］ビューになります。アナリストは、最初にメタデータをドリル ダウンすることなく、

NetWitness Platform Coreサービスからのネットワーク、ログ、エンドポイント  イベントのリストにアクセス

できます。

 l ［イベント］ビューでは、イベント情報が3つの標準形式( イベントの簡単なリスト、イベントの詳細なリ

スト、ログ ビュー) で表示されます。

 l IPアドレスやホスト名などの特定の構成済みメタ キーの場合は、Context Hubを使用して値に関す

る追加のコンテキスト情報を検索できます。追加のコンテキストには、インシデント、アラート、値が記

載されたその他のソースが含まれます。

 l イベントや関連ファイルをエクスポートしたり、イベントからインシデントを作成することができます。
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次の図は、［イベント］ビューを示しています。

［イベント分析］ビュー

［イベント分析］ビューは、アナリストがイベント内のパケット、テキスト、ファイルを表示できる対話型の
ツールで、特定のタイプの情報を視覚的にハイライト表示できます。パケット、テキスト、ファイルなどの
再構築のタイプに応じて、異なる情報が関連付けられます。

 l IPアドレスやホスト名などの特定の構成済みメタ キーの場合は、Context Hubを使用して値に関す

る追加のコンテキスト情報を検索できます。追加のコンテキストには、インシデント、アラート、値が記

載されたその他のソースが含まれます。

 l ファイルを表示するときは、ローカル ファイル システムにzipアーカイブでファイルをエクスポートできま

す。

 l ［テキスト］ビューからログをダウンロードし、［パケット］ビューからパケットをエクスポートすることができま

す。
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次の図は、［イベント分析］ビューの例です。

［ホスト］ビュー

［調査］＞［ホスト］ビューには、エージェントがインストールされたすべてのホストが表示されます。デフォ
ルトで、ホストは最後のスキャン時間の順に表示され、リストの一番上に最も最近スキャンされたホスト
が表示されます。ホストの詳細にドリル ダウンするための機能が提供されます。次の図は、［ホスト］
ビューの例です。

このビューでは、次のタスクを実行できます。

 l ホストの調査を絞り込み、ホストの詳細を表示し、ホストを削除するためにフィルタリングとソートを行
います。

 l CSVファイルへのホスト属性のエクスポート

 l 選択したホストのスキャンの開始または停止

 l 特定のホストを調査するため［ナビゲート］ビューまたは［イベント分析］ビューへ移動

注：導入環境でNetWitness Endpoint 4.4.0.2以降を使用している場合は、4.4.0.2エージェントがイン
ストールされているホストが表示され、エージェントのバージョンを使用して識別することができます。こ
れらのホストを調査する方法の詳細については、「NetWitness Endpoint 4.4.0.2以降のホストの調査」
を参照してください。
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ホスト名をクリックすることで、詳細なスキャン結果を表示できます。この図は、［概要］タブの詳細なス
キャン結果の例です。

 

実行できる操作：

 l すべてのスナップショットの検索( 検索フィールドとして、ファイル名、ファイル パス、ファイルSHA-256
チェックサムを使用できます) 。

 l 複数のスナップショットの表示。デフォルトで、最新のスナップショットに関するデータが表示されます。

 l 次のタブで追加のホスト情報を表示：概要、プロセス、Autorun、ファイル、ドライバ、ライブラリ、シス

テム情報。

 l 選択されたホストの特定のスナップショットから、すべてのカテゴリのエンドポイント  データをJSON形式

でエクスポート。

［ファイル］ビュー

［ファイル］ビューには、導入環境で見つかったファイルのリストとそれらの関連プロパティが表示されます。
デフォルトで、ファイルは初回確認時刻の順に表示されます。メモリにロードされた次のファイル タイプの
情報がスキャンにより収集されます。

 l Portable Executable( PE) ファイル( Windows) - exe、dll、sysファイルです。各ファイルのプロパティと
して、チェックサム、コンパイルの詳細、ファイル内に存在するさまざまなセクション、インポートされたラ
イブラリ、証明書の詳細( 署名者、拇印、会社名) を表示できます。

 l Macho( Mac) - アプリケーション バンドル、dylib、カーネル拡張機能です。各ファイルのプロパティとし

て、チェックサム、ファイル内に存在するさまざまなセクション、インポートされたライブラリ、証明書の詳

細( 署名者、拇印、会社名) を表示できます。

 l ELF( Executable and Linkable Format) ( Linux) - 各ファイルに、チェックサム、ファイル内に存在するさ

まざまなセクション、インポートされたライブラリに関する情報が含まれています。
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次の図は、［ファイル］ビューの例です。

［ファイル］ビューでは、次のタスクを実行できます。

 l 調査対象を絞り込むためのファイルのフィルタリングとソート

 l 特定のファイルを調査するため［ナビゲート］ビューまたは［イベント分析］ビューへ移動します。

 l ファイルをCSVファイルへエクスポートします。

［Malware Analysis］ビュー
［Malware Analysis］ビューは、特定の種類のファイル オブジェクト ( Windows PE( Portable Executable) 、
PDF、MS Officeなど) を解析し、悪意のあるファイルである可能性を評価できます。次の図は、
［Malware Analysis］ビューを示しています。
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［Malware Analysis］ビューは直接開くことができます。または、右クリック メニュー アクションを使用する
と、［ナビゲート］ビューから、現在のドリルダウン ポイントでメタ値からマルウェアのスキャンを実行すること
ができます。複数レベルのスコア モジュールを活用すると、収集された大量のファイルに優先度を付け
て、悪意のあるファイルである可能性が最も高いファイルの解析作業を重点的に実行できます。

イベントのコンテキスト情報

［ナビゲート］ビュー、［イベント］ビュー、［イベント分析］ビュー( バージョン11.2以降) では、［コンテキスト  
ルックアップ］パネルに、Context Hubに定義されたイベントの構成要素( IPアドレス、ユーザ、ホスト、ドメ
イン、MACアドレス、ファイル名、ファイル ハッシュ) に関する詳細情報が表示されます。

 l イベントの洞察を深めるため、イベントの構成要素のデータは、関連するインシデント、アラート、カス

タム リスト、Archerの資産情報、Active Directoryの詳細、NetWitness Endpoint IIOCなどから入手

することができます。

 l データ ポイントをクリックして［ナビゲート］ビューに移ることができます。

注：ArcherアセットとActive Directoryの詳細は、［イベント分析］ビューのコンテキスト  ルックアップで使
用できます。Endpointのコンテキスト  ルックアップは、NetWitness Endpoint 4.4.0.2以降のホストで使用
でき、NetWitness Endpoint 11.1のホストでは使用できません。

以下の図は、［ナビゲート］ビューおよび［イベント分析］ビューの［コンテキスト  ルックアップ］パネルを示し
ています。
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イベントの再構築

NetWitness Investigate［調査］ビューの中の、次の3つのビューからイベントを再構築することができます：
［ナビゲート］ビュー、［イベント］ビュー、［イベント分析］ビュー。さらなる調査が必要なイベントを検出し
た場合は、イベント本来の形式と同様の形式で安全にイベントを再構築することができます。イベント
のレンダリングでは、お使いのシステムやブラウザに対する悪影響を制限するため、イベントに含まれる
可能性がある動的またはアクティブなコードの使用を制限しています。以前に表示されたイベントを表
示するときのパフォーマンスを向上させるため、キャッシュが使用されます。各アナリストには再構築デー
タ用に個別のキャッシュがあり、自身のキャッシュにある再構築イベントにのみアクセスできます。
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［イベント］ビューまたは［ナビゲート］ビューのイベント再構築には、イベントに関するrawデータ、メタ キー
とメタ値がリスト形式で表示されます。次の図は、イベントの再構築の例です。

「ナビゲート」ビューまたは「イベント」ビューからのイベント再構成では、次を行えます。

 l 再構築の画面で次ページに移動すると、次のイベントの再構築が同じ形式で表示されます。

 l データのタイプ( メタデータ、テキスト、16進数、パケット、Web、メール、ファイル、自動選択される最

適な再構築) に合わせてさまざまな方法を使用してイベントを再構築することができます。

 l パケット  キャプチャ ファイルをエクスポートしたり、ファイルを抽出したり、イベントのメタ値をエクスポート

することができます。

［イベント分析］ビューには、rawデータ、メタ キーとメタ値を含む、対話形式のイベント再構築が表示さ
れます。次の図は、［イベント分析］ビューの再構築の例です。
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［イベント分析］ビューの再構築では、次を行えます。

 l データのタイプ( メタデータ、テキスト、16進数、パケット、ファイル) に合わせてさまざまな方法を使用し

てイベントを再構築することができます。

 l ヘッダーとペイロードの情報がハイライト表示されます。

 l デコードおよびエンコードされたペイロードを表示し、一般的なファイル シグネチャを確認できます。

 l メタ キーまたはメタ値の場所を再構築の中から検索できます。

 l イベントとファイルをエクスポートできます。
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NetWitnessの［調査］ビューおよび環境設定の構成

アナリストは、NetWitnessの［調査］ビューと動作を構成できます。［調査］ビューの外観や表示される情
報のタイプ、結果表示やイベント再構築のパフォーマンスに影響する要素はカスタマイズすることができ
ます。構成可能な設定にはいずれも、ほとんどの環境で適切に機能するデフォルト値が設定されてい
ますが、それらの値は、アナリストが必要に応じて調整できます。

Investigationを使用して解析を実施するアナリストのユーザ アカウントには、適切なシステム ロールと権
限を付与する必要があります。管理者は「システム セキュリティとユーザ管理ガイド」( 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。) の
説明に従って、ロールと権限を設定する必要があります。

次のトピックで、詳細を説明しています：

 l ［ナビゲート］ビューおよび［イベント］ビューの構成

 l ［イベント分析］ビューの構成

 l Malware Analysis［イベントのサマリ］ビューの構成

NetWitnessの［調査］ビューおよび環境設定の構成 30

https://community.rsa.com/docs/DOC-81328


NetWitness Investigateユーザガイド

［ナビゲート］ビューおよび［イベント］ビューの構成

アナリストは、［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューでデータを解析する際の、NetWitness Platformのパ
フォーマンスや動作に影響する環境を設定できます。これらの設定の一部はNetWitness Platform内の
次の2つの場所にあり、どちらの場所で変更を行っても、もう一方のビューに変更が適用されるように
なっています。

 l ［ナビゲート］ビューおよび［イベント］ビューの［調査］ビュー＞［設定］ダイアログ。

 l ［プロファイル］＞［環境設定］パネル＞［Investigation］タブ。  

 l ［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューの［検索オプション］ドロップダウン。

［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューの設定へのアクセス

設定にアクセスするには、次のいずれかを実行します。

 l ［ナビゲート］ビューのツールバーで、［設定］オプションを選択します。
［ナビゲート］ビューの［設定］ダイアログが表示されます。

注：バージョン11.0で追加された［イベント］パネルにイベントを挿入するための設定が、バージョン
11.1では［イベント］ビューの［設定］パネルに移動されました。

 l ［イベント］ビューのツールバーで、［設定］オプションを選択します。

［イベント］ビューの［設定］ダイアログが表示されます。
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注：バージョン11.1以降で、［イベント  パネルにイベントを挿入］設定が追加されました。

 l NetWitness Platformの右上で、［ ］＞［ ］に移動し、［環境設定］パネルで、
［Investigation］タブをクリックします。
［Investigation］パネルが表示されます。最初の図は、バージョン11.1の［Investigation］パネルを示し、
2つ目の図は、検索オプションのレイアウトが改善された11.2のパネルを示しています。
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［ナビゲート］ビューでの値のロード  パラメータの調整

いくつかの設定は、［値］パネルで値をロードする際のNetWitness Platformのパフォーマンスに影響しま
す。デフォルト値は一般的な使用方法に基づいて設定されているため、アナリストはこれらの設定を自
分の調査内容に合わせて調整できます。これらの設定を調整するには、次の手順を実行します。

 1. ［Investigation］タブに移動するか、［ナビゲート］ビューの［設定］ダイアログに移動します。

 2. 次のパラメータを調整します。

 l 閾値： ［値］パネルでメタ キー値にロードするセッションの最大数の閾値を設定します。閾値を高

くすると、値が正確にカウントされますが、その分ロード時間が長くなります。デフォルト値は

100000です。

 l 結果の最大数： この設定は、［ナビゲート］ビューで開いているメタ キーについて、［メタ キー］メ

ニューで［最大まで表示］を選択した場合にロードする値の最大数を制御します。デフォルト値

は1000です。

 l セッション エクスポートの最大数： 単一のPCAPファイルまたはログファイルでエクスポートできるイベ

ントの数を指定します。

 l ログ ビューの最大文字数： ［調査］＞［イベント］＞［ログ テキスト］に表示する最大文字数を設

定します。デフォルト値は1000です。

 l メタ値の最大文字数： ［ナビゲート］ビューの［値］パネルに表示されるメタ値名の最大文字数を

設定します。デフォルト値は60です。
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 l デバッグ情報の表示： NetWitness Platformの［ナビゲート］ビューで階層リンクの下にwhere句を

表示する場合、またBrokerで集計したサービスごとに経過したロード時間を表示する場合は、こ

のチェックボックスをオンにします。デフォルト値はオフです。

 l ［イベント  パネルのイベントを挿入モードで表示］： このオプションは［イベント］ビューのページング

に影響します。詳細については、「［イベント］ビューでの取得とデフォルトの再構築の調整」で説

明します。

 l 値の自動ロード： NetWitness Platformの［ナビゲート］ビューで選択したサービスの値を自動的に

ロードするには、このオプションをオンにします。このオプションを選択しない場合、NetWitness 
Platformには［値のロード］ボタンが表示され、ロードする値のオプションを変更することができま

す。デフォルト値はオフです。

 3. ［適用］をクリックします。

設定はすぐに反映され、次に値をロードしたときに表示されます。

［ナビゲート］ビューおよび［イベント］ビューのパラメータの構成

いくつかの設定は、［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューで値をロードする際のNetWitness Platformのパ
フォーマンスに影響します。デフォルト値は一般的な使用方法に基づいて設定されているため、アナリ
ストはこれらの設定を自分の調査内容に合わせて調整できます。［ナビゲート］ビューと［イベント］ビュー
でこれらのパラメータを別々に設定できます。1つのビューで構成された設定が自動的にもう1つのビュー
に適用されることはありません。これらの設定を調整するには、次の手順を実行します。

 1. ［Investigation］タブに移動するか、［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューの［設定］ダイアログに

移動します。

 2. 次のパラメータを調整します。

 l Live Connect：リスクのある値をハイライト表示：NetWitness PlatformでRSAコミュニティによりリス

クが高いと見なされるIPアドレスのみをハイライト表示して表示する場合は、このオプションをオン

にします。選択しない場合、NetWitness PlatformではすべてのIPアドレスが表示されます。このオ

プションはデフォルトではオフになっています。

 l デバイスごとのローカル キャッシュを使用： 選択したサービスからローカルにキャッシュされるデータ

の使用を指定することができます。このオプションはデフォルトではオフになっています。オフにする

と、最初のロード後にInvestigateのビューにキャッシュされたデータを表示するのではなく、

Investigateが新しいクエリをデータベースに送信します。オンにすると、Investigateがローカル キャッ

シュのデータを使用します。  

 l 完了したPCAPのダウンロード： ［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューで抽出されたPCAPのダウン

ロードを自動化できます。これにより、抽出されたPCAPがブラウザによりダウンロードされ、PCAP
ファイルのデフォルトのアプリケーション( Wiresharkなど) で開くことができます。このオプションはデ

フォルトではオフになっています。このオプションを有効にする場合は、PCAPを開くことができるアプ

リケーションがローカル ファイル システムにインストールされており、PCAPファイル形式を処理する

デフォルトのアプリケーションとして設定されていることを確認します。

 l Live Connect：リスクのある値をハイライト表示： このオプションをオフにすると、Live Connectで使

用可能なコンテキストを持つすべてのメタ値が、［ナビゲート］ビューの［値］パネルでハイライト表

示されます。このオプションをオンにすると、Live Connectでコンテキストを持つ値のうち、コミュニ
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ティによってリスクが高い/不審である/安全でないと判断された値のみがハイライト表示されます。

デフォルトでは、このオプションはチェックが外れています( オフ) 。

 3. ［適用］をクリックします。

設定はすぐに反映されます。

デフォルトのログ エクスポート形式の構成

［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューでは、ログをさまざまな形式でエクスポートすることができます。使
用可能なオプションは、テキスト、XML、CSV( コンマ区切り値) 、JSONです。ログ エクスポート形式の
デフォルト設定はありません。ここで形式を選択しない場合、ログのエクスポートを呼び出すときに、
NetWitness Platformで選択のダイアログが表示されます。ログのエクスポート形式を選択するには、次
の手順を実行します。

 1. ［Investigation］タブに移動するか、［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューの［設定］ダイアログに

移動します。

 2. ［ログのエクスポート形式］ドロップダウン メニューからオプションを1つ選択します。

 3. ［ 適用  ］をクリックします。

設定がすぐに反映されます。

デフォルトのメタ エクスポート形式の構成

［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューから、メタ値をさまざまな形式でエクスポートすることができます。使
用可能なオプションは、テキスト、CSV、TSV( タブ区切り値) 、JSONです。メタ エクスポート形式のデ
フォルト設定はありません。ここで形式を選択しない場合、メタ値のエクスポートを呼び出すときに、
NetWitness Platformで選択のダイアログが表示されます。メタ値のエクスポート形式を選択するには、
次の手順を実行します。

 1. ［Investigation］タブに移動するか、［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューの［設定］ダイアログに

移動します。

 2. ［メタ エクスポート形式］ドロップダウン メニューからオプションを1つ選択します。

 3. ［適用］をクリックします。

設定がすぐに反映されます。

［イベント］ビューでの取得とデフォルトの再構築の調整

［イベント］ビューでのNetWitness Platformによるイベントの取得と再構築の方法を制御するパラメータを
いくつか構成できます。これらのパラメータを調整するには、以下の手順を実行します。

 1. ［Investigation］タブに移動するか、［イベント］ビューの［設定］ダイアログに移動します。

 2. 次のパラメータを構成します。

 l ［Investigationページのロードの最適化］：ページ表示のオプションを設定します。最適化した場

合、イベント  リストで可能な限り速く結果が返されますが、イベント  リストのページ移動機能が無

効になります。このボックスをオフにすると、イベント  リストのページ移動機能が有効になり、リスト

の特定のページ( または最後のページ) に移動できるようになります。デフォルト値は［有効］で

す。
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 l ［デフォルト  セッション表示］：［イベント］ビューでのデフォルトの再構築のタイプを選択します。デ

フォルト値は［最適な表示］で、イベントに最も適した表示方法でイベントが表示されます。

 3. ［Investigation］タブに移動するか、［ナビゲート］ビュー( 11.1) または［イベント］ビュー( 11.2) の［設

定］ダイアログに移動して、［イベント  パネルにイベントを挿入］オプションを設定します。このオプショ

ンを選択すると、［イベント］パネルに表示されるイベントは段階的に追加されます。たとえば、次の

ページ アイコンをクリックするたびに、イベントの次の増分が追加されていき、最初は1～25で、次が

1～50、その次が1～75などのように増えてきます。このオプションは、［Investigationページのロードの

最適化］オプションが有効な場合にのみ使用できます。

 4. 変更をすぐに有効にするには、［適用］をクリックします。

Webコンテンツ再構築におけるカスケーディング スタイル シート表示の有効化または無効化

アナリストは、Webコンテンツ再構築の際のCSS( カスケーディング スタイル シート ) の使用を有効にでき
ます。有効にすると、Webの再構築にCSSスタイルとイメージが含まれるようになり、再構築の表示と元
のWebブラウザの表示が一致するようになります。これには、関連するイベントのスキャンと再構築、ター
ゲット  イベントで使用されるスタイル シートとイメージの検索が含まれます。このオプションは、デフォルト
で有効化されています。特定のWebサイトの表示に問題がある場合は、このオプションを無効化してく
ださい。  

注：関連する画像とスタイル シートが見つからないか、Webブラウザのキャッシュからロードされなかった
場合は、再構築されたコンテンツの外観が元のWebページと完全には一致しない可能性がありま
す。また、クライアント側のすべてのjavascriptがセキュリティ目的で削除されるため、クライアント側の
javascriptを経由して動的に実行されるレイアウトまたはスタイルは、再構築では表示されません。

このオプション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. ［Investigation］タブに移動します。

 2. ［WebビューのCSS再構築を有効化］チェックボックスをオンにします。

 3. ［適用］をクリックします。

設定がただちに有効になり、次のWebコンテンツ再構築時に表示されます。

検索オプションの構成

［検索］フィールドに検索文字列を入力するときに適用される検索オプションを構成することができま
す。［プロファイル］＞［環境設定］パネル＞［Investigation］タブ、または［ナビゲート］および［イベント］
ビューの［検索オプション］ドロップダウン メニューで検索オプションを編集します。検索オプションの構成
には、次を行います。

 1. 検索オプションに移動します。

次の図は、バージョン11.2の［検索オプション］ドロップダウン メニューを示しています。

NetWitnessの［調査］ビューおよび環境設定の構成 36



NetWitness Investigateユーザガイド

 2. 検索に適用するオプションを選択します。各オプションの詳細については、「テキスト  パターンの検

索」を参照してください。

 3. 検索設定を保存にするには、［適用］をクリックします。

設定が保存され、すぐに反映されます。  
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［イベント分析］ビューの構成

注：このトピックに記載されている情報はRSA NetWitness® Platform バージョン11.1以降に適用され
ます。

バージョン11.1以降では、アナリストが［調査］＞［イベント分析］ビューを使用してデータを分析する際
に、環境設定によりNetWitness Platformの動作を調整することができます。［イベント分析］ビューを開
いている間は、［調査］ビューのメイン ツールバーの外観が異なります。次の2つのボタンから環境設定ダ

イアログにアクセスすることができます： と 。［ユーザ］メニュー( ) はタイム ゾーンなどのグローバル
なユーザ環境設定が中心であるのに対して、イベント環境設定メニュー( ) は［イベント分析］ビュー
内の動作に関するユーザ環境設定が中心です。このセクションの後半では、両方の環境設定につい
て説明します。

デフォルトの［調査］ビューの設定

デフォルトの［調査］ビューは、グローバルな［ユーザ環境設定］ダイアログ( NetWitness Platformブラウザ 
ウィンドウの右上にある を選択) で設定します。
［ユーザ環境設定］ダイアログに、Investigateビューの現在の環境設定が表示されます。ここで、［調
査］ビューを開いた時に表示されるデフォルトのビューを選択できます。［イベント分析］ビュー、［ホスト］
ビュー、［ファイル］ビュー。
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グローバルなユーザ環境設定については、『NetWitness Platformスタート  ガイド』に詳細が記載されて
います。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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［イベント分析］ビューのユーザ環境設定を設定する

バージョン11.1以降では、［イベント分析］ビューに関連した環境設定を設定できます。ここで選択した
環境設定は、ユーザ単位で維持され、特定のユーザがアプリケーションにログインするたびに適用されま
す。

［イベント分析］ビュー操作時のデフォルト値を設定するには、次の手順に従います。

 1. ［イベント分析］ビューが開いた状態で、 をクリックします。

 2. ［デフォルトの［イベント分析］ビュー］ドロップダウン メニューで、［イベント分析］パネルでイベントを開

いたときに表示するデフォルトの再構築タイプを選択します。［テキスト分析］、［パケット分析］、

［ファイル分析］のいずれかを選択します。

デフォルトの再構築タイプを選択しなかった場合は、ログ イベントおよびエンドポイント  イベントでは

テキスト分析が、それ以外のイベントではパケット分析がデフォルトの再構築タイプとして選択され、

パケット分析が表示されます。デフォルトの再構築タイプを選択した場合は、指定したタイプが、デ

フォルトの再構築タイプとして使用されます。どちらの場合も、デフォルトの再構築タイプは出発点

であり、作業中にタイプを変更して、選択したタイプで再構築を表示することができます。

 3. ［デフォルトのログ形式］ドロップダウンで、ログをエクスポートするときのダウンロード形式を選択しま

す。［ログのダウンロード］、［XMLのダウンロード］、［CSVのダウンロード］、［JSONのダウンロード］

のいずれかを選択します。ここで形式を選択しなかった場合、デフォルトのダウンロード形式は［ログ

のダウンロード］です。これらのオプションは、ダウンロード時にドロップダウン メニューから選択すること

もできます。

 4. ［デフォルトのパケット形式］ドロップダウン メニューで、パケットをダウンロードするときのデフォルトの形

式を選択します。これらのオプションは、ダウンロード時にドロップダウン メニューから選択することもで

きます。
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 l PCAPのダウンロード：イベント全体をパケット  キャプチャ( *.pcap) ファイルとしてダウンロードしま

す。

 l すべてのペイロードのダウンロード：ペイロードを*.payloadファイルとしてダウンロードします。

 l リクエスト  ペイロードのダウンロード：リクエスト  ペイロードを*.payload1ファイルとしてダウンロードし

ます。

 l レスポンス ペイロードのダウンロード：レスポンス ペイロードを*.payload2ファイルとしてダウンロード

します。

 5. ［クエリの時間形式］では、［データベースの時間］と［現在の時間］のどちらかを選択します。［イベン

ト分析］ビューには、データベースの時間または現在の時間に基づいて結果を表示できます。ここで

時間形式を設定すると、ユーザ固有の環境設定として、再度変更されるまで設定が維持されま

す。この環境設定のデフォルト設定は［データベースの時間］です。これは［ナビゲート］ビューと［イベ

ント］ビューでクエリ結果を表示するために使用される時間形式と同じです。

 l ［データベースの時間 ,］を選択した場合、クエリの開始時刻と終了時刻はイベントが保存された

時刻に基づきます。

 l ［現在の時間］を選択した場合は、ユーザ環境設定に設定されたタイムゾーンの現在の時刻に

基づいてクエリが実行されます。
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Malware Analysis［イベントのサマリ］ビューの構成

［イベントのサマリ］には、調査中のスキャンのサマリが表示されます。またサマリの下にはチャートやリスト
などの構成可能なダッシュレットが表示されます。デフォルトで、スキャンの［イベントのサマリ］は、デフォ
ルトのダッシュレットが表示された状態で開きます。デフォルトのダッシュレットを追加、変更、削除して、
ビューをカスタマイズできます。構成されたダッシュレットのカスタマイズは、別のスキャン調査の間も維持
され、またデフォルトのダッシュレットはいつでも復元できます。デフォルトのダッシュレットは次のとおりで
す。

 l イベントのサマリ( 固定)

 l イベント  タイムライン

 l 極めて疑わしいマルウェアの上位リスト

 l メタ ツリーマップ

 l スコア ホイール

 l メタの内訳

次の図はデフォルトのイベントのサマリの例です。

このトピックの後半で、ダッシュレットの管理と構成の手順を説明します。

ダッシュレットの追加

Malware Analysisの［イベントのサマリ］には、ダッシュレットの複数のコピーを追加できます。ダッシュレッ
トを追加するには、次の手順を実行します。

 1. ツールバーで［追加］を選択します。

ダッシュレットのドロップダウン リストが表示されます。ビジュアル表示には、スコア ホイール、メタ ツ
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リーマップ、メタの内訳、イベント  タイムラインの4つがあります。これ以外の3つのダッシュレットは、

NetWitness Platformダッシュボードで使用できるダッシュレットと同じです ( 高確率IOCとハイスコアの

マルウェア、極めて疑わしいマルウェアの上位リスト、ゼロデイの可能性が高いマルウェアの上位リス

ト ) 。これらの一般的なダッシュレットの詳細については、「RSA Content for RSA NetWitness 
Platform」の「Dashlets」を参照してください。

 2. ダッシュレットを選択します。

新しいダッシュレットが、既存のダッシュレットの下に追加されます。

 3. ダッシュレットが既存のダッシュレットのコピーである場合は、新しいダッシュレットの名前を別の名前

に変更してください。

ツールバー オプションを使用したダッシュレットの変更または削除

各ダッシュレットには、そのダッシュレットを変更するためのオプションを備えたツールバーがあります。
チャートの構成設定は共通していますが、一部のダッシュレットには、他のダッシュレットにはない追加の
設定があります。

ツールバー オプションを使用する方法

 l ダッシュレットを閉じてタイトル バーしか表示されないようにするには、 をクリックします。

 l 閉じているダッシュレットを開くには、 をクリックします。

 l ダッシュレットの構成可能な設定を表示するには、 をクリックします。

ダッシュレットの設定ダイアログが表示されます。

 l ダッシュレットを削除するには、 をクリックします。

複数のダッシュレットに閾値フィルタを適用

ダッシュレットには、4つのカテゴリー( 静的、ネットワーク、コミュニティ、サンドボックス) の特定のスコアに一
致したイベント、上回ったイベント、下回ったイベントだけを表示するように閾値を設定できます。この
手順では、ダッシュレットのタイプごとに閾値を設定します。具体的には、イベント  タイムライン、スコア 
ホイール、メタ ツリーマップです。個々のダッシュレットに閾値を設定することもできます。

 1. ツールバーで、 ＞［閾値フィルタの適用］を選択します。

［閾値フィルタの適用］ダイアログが表示されます。
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 2. 1つまたは複数のダッシュレット  タイプを選択します。具体的には、イベント  タイムライン、スコア ホ
イール、メタ ツリーマップです。

 3. 対応するスライダーをドラッグするか、数値を入力し、ドロップダウン リストから演算子として=、>=、
<=のいずれかを選択します。

 4. ［適用］をクリックします。

［イベントのサマリ］で選択したダッシュレット  タイプに閾値フィルタが適用されます。

ダッシュレットのタイトルおよびカテゴリー オプションの設定

 1. ダッシュレットの構成可能な設定を表示するには、 をクリックします。

ダッシュレットの［オプション］ダイアログが表示されます。

 

NetWitnessの［調査］ビューおよび環境設定の構成 44



NetWitness Investigateユーザガイド

 2. ダッシュレットの新しいタイトルを［タイトル］フィールドに入力します。

 3. 高確率タグのイベント ( イベントに有害なコードが含まれている確率が高いことを意味する) のみを

表示するには、［高確率フラグのみ］オプションをチェックします。

 4. 4つのカテゴリー( 静的、ネットワーク、コミュニティ、サンドボックス) で特定の値を上回るスコアのイベン

トのみを表示するには、対応するスライダーをドラッグするか、数値を入力して、ドロップダウン リスト

から演算子として=、>=、<=のいずれかを選択します。

 5. ［適用］をクリックします。

タイトルとフィルタがダッシュレットに適用されます。

ダッシュレットの整列

［イベントのサマリ］でのダッシュレットの表示順序を変更する方法

 1. ツールバーで、 ＞［ダッシュレットの整列］を選択します。

［ダッシュレットの整列］ダイアログが表示されます。
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 2. 上または下に移動するダッシュレットを選択して、 または をクリックします。

 3. 並べ換えが完了したら、［適用］をクリックします。

ダイアログが閉じ、選択内容に合わせて［イベントのサマリ］でのダッシュレットの表示順序が変更さ

れます。

デフォルトのダッシュレットを復元

ダッシュレットの追加、変更、並べ替えを行った後で、ダッシュレットの表示をデフォルト設定に戻すこと
ができます。デフォルトのダッシュレットを復元する方法

 1. ツールバーで、 ＞［デフォルトの構成をリストア］を選択します。

構成を復元するかどうかの確認を求めるダイアログが開きます。

 2. 次のいずれかを実行します。

 a. 構成済みのダッシュレット表示設定を維持する場合は、［いいえ］をクリックします。

 b. デフォルト設定を復元する場合は、［はい］をクリックします。

ダッシュレットの表示がデフォルトの表示に戻ります。
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調査の開始

NetWitness Platformでは、調査の目的に応じて、［ナビゲート］ビュー、［イベント］ビュー、［イベント分
析］ビュー、［ホスト］ビュー、［ファイル］ビュー、［Malware Analysis］ビューのどこからでも調査を開始でき
ます。

注：ユーザがNetWitness Platformで調査を実行するには、特定のユーザ ロールおよび権限が必要で
す。分析タスクを実行できなかったり、ビューを表示できない場合、ロールや権限が不足している可
能性があります。［ホスト］ビューと［ファイル］ビューはバージョン11.1以降で使用可能です。［イベント
分析］ビューはバージョン11.0で使用可能でしたが、11.0では［イベント］ビューを経由してアクセスする
必要がありました。バージョン11.1以降では、［イベント分析］ビューに直接アクセスできます。

メタデータ、RAWイベント、イベント分析にフォーカス

インシデント対応ワークフローの中で詳細を調査したり、別のツールによって生成されたイベントを戦略
的に解析したりするには、［ナビゲート］ビュー、［イベント］ビュー、［イベント分析］ビューのいずれかから
開始します。単一のBrokerまたはConcentratorのメタデータを調査します。これらのビューでは、ビューを
開いて調査を開始します。そこではクエリを実行して、時間範囲を絞り込んでメタデータのクエリを行う
ことにより、結果をフィルタできます。次のトピックでは、各ビューでの調査の開始について説明していま
す。

 l ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始する

 l ［イベント分析］ビューで調査を開始する

ホストとファイルにフォーカス

エージェントを実行しているホストの情報を探すには、［ホスト］ビュー( ［調査］＞［ホスト］) で調査を始
めます。それぞれのホストについて、プロセス、ドライバ、DLL、ファイル( 実行可能ファイル) 、サービス、
実行中のオートラン、ログインしているユーザに関連する情報が表示されます。( 「ホストの調査」を参
照。)
導入環境にあるファイルの調査は［ファイル］ビューから開始できます( ［調査］＞［ファイル］) 。( 「ファイル
の調査」を参照。)

注：［ホスト］ビューと［ファイル］ビューを読み込むには、endpoint-server.filter.manageの権限
が必要です。
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マルウェアを対象としたファイルのスキャンにフォーカス

潜在的なマルウェアを対象としたファイルのスキャン、またはサービスの継続的なスキャンの設定を行うに
は、［Malware Analysis］から開始します。結果はネットワーク、静的、コミュニティ、サンドボックスの4つ
のタイプの分析として表示され、IOC( セキュリティ侵害インジケータ) の評価も示されます。Malware 
Analysisから開始するには、いくつかの方法があります。

 l ［監視］ビューの［Malware Analysis］ダッシュレットからMalware Analysisを開始すると、最もリスクの

高い潜在的な脅威をすばやく見ることができます。

 l ［調査］＞［Malware Analysis］にアクセスすると、Malware Analysisの［イベントのサマリ］を開けま

す。

 l ［ナビゲート］ビューでメタ キーを右クリックし、［マルウェアのスキャン］を選択できます。

［Malware Analysis］ビューでの操作の詳細については、「Malware Analysisの実施」を参照してくださ
い。
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［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始する

ナビゲートビューは、オープニング ビューとして別のビューが選択されない限り、［調査］ビューのデフォルト  
ビューです。このユーザ環境設定は、「NetWitnessの［調査］ビューおよび環境設定の構成」の説明に
従って、アプリケーション レベルで設定されます。［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューで、クエリを実行し
て、興味のあるイベントをハンティングします。［ナビゲート］ビューでは、メタ キーとメタ値をクリックして結
果を絞り込むこともできます。興味のあるイベントを発見したら、他の［調査］ビューでそのイベントをより
詳しく調べることができます。

［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューで調査を開始するには、サービスを指定する必要がありま
す。

 l NetWitness Platformは、ユーザが指定したデフォルトのサービスが選択された状態で［ナビゲート］

ビューまたは［イベント］ビューを開きます。

 l デフォルトのサービスが指定されておらず、サービスIDがURLに含まれていない場合、NetWitness 
Platformは、調査するサービスまたはコレクションを選択するダイアログを表示します。

 l ［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューでサービスが手動でまたはデフォルトで選択されている場合

は、ツールバーでサービス名を選択することにより、調査するサービスまたはコレクションを変更できま

す。NetWitness Platformは、調査するサービスを選択するためのダイアログを表示します。

注：調査の実行時にユーザ操作のパフォーマンス低下を最小限に抑えるために、Archiverサービスは
［ナビゲート］ビューに表示されません。Archiverは［イベント］ビューでログのエクスポートや強化された
検索機能に使用できます。  

サービスまたはコレクションを選択されると、NetWitness Platformは、サービスまたはコレクションのデータを
ロードする準備が整います。結果がより速くロードされるように、時間範囲も選択することを推奨しま
す。［ナビゲート］ビューおよび［イベント］ビューの［設定］ダイアログまたは［プロファイル］＞［環境設定］
パネル＞［調査］タブのいくつかの設定がロード処理に影響します。このような設定には、［閾値］、［結
果の最大数］、［デバッグ情報の表示］、［値の自動ロード］、［調査ページのロードを最適化］などが含
まれます( 「NetWitnessの［調査］ビューおよび環境設定の構成」を参照してください) 。

注：［イベント］ビューでは、データが自動的にロードされます。［ナビゲート］ビューでは、環境設定で
［値の自動ロード］を選択している場合、NetWitness Platformがデータを自動的にロードします。それ
以外の場合は、ユーザが［値のロード］ボタンをクリックする必要があります。NetWitness Platformが
［ナビゲート］ビューにメタ データを読み込むと、結果はほぼ即時に表示されます。

このトピックの後半では、サービスのデータの調査を開始するための手順について説明します。

注：コレクションを作成できるのは管理者ロールを持つユーザだけであり、コレクションを調査できるの
はコレクションの作成者だけです。

 
［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューにデータがロードされたら、次の操作を実行します。

 1. 結果の絞り込み、データのビジュアル化、ドリルダウン ポイントの操作を行います( 「［ナビゲート］

ビューでのメタデータの調査」と「［イベント］ビューでのRAWイベントの調査」を参照) 。たとえば、［ナ

ビゲート］および［イベント］ビューでの追加のコンテキストの検索、［ナビゲート］ビューからのMalware 
Analysisスキャンの起動、対応のためのインシデントへのイベントの追加を行うことができます。
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 2. イベントの再構築( 「イベントの再構築」を参照) または対話形式でのイベント分析の表示( 「［イベ

ント分析］ビューで調査を開始する」を参照) を行います。

調査の開始 ( デフォルトのサービスが指定されていない場合 )

 1. ［調査］＞［ナビゲート］または［イベント］に移動します。

［調査］ダイアログが表示されます。

 

 2. サービスをダブル クリックするか、またはサービス( 通常はConcentrator) を選択して、［ナビゲート］をク

リックします。

［イベント］ビューでは、データが自動的にロードされます。［ナビゲート］ビューでは、結果パネルに、

選択したサービスのアクティビティが表示されますが、データは自動的にロードされません。

 3. ( 推奨) 結果がより速くロードされるように、特定の時間範囲を選択します。

 4. ロードする前に調査オプションを変更する場合は、カスタム プロファイルの作成または変更、別の時

間範囲の適用、メタ グループの作成または適用、カスタム クエリの実行( 「［ナビゲート］ビューおよび

［イベント］ビューでのクエリとデータの処理」を参照) を行うことができます。これらのオプションは調査

中いつでも変更することができます。

 5. ［ナビゲート］ビューにデータをロードするには、 をクリックします。

選択したサービスのデータのロードが始まります。
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サービスが選択され、データがロードされて、データを解析する準備が整います。

デフォルトのサービスの設定またはクリア

［調査］ダイアログでは、デフォルトのサービスを設定およびクリアできます。

 1. ツールバーでサービス名をクリックします。

［調査］ダイアログが表示されます。
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 2. ［サービス］グリッドでサービスを選択し、 をクリックします。

このサービスがデフォルトになります( サービス名の後に括弧に囲まれてデフォルトと表示されます) 。

 3. デフォルトのサービスをクリアするには、グリッドでデフォルトのサービスを選択し、 を

クリックして［キャンセル］をクリックし、ダイアログを閉じます。

デフォルトのサービスが設定されていない状態になります。

注：［キャンセル］ボタンでは、デフォルトのサービスの選択はキャンセルされません。グリッド内で
現在選択されているサービスに移動せずに、ダイアログが閉じるだけです。現在調査中のサー
ビスとは異なるサービスをデフォルトに設定しても、［ナビゲート］ビューは更新されません。明示
的に選択して、別のサービスに移動する必要があります。

調査の開始 ( デフォルトのサービスが指定されている場合 )

 1. 調査＞［ナビゲート］または［イベント］に移動します。

［値の自動ロード］がオフの場合、［ナビゲート］ビューが表示され、デフォルトのサービスが選択された

状態になり、データをロードする準備が整います。［値の自動ロード］がオンの場合、ステップ3に示

すように、値がロードされます。［イベント］ビューでは、データが自動的にロードされます。
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 2. ロードする前に［ナビゲート］ビューの調査オプションを変更する場合は、カスタム プロファイルの作成

または変更、別の時間範囲の適用、メタ グループの作成または適用、カスタム クエリの実行ができ

ます。

 3. 準備が完了したら、 をクリックします。

選択したオプションに従って、サービスの値がロードされます。

サービスが選択され、データがロードされて、データを解析する準備が整います。

調査するサービスまたはコレクションの変更

 1. ［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューで、オプション パネルの上部のサービス名をクリックします。

［調査］ダイアログが表示されます。
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 2. サービスをダブル クリックするか、またはサービスを選択して、［ナビゲート］をクリックします。結果パネ

ルには、選択したサービスのアクティビティが表示されます。

［値の自動ロード］がオンの場合、ステップ3に示すように、値がロードされます。オンでない場合は

［ナビゲート］ビューは、サービスが選択された状態になり、データをロードする準備が整います。［イ
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ベント］ビューでは、データが自動的にロードされます。

 3. 準備が完了したら、 をクリックします。

選択したオプションに従って、サービスの値のロードが開始されます。

サービスが選択され、データがロードされて、データを解析する準備が整います。
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Workbenchのリストア コレクションの調査

管理者がこの手順を実行すると、既存のコレクションからコンテンツを選択して、再調査のために再度
処理することができます。これは、Workbenchサービスを使用するDecoderに適用されます。

注：コレクションを作成できるのは管理権限を持つユーザだけです。また表示できるのは自身が作成
したコレクションだけです。

再調査のためにデータを再度処理するには、次の手順を実行します。

 1. 調査＞［ナビゲート］または［イベント］に移動します。

［調査］ダイアログが表示されます。

 

 2. 調査するWorkbenchサービスとWorkbench名を選択します。

 3. ［ナビゲート］をクリックして、選択したWorkbenchサービスに対する調査を実行します。

［キャンセル］をクリックして、調査する別のWorkbenchサービスを選択します。

［調査］ビューが表示されます。

コレクションが選択され、データがロードされて、データを解析する準備が整います。
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［イベント分析］ビューで調査を開始する

注：このトピックに記載されている情報はRSA NetWitness® Platform バージョン11.1以降に適用され
ます。

［イベント分析］ビューでは、［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューの両方で使用可能な機能のほとんど
が提供されます。［ナビゲート］ビューと同様に、ログ、エンドポイント、パケットのメタ キーとメタ値を表示
するビューがあります。［イベント］ビューと同様に、イベント  リストにイベントを時系列で表示し、RAWイ
ベント、関連メタデータ、イベントの再構築を表示することができます。イベント分析の再構築では、調
査の着目点の特定に役立つヒントが表示されます。「［イベント分析］ビューでのRAWイベントとメタ
データの分析」を参照してください。

注：バージョン11.0では、［イベント分析］ビューから調査を開始することができません。代わりに、［ナビ
ゲート］または［イベント］ビューで調査を開始し、任意のイベントを［イベント分析］ビューで開くことが
できます。バージョン11.1では、［調査］サブメニューから［イベント分析］ビューに直接アクセスすること
ができ、サービスや時間範囲を選択したり、クエリを作成する機能も提供されます。

次の図は、クエリの例を示すツールチップを含む初期の［イベント分析］ビューを示しています。

［イベント分析］ビューへのアクセス( バージョン11.1以降 )
バージョン11.1では、いくつかの方法で［イベント分析］ビューにアクセスすることができます。

 l ［ナビゲート］ビューで［アクション］＞［イベント分析に移動］オプションを選択し、イベント IDを入力す

ると、［イベント分析］ビューが開き、単一のイベントの再構築が表示されます。ビューを簡素化する

ために、ツールバーには、ウィンドウを拡大したり、縮小したり、閉じたりするための不要なオプション

が表示されません。「［イベント分析］ビューでのRAWイベントとメタデータの分析」の説明に従って作
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業を開始することができます。

 l ［ナビゲート］ビューでカウント ( メタ値の後ろの緑色の数字) にポインターを合わせて右クリックし、［新

しいタブで［イベント分析］を開く］をクリックすると、［イベント分析］ビューが開いて、選択したドリルダ

ウン ポイントのイベントのリストが表示されます。「［イベント分析］ビューでのRAWイベントとメタデータ

の分析」の説明に従って作業を開始することができます。イベント  リストが非常に大きくなることがあ

り、選択したイベントが現在のページに表示されない可能性があります。その場合は、下にスクロー

ルすればイベントが表示されることを伝えるメッセージが表示されます。

 l ［調査］＞［イベント分析］に移動するか、［イベント分析］ビューを［調査］ビューのオープニング ビュー

に指定している場合は、［調査］に移動することにより、［イベント分析］ビューに直接アクセスするこ

ともできます。初めて［イベント分析］ビューにアクセスした場合は、分析を開始するサービスを選択

する必要があります。［イベント分析］を開くのが初めてではない場合は、ブラウザー キャッシュがクリ

アされるまで、最後に使用されたサービスが記憶されます。

他の［調査］ビューのいずれかから［イベント分析］ビューを開いた場合は、そのビューのサービスとクエ

リが反映されます。［イベント分析］ビューを開く前に、結果を絞り込みたい場合は、「［イベント分

析］ビューでの結果のフィルタリング」の説明に従って、サービスを変更したり、時間範囲を選択した

り、クエリを入力することができます。

［イベント分析］ビューに直接アクセスするには、次の手順を実行します。

 1. ［調査］＞［イベント分析］に移動します。

サービス リストの先頭のサービスが選択され、データのない状態で［イベント分析］ビューが開きま

す。［サービスの選択］フィールドでは、サービス リストの先頭のサービス、または最後に選択された

サービスがデフォルトで選択されます。ドロップダウン メニューには、アルファベット順で使用可能な

サービスのリストが表示されます。デフォルトで、使用可能なサービスのリストは12時間ごとに取得さ

れ、NetWitness Server上にキャッシュされます。NetWitness Serverにサービスを追加または削除した

場合は、キャッシュが最新のサービス リストに更新されます。フィールドの先頭のアイコンが、クエリの

ステータスを示します。

 l とサービス名なし = サービスが選択されていません。

 l と選択されたサービス名  = サービスが選択されています。

 l  = Investigateが選択されたサービスへの接続を試みています。
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 l  = Investigateが選択されたサービスに接続できないか、データが存在しません。この状態では、

サービス セレクタ コントロールも赤色に変わり、ツールチップに、接続の試行が失敗した理由と、

別のサービスを選択するように勧めるメッセージが表示されます。

 2. ( オプション) ドロップダウン リストからサービス( 通常はConcentrator) を選択します。

時間範囲セレクタには、デフォルトの24時間、またはこのサービスに対して最後に選択された時間

範囲が表示されます。［Query Events］ボタンがアクティブになり、フィルタを入力できるようになりま

す。ここでクエリを実行すると、選択された時間範囲がフィルタとして使用されます。
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 3. ( オプション) 時間範囲セレクターから時間範囲を選択するには、時間範囲セレクターをクリックし

て、ドロップダウン リストから時間範囲を選択します。オプションは、直近5分、10分、15分、30分、

直近1時間、3時間、6時間、12時間、24時間、直近2日間、5日間、7日間、14日間、30日間、

すべてのデータです。( 時間範囲は［イベント分析］ビューの環境設定に基づきます。時間範囲のデ

フォルトの基準はデータベースの時間です。この基準を現在の時間に変更できます。)
選択した時間範囲はサービス固有の設定としてブラウザに保存され、サービスごとに異なる時間範

囲を設定できます。

 4. 少なくともメタ キーまたはメタ エンティティ、演算子、オプション値を含むフィルタを1つ以上作成し、ク

エリを入力します。クエリの入力方法については、「［イベント分析］ビューでの結果のフィルタリング」

を参照してください。

 5. ［Query Events］をクリックします。

［イベント分析］ビューに、管理者がユーザのロールに割り当てた権限に応じて、選択されたサービス

と時間範囲のアクティビティが表示されます。サービスが選択され、データがロードされて、データを解

析する準備が整います。［イベント分析］ビューの操作方法については、「［イベント分析］ビューでの

RAWイベントとメタデータの分析」を参照してください。
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［イベント分析］ビューへのアクセス( バージョン11.0)
［イベント分析］ビューでイベントを開くには、次の手順を実行します。

 1. ［調査］＞［イベント］に移動します。

 2. 一覧表示されたイベントのいずれかを右クリックし、［イベント分析］を選択します。

［イベント分析］ビューの操作方法については、「［イベント分析］ビューでのRAWイベントとメタデータの
分析」を参照してください。
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［ナビゲート］ビューでのメタデータの調査

［ナゲート］ビューで調査を実施する際、アナリストは、［ナビゲート］ビューに固有の複数の方法で、結
果の絞り込み、データの可視化、データに対する処理を行えます。

 l ［ナビゲート］ビューでの結果のフィルタリング

 l メタ グループの管理

 l 座標表示チャートへのメタデータの追加

 l イベント  リストで1つのイベントを開く

 l ドリルダウン ポイントのエクスポートまたは印刷

 l メタ キーの外部ルックアップの起動

 l ［ナビゲート］ビューからのMalware Analysisスキャンの起動

 l ドリルダウン ポイントのInformerでのビジュアル表示

さらに、［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューに共通する、データのクエリや結果の処理に関する次の方
法も利用できます。

 l テキスト  パターンの検索

 l カスタム クエリの作成

 l URL統合を使用したクエリの表示と変更

 l プロファイルを使用したカスタム ビューのカプセル化

 l ［ナビゲート］および［イベント］ビューでのContext Hubリストとリスト値の管理

 l ［ナビゲート］および［イベント］ビューでの追加のコンテキストの検索

 l イベントの再構築
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［ナビゲート］ビューでの結果のフィルタリング

［ナビゲート］ビューで調査を実施する場合は、メタ キーの値を［ナビゲート］ビューにロードする時に、い
くつかの方法で表示する結果を絞り込むことができます。アナリストが使用できる基本的なフィルタリング
方法を以下に示します。

 l 時間範囲の設定     

 l メタ キー結果の集計方法とソート順の設定   

 l Investigationでのデフォルト  メタ キーの管理と適用   

 l ［ナビゲート］ビューのタイム チャートでのデータのドリル ダウン

 l ［値］パネルでのデータのドリルダウン

このトピックの後半では、基本的なデータのフィルタリング方法を中心に説明します。加えて、より高度
な方法では、メタ グループ、プロファイル、平行座標ビジュアル化の構成ができます。

 l 座標表示チャートへのメタデータの追加

 l メタ グループの管理

 l プロファイルを使用したカスタム ビューのカプセル化

より高度な方法ごとにトピックが分かれています。

時間範囲の設定   
［ナビゲート］ビューで調査を実施する際、返される結果を制限するには、時間範囲のオプション設定を
使用します。次のオプションを選択できます。

 l 収集データの時間範囲。最後に収集されたデータの時刻を基準にして、一定の時間範囲を選択

します。

 l カレンダーの日付を基準にした時間範囲。

 l カスタムの時間範囲。

 l すべてのデータ。

時間範囲を選択すると、選択した時間範囲が［ナビゲート］ビューのツールバーに［時間範囲］のラベル
として表示されます。デフォルトでは、このラベルは［直近3時間］になっています。タイムライン バナーに
表示される［時間範囲］には、メタデータに使用されている時間範囲の最初と最後のタイムスタンプも
表示されます。

注： 時間範囲の設定で使用する日付と時刻は、『RSA NetWitness Platformスタート  ガイド』の「ユー
ザ環境設定の設定」で説明されているように、［プロファイル］の［環境設定］パネルに構成されている
［タイム ゾーン］をベースとしています。

組み込み型の時間範囲を選択するには、次の手順に従います。

 1. ［ナビゲーション］ツールバーの［時間範囲］オプションをクリックします。デフォルトの時間範囲は［直

近3時間］ですが、すでに選択リストから別の値( ［すべてのデータ］、［直近1時間］など) が選択さ
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れ、オプション パネルのラベルとして表示されている場合があります。

時間範囲の選択リストが表示されます。

 2. 次のいずれかを実行します。

 l すべてのデータを表示する場合は、［すべてのデータ］を選択します。

 l 収集の時間範囲を分、時間、日単位で設定する場合は、［直近10分］、［直近3時間］、［直

近5日］のような値を選択します。

 l 現在からの相対的な時間範囲を設定する場合は、［昨日］、［今週］( バージョン11.1) 、［先
週］( バージョン11.1) 、［終日］、または［早朝］、［午前］、［午後］、［夕方］のような1日の一部

を選択します。

 l 固有の日付範囲を設定する場合は、［時間範囲］メニューの［カスタム］を選択し、以下の手順

を実行します。

選択した時間範囲が、［値］パネルの現在の結果に適用されます。

カスタム時間範囲を指定するには、次の手順に従います。

 1. ［時間範囲］メニューで［カスタム］を選択します。

日付の選択オプションはツールバーに表示されます。

 2. ［開始日］および［終了日］フィールドで、次の手順を実行して日付と時間を指定します。

 a. カレンダーから日付をクリックします。

 b. ( オプション) ［時］、［分］フィールドを選択するか、［現在］をクリックします。時間の選択は、デ

フォルトで現在の時刻になっています。

注：開始時刻の秒は常に:00に、終了時刻の秒は常に:59に変更されます。たとえば、時間を使用し
て問題にドリルダウンする場合、ドリル時間は「HH:MM:00～HH:MM:59」と解釈されます。
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 3. 範囲を適用するには、［表示］をクリックします。

選択した時間範囲が、［値］パネルの現在の結果に適用されます。

メタ キー結果の集計方法とソート順の設定

［ナビゲート］ビューで各メタ キーの結果をどのようにカウントし、ソートするかを選択できます。

注：メタ グループでメタ エンティティ( バージョン11.1以降) が使用されている場合は、メタ エンティティに
含まれるメタ キーのいずれかと一致する上位20の値が結果に表示されます。

［ナビゲート］ビューにある各メタ キーのセクションには、各メタ キーの値( ［値］) とそのカウント ( ［件数］)
が一定の順序でリストされます。次の設定を行うことができます。

 l 各メタ キー セクションの結果を［値］または［合計］のどちらに基づいてソートするか。

 l 結果を昇順でソートするか降順でソートするか。

 l 各メタ キーに表示される値をパケット数で集計( ［パケット数］) するか、セッションまたはログ数で集計

するか( ［イベント数で集計］) 、イベントのサイズで集計( ［イベント  サイズで集計］) するか。

注： Log DecoderとPacket Decoderの両方のメタを表示している場合、実際の算出される数はキーの
タイプによって異なります。パケット数で集計することを選択した場合にログを調べると、［ナビゲート］
ビューの出力は、［イベント数で集計］を選択した場合と同じ出力になります( 詳細については、「［ナ
ビゲート］ビュー」を参照してください) 。

次の図では、「Event Type」というメタ キーは、［合計］の降順で表示されています。一致件数の最も
多い値が最初に表示されています。値failure auditは一致件数が71件であり、先頭に表示され
ています。値logonは一致件数が1件しかなく、最後に表示されています。集計方法は［イベント数］
です。

次の図では、「Event Type」というメタ キーが［値］の降順で表示されています。アルファベットの最後の
文字から順に、値が表示されていることが分かります。値success auditが先頭に表示されていま
す。値connectが最後に表示されています。集計方法は［イベント数］です。

［ナビゲート］ビューでメタ キーを集計する方法と結果の表示順を選択するには、次の手順を実行しま
す。

 1. ツールバーで、［イベント数］、［イベント  サイズ］、［パケット数］のいずれかをクリックし、ドロップダウン 
メニューで集計オプションを1つ選択します。選択したオプションがメニューのラベルに表示されます。

選択内容に応じて現在のビューが再ロードされます。

 2. ツールバーで、［合計］または［値］をクリックし、ドロップダウン メニューからいずれかのソート条件を選

択します。選択したオプションがメニューのラベルに表示されます。
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選択内容に応じて現在のビューが再ロードされます。

 3. ツールバーで、［昇順］または［降順］をクリックし、ドロップダウン メニューからいずれかのソート順を選

択します。選択したオプションがメニューのラベルに表示されます。

選択内容に応じて現在のビューが再ロードされます。

Investigationでのデフォルト  メタ キーの管理と適用

収集したデータの調査をアナリストがInvestigationで実施する際は、メタ キーのデフォルトのセットが［ナビ
ゲート］ビューの［値］パネルにデフォルトの順序でロードされて表示されます。デフォルトのコンテンツと順
序は、調査対象のサービスのメタ キーに基づきます。アナリストは、デフォルトのメタ キーを選択するか
ユーザ定義のメタ キーのグループを選択することにより、調査の際に表示するメタ キーを指定でき、メタ 
キーの定義や表示を柔軟に行うことができます。これにより、目的のデータにより直接的にドリル ダウン
できるようになります。また、現在の調査には関係のないメタをロードせずに済むため、ロードの時間の
短縮にも役立ちます。

注：バージョン11.1以降では、メタ キーを使用する場合はいつでも、構成済みのメタ エンティティも使
用できます。

有効なカスタム メタ グループがない場合は、［デフォルトのメタ キーの管理］ダイアログの表示オプション
で指定されたメタが表示されます。［ナビゲート］ビューの［値］パネルでのメタ キーのロードを最適化する
ために、NetWitness Platformはデフォルトではインデックスなしのメタ キーを展開しません。インデックスな
しのメタ キーを［値］ビューで展開するときに、NetWitness Platformではそのメタ キーの値のロードを開始
します。ロード時間が長くなりすぎると、メッセージが表示されてメタ キーのロードはタイムアウトになりま
す。インデックスなしのメタ キーのタイトル、値、数は、［値］パネルでは詳しく調べることができません。
Investigationでラベル付けを行い、インデックスなしのメタ キーを識別します。

調査に使用するメタ キーを選択するには、次のいずれかの手順を実行します。

 l デフォルトのメタ キーを選択する。

 l メタ キー セット ( メタ グループ) を選択する。

注： Investigateには、組み込みのメタ グループとユーザ定義のメタ グループがあります。作成したユー
ザ定義のメタ グループは、編集と削除が可能であるほか、エクスポートやインポートが可能です。これ
らの手順については、「メタ グループの管理」をご覧ください。

［デフォルトのメタ キー］ダイアログでは、［調査］＞［ナビゲート］ビューで特定のサービスについて調査す
るときに、メタ キーのデフォルト表示オプションを指定できます。キーごと、またはすべてのキーについて、
デフォルトの表示を次のように設定できます。

 l ［非表示］：デフォルトのメタ キーの結果を非表示にし、ロードしません。

 l ［展開表示］：デフォルトのメタ キーの結果を展開し、値と数( セッションの合計) を表示します。

 l ［折りたたみ表示］：デフォルトのメタ キーの結果を折りたたみ、メタの名前だけが表示されるようにし

ます。

 l ［自動］：デフォルトのメタ キーのロードをインデックス レベルで制御します。そのためには、値によるイ

ンデックス付けが設定されている必要があります。  
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デフォルトのメタ キーはさまざまなサービス向けに変更できるため、別のサービスのドリルダウン ポイントに
移動したときに、同じデフォルトのメタ キーのセットが表示されないことがあります。デフォルトのメタ キー
を使用する場合は、この点に注意してください。目的のデータが表示されない場合は、デフォルトのメタ 
キーの初期表示を変更する必要があります。

デフォルトのメタ キーの初期状態を［ナビゲート］ビュー内で変更した場合、変更はそのサービスに対し
て持続されます。コア サービスのカスタム インデックス ファイル( たとえば、concentrator-custom-
index.xml、decoder-custom-index.xmlなど) に新しいキーを追加する場合、その新しいキーは、
デフォルトのメタ キーのリストに追加されます。［ナビゲート］ビューで設定された変更は、現在のサービス
にのみ適用されます。

初期の［ナビゲート］ビューがデフォルトのメタ キーを使用して開くように指定するには、次の手順を実行
します。

 1. 調査＞［ナビゲート］に移動します。

 2. サービスを選択し、［ナビゲート］を選択します。

 3. ［メタ］メニューで、［デフォルトのメタ キーを使用］を選択します。

調査がすでに進行中である場合、データが現在のビューに再ロードされ、選択したオプションには目

印のアイコンが表示されます。まだデータがロードされていない場合、デフォルトのメタ キーが次回の

ロードに使用されます。

［ナビゲート］ビューでデフォルトのメタ キーのデフォルトの表示を構成するには、次の手順を実行しま
す。

 1. ［ナビゲート］ビューのツールバーで、［メタ］＞［デフォルトのメタ キーの管理］を選択します。

［デフォルトのメタ キーの管理］ダイアログが表示され、サービスで利用可能なメタ キーのリストが表

示されます。
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 2. ( オプション) キーの順序を変更するには、1つ以上のキーを選択し、上方向または下方向にドラッグ

します。

 3. 次のいずれかを実行します。

 l ( オプション) すべてのメタ キーのデフォルトの表示を変更するには、キーが選択されていないことを

確認して、ツールバーで を選択します。

 l ( オプション) 1つ以上のキーのデフォルトの表示を変更するには、キーを選択して、ツールバーで

をクリックします。

すべてのデフォルトのメタ キーに使用可能な初期表示のドロップダウンが表示されます。

 l ( オプション) メタ キーをサービス インデックス ファイルで指定されているとおりのデフォルトの表示に

戻すには、キーが選択されていないことを確認して、ツールバーで ＞［自動］を選択します。

インデックスなしのメタ キーのデフォルト  ビューを変更する場合、キーを展開表示に設定できませ

ん。メタ グループのデフォルト  ビューを展開表示に変更し、一部のメタ キーがインデックスなしで

あった場合、インデックスなしのメタ キーは自動的に自動に戻ります。したがって、メタ キーはイン

デックス付きである場合にのみ自動的にロードされます。インデックスなしのメタ キーは手動で開く

まで折りたたみ表示になります。

 4. いずれかの表示方法を選択します。

 5. ［適用］をクリックして、変更を保存します。

［ナビゲート］ビューに表示されるメタ キーは、指定された内容で設定されます。デフォルトのメタ 
キーが非表示の場合、そのメタ キーの値はInvestigationでは一切表示されません。デフォルトのメタ 
キーが折りたたみ表示の場合、そのメタ キーの値はデフォルトではロードされません。ただし、［ナビ

ゲート］ビューで個々のメタ キーを手動でロードすることはできます。

［ナビゲート］ビューのタイム チャートでのデータのドリル ダウン

アナリストは、タイム チャートを使用して、時間の経過に従ってアクティビティを可視化することができま
す。時間範囲を選択して、［調査］オプションを選択して、データにズーム インすることができます。その
後、ズーム インの前に有効であった時間範囲にナビゲーションをリセットできます。

 1. 調査＞［ナビゲート］に移動します。

現在のドリルダウン ポイントおよび選択した時間範囲のタイム チャートが表示されます。
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 2. タイム チャート上でマウスのクリックとドラッグを行い、目的の時間範囲を選択します。選択した時間

範囲がハイライト表示されます。

選択した時間範囲のタイム チャートが再描画されます。ただし、メタ値は変更されません。

 3. 選択した時間範囲のデータにドリル ダウンするには、［調査］をクリックします。

URLが更新され、新しい時間範囲が反映されます。さらに、［Investigation］オプション パネルでは、

時間範囲がカスタム時間範囲に変更されます。選択した時間範囲を使用して、タイム チャートが

再描画され、メタ値がロードされます。

 4. タイム チャートを元の時間範囲にリセットするには、［ズームのリセット］をクリックします。

URLが、データのズームを行う前の元のURLに戻ります。また、［Investigation］オプション パネルで

は、時間範囲がズームを行う前の時間範囲に戻ります。元の時間範囲を使用して、タイム チャー

トが再描画され、メタ値がロードされます。

［値］パネルでのデータのドリルダウン

NetWitness Platformでは、［調査］＞［ナビゲート］ビューに、選択したサービスのアクティビティと値が表
示されます。調査のためにアナリストがメタ キーまたはメタ値をクリックしてデータをドリルダウンすると、ク
エリが実行されます。［値］パネルで、各クエリは階層リンクのデータに追加されます。これにより、各クエリ
へのリンクを含む階層リンクが画面上部に表示されます。階層リンクを編集して、クエリを挿入したり、
削除したりできます。
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メタデータのサブセットにドリルダウンするには、次の手順を実行します。

 1. 調査を開始して、［ナビゲート］ビューにメタデータを表示します。

 2. メタ データをドリル ダウンするには、次の操作を任意の組み合わせで実行します。

 a. メタ キー、たとえば、［サービス タイプ］をクリックします。

 b. 結果内のメタ値( 青色のテキストで表示) をクリックします。たとえば、［OTHER］をクリックしま

す。

メタ キーまたはメタ値をクリックするたびに、データを絞り込む焦点( ドリルダウン ポイント ) を狭め

ながらクエリが実行されます。ドリルダウン ポイントごとに結果パネルが更新され、新しいドリルダ

ウン ポイントが階層リンクに表示されます。次の図は、初期の階層リンクの例です。

次の図は、ツールバーに収まらない長い階層リンクの例です。ツールバーの最後のクエリの後ろ

にドロップダウン メニューが表示され、その中にツールバーに収まらなかった他のクエリのリストが

表示されます。このドロップダウン リストからクエリを選択して、ドリルダウン ポイントを選択するこ
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とができます。

階層リンクでクエリを追加するには、次の手順を実行します。

階層リンクにある任意のクエリをクリックすると、クエリ メニューを表示できます。クエリの前に新しいクエリ
を挿入することや、階層リンクの末尾に新しいクエリを追加することができます。階層リンクを編集する
と、その都度、NetWitness Platformによって結果が更新されます。

階層リンクでクエリを追加するには、次の手順を実行します。

 1. 階層リンクにある任意のクエリをクリックします。

階層リンク メニューが表示されます。

 2. 階層リンクにクエリを追加するには、［後にクエリを挿入］または［前にクエリを挿入］を選択します。

［フィルタの作成］ダイアログが表示されます。

 3. 「カスタム クエリの作成」の記載に従って、クエリを作成します。

階層リンクでのクエリを編集するには、次の手順を実行します。

階層リンクにある任意のクエリをクリックすると、クエリ メニューを表示できます。クエリを削除したり、クエリ
を編集することができます。階層リンクを編集すると、その都度、NetWitness Platformによって結果が更
新されます。

階層リンク内のクエリを操作するには、次の手順を実行します。

 1. 階層リンクにある任意のクエリをクリックします。

階層リンク メニューが表示されます。
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 2. 階層リンクのクエリを編集するには、［編集］を選択します。

［作成］ダイアログに、選択したクエリの編集画面が表示されます。

 3. 「カスタム クエリの作成」の記載に従って、フィールドを編集します。

メタ キー内でクイック検索を実行するには、次の手順を実行します。

 1. メタ キー セクションに移動し、虫眼鏡アイコンをクリックします。

［クイック検索］フォームが開いて、検索用の比較演算子とオプションのオペランドが表示されます。

 2. ( オプション) この検索フォームを閉じるには、虫眼鏡アイコンをもう一度クリックしてください。

 3. 左のドロップダウン リストから演算子を選択し、検索するテキスト値を入力します。［ドリル ダウン］を

クリックすると、検索が実行されます。

指定したメタキーとメタ値を使用して現在表示中のメタデータが絞り込まれ、結果が表示されま

す。

メタ キー情報を表示するには、次の手順を実行します。

メタ キーに関する詳細( キー名、メタ キー表示用インデックス レベルの設定、メタ キーのデフォルト  
ビューの設定) を表示するには、次の手順を実行します。

 1. メタ キーの横に表示されるドロップダウン メニューをクリックします。次の2つの図は、バージョン

11.0.0.xとバージョン11.1以降のドロップダウン メニューを表しています。
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および

 2. ［メタ キー情報］を選択します。

［メタ キー情報］ダイアログが表示されます。

 3. ダイアログを閉じるには、 をクリックします。

 4. ( バージョン11.0ではオプション) メタ キーの見つかったメタ名をコンマ区切り値リストとして表示するに

は、メタ キーの横にあるドロップダウン メニューをクリックし、［CSVとして表示］を選択します。

［CSV形式での表示］ダイアログが表示されます。ダイアログを閉じるには、［閉じる］をクリックしま

す。

 5. ( バージョン11.1ではオプション) メタ キーの見つかったメタ名をリストで表示するには、メタ キーの横に

あるドロップダウン メニューをクリックし、［値のエクスポート］を選択します。
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［値のエクスポート］ダイアログが表示されます。

 6. ( オプション) 現在のドリルダウン ポイントのメタ キーの結果を折りたたみ表示するには、メタ キーの

横のドロップダウン メニューをクリックし、［結果の折りたたみ表示］をクリックします。

メタ値に関連づけられたイベントを表示するには、次の手順を実行します。

［イベント］ビューには、イベントに関する詳細な内容が2種類のビューで表示されます ( イベント  リストと
詳細ビュー) 。

 1. ［ナビゲート］ビューで、調査の対象となるメタ データまでドリルダウンします。

 2. 青色のメタ値の横に表示されるカウント ( 緑色の数字) をクリックします。

現在のドリルダウン ポイントに対応する［イベント］ビューが表示されます。

［イベント］ビューで実行できる操作については、「［イベント］ビューでのRAWイベントの調査」で説

明しています。

メタ値に関連づけられた特定のイベントを検索するには、次の手順を実行します。

 1. ［ナビゲート］ビューで、調査の対象となるメタデータまでドリルダウンします( メタ値をクリックするか、ク

エリを追加します) 。

 2. ［イベントの検索］ボックスに検索文字列を入力し、Enterキーを押すか、［検索］をクリックします。

検索モード環境設定を選択して設定することもできます。検索情報の詳細については、「テキスト  
パターンの検索」を参照してください。

［イベント］ビューの新しいタブが開き、検索結果が表示されます。ハイライト表示された検索語が

見つからない場合は、［追加のメタの表示］をクリックします。時間範囲の選択とドリル( クエリー) が
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［イベント］ビューに継承されます。

選択したメタ値をRSA Liveで表示するには、次の手順を実行します。

 1. ［ナビゲート］ビューで、調査の対象となるメタ データまでドリルダウンします。

 2. メタ値( 青色で表示されたテキスト ) を右クリックします。

［メタ値］ドロップダウン メニューが表示されます。

 3. RSA Liveでメタ値を検索するには、［Liveルックアップ］を選択します。

Liveの［検索］ビューが開いて、入力したメタ値が［生成されるメタ値］フィールドに表示され、検索

できる状態になります。
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ドリルダウン ポイントで調査を再フォーカスするには、次の手順を実行します。

 1. メタ値( 青色で表示されたテキスト ) を右クリックします。

［メタ値］ドロップダウン メニューが表示されます。

 2. いずれかの再フォーカス オプションを選択します。

選択内容に応じてドリル ダウンの対象が再設定されます。

新しいタブで特定のカウントを表示するには、次の手順を実行します。

「イベント」ビューまたは「イベント分析」ビューでメタ値のカウントを表示するには、メタ値のカウント ( 青
色のメタ値の後の緑色の数字) を右クリックします。
コンテキスト  メニューが表示されます。
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メタ グループの管理

メタ グループは、選択されたメタ キーをグループにまとめ、メタ キーとメタ エンティティが見つかったデータ
のみを表示します。

注：バージョン11.1以降では、メタ グループで構成済みのメタ エンティティも使用できます。

［調査］＞［ナビゲート］ビューでは、調査のために表示するデータをフィルタ処理するため、メタ グループ
を使用できます。NetWitness Platformの新規インストールには、Investigateの対象のデータセットを見つ
けるために役立つ、OOTB( すぐに利用可能な) メタ グループが含まれています。OOTBメタ グループ
は、識別のためにRSAのプレフィックスが付いており、複製できますが、編集または削除することはできま
せん。独自のグループを作成することや、OOTBグループを複製して編集し、カスタム グループを作成す
ることができます。

調査中にメタ グループが有効になっている場合、［値］パネルの情報には、選択されたグループのメタ 
キーのみが表示されます。座標表示チャートを開くと、メタ キーとメタ エンティティが軸として左から右に
表示されます。カスタム メタ グループごとに2つのバージョンを作成しておくと便利です。1つはメタ値の分
析に使用し、もう1つは同じユースケースの小規模サブセットに重点を置いた座標表示チャートの作成
に使用します。

カスタム メタ グループは、特定のサービスのすべてのユーザが利用でき、エクスポートして異なるサービス
にインポートすることもできます( ただし、サービスで利用可能なメタ キーに限定されます) 。

注：管理者が、サービスのカスタム インデックス ファイルを編集して、カスタム メタ グループを手動で追
加すると、サービスの再起動後にInvestigateで新しいグループが利用可能になります。

このセクションでは、特定のサービスでナビゲート時に使用するカスタム メタ グループを追加、編集、イン
ポート、エクスポート、削除する方法について説明します。

すぐに利用可能なメタ グループ

RSA NetWitness Platformには、標準のメタ グループが組み込まれています。OOTBのメタ グループは、
一般的なユースケースでの調査に焦点を当て、RSA Hunting Packを使用した脅威検出をサポートす
るために役立ちます。OOTBメタ グループを以下に示します。

 l RSA Email Analysisには、メールのやり取りの概要を示すメタ キーが含まれています。

 l RSA Endpoint Analysisには、プロセス、ファイル、ユーザ、NetWitness Endpoint( NWE) ホストからの

接続に関するインサイトを提供するメタ キーが含まれています。

 l RSA Malware Analysisには、イベントに含まれるファイルのセキュリティ侵害インジケータをマークする

メタ キーが含まれています。

 l RSA Outbound HTTPには、外部へのWebトラフィックのインサイトを提供するメタ キーが含まれていま

す。

 l RSA Outbound SSL/TLSには、暗号化されたWebトラフィックに焦点を当てたメタ キーが含まれていま

す。

 l RSA Query Hostsには、ホストを見つけるためのすべてのメタ キーを含むメタ キーが含まれています。

77 ［ナビゲート］ビューでのメタデータの調査



NetWitness Investigateユーザガイド

 l RSA Query IPsには、IPアドレスを見つけるためのすべてのメタ キーを含むメタ キーが含まれていま

す。

 l RSA Query Mailには、メールを見つけるためのすべてのメタ キーを含むメタ キーが含まれています。

 l RSA Query Usersには、ユーザを見つけるためのすべてのメタ キーを含むメタ キーが含まれています。

 l RSA Threat Analysisには、データセット内の潜在的な脅威をマークするメタ キーが含まれています。

 l RSAユーザおよびエンティティの動作分析には、ユーザとエンティティの動作を分析するためのすべて

のメタ キーを網羅するメタ キーが含まれています。

 l RSA Web Analysisには、Webトラフィックの異常をマークするメタ キーが含まれています。

メタ グループの作成とメタ キーの追加

 1. ［調査］＞［ナビゲート］ビューでサービスを調査しているときに、ツールバーで、［メタ］＞［メタ グルー

プの管理］を選択します。

［メタ グループの管理］ダイアログが表示されます。最初はOOTBグループのみがサービス用に構成さ

れ、グループ名の下に一覧表示されています。他のカスタム グループが構成されると、それらもグ

ループ名の下に一覧表示されます。
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 2. ［メタ グループ］リストの上にあるツールバーで、 をクリックします。

［メタ グループ］リストの上部に新しい行が挿入されます。

79 ［ナビゲート］ビューでのメタデータの調査



NetWitness Investigateユーザガイド

 3. 新しいメタ グループの名前を入力し、Enterキーを押します。

右側のフォームが開いて編集可能な状態になります。

 4. ( オプション) メタ グループの名前を変更する場合は、［名前］フィールドに新しい値を入力します。
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 5. ［メタ キー］ツールバーで、 をクリックします。

［利用可能なメタ キー］ダイアログに、キーがアルファベット順で表示されます。

 6. メタ キーのリストをフィルタするには、［フィルタ］フィールドに単語またはフレーズを入力し、Enterキー

を選択します。

一致するメタ キーがリストに表示されます。大文字と小文字は区別されません。［フィルタ］フィール

ドのテキストを削除してEnterキーを押すと、フィルタを削除できます。

 7. メタ グループに含めるメタ キーを選択するには、チェックボックスをオンにします。すべてのメタ キーを

選択するには、タイトル バーのチェックボックスをオンにして［追加］をクリックします。

選択したメタ キーが［メタ キー］リストに追加されます。

 8. ( オプション) メタ キーがロードされて表示される順序を変更する場合は、メタ キーをクリックして、新

しい位置にドラッグします。同時に複数のメタ キーを選択できます。

 9. メタ グループの作成を終了するには、次のいずれかを実行します。

 a. メタ グループを保存するには、［保存］をクリックします。

グループが作成され、使用可能になります。

 b. メタ グループを保存して、現在の［調査］ビューに適用するには、［保存して適用］をクリックしま

す。

グループが作成され、現在の［調査］ビューにすぐに適用されます。

 10. ［閉じる］をクリックします。
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すぐに利用可能なメタ グループの複製と編集

OOTBメタ グループをカスタマイズする場合は、グループを複製してから、複製を編集する必要がありま
す。

 1. ［メタ グループの管理］リストからOOTBメタ グループを選択し、 をクリックします。

右側にフォームが開き、OOTBグループ内にあるすべてのメタ キーを使用して編集できます。

 2. 新しいグループの名前を入力し、下の「メタ グループの編集」の説明に従い編集を続けます。

メタ グループの編集

 1. ［メタ グループ］リストからグループを選択します。

右側のフォームが開いて編集可能な状態になります。
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 2. ( オプション) グループの［名前］を編集します。

 3. ( オプション) 前述の「メタ グループの作成とメタ キーの追加」の説明に従って、新しいメタ キーを追

加します。

 4. ( オプション) キーの順序を設定するには、キーをドラッグ＆ドロップします。同時に複数のキーを選

択できます。

 5. ( オプション) メタ キーの初期表示を変更するには、 をクリックして、いずれかの初期表示オプ

ションを選択します。

メタ グループを変更するとき、キーを展開表示に設定することはできません。メタ グループのデフォル

ト  ビューを展開表示に変更し、一部のメタ キーがインデックスなしであった場合、インデックスなしの

メタ キーは自動的に自動に戻ります。したがって、メタ キーはインデックス付きである場合にのみ自

動的にロードされます。インデックスなしのメタ キーは手動で開くまで折りたたみ表示になります。

初期表示の値が［表示］列に表示されます。

 6. 変更を保存するには、［保存］をクリックします。

 7. 現在の［ナビゲート］ビューに変更を適用するには、［保存して適用］をクリックします。
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メタ グループの削除

 1. ［メタ グループ］リストで、削除するグループを選択します。

 2. をクリックします。

確認のダイアログが表示され、ここで削除をキャンセルするか、続行するかを選択できます。

 3. ［OK］をクリックします。

メタ グループが削除されます。削除するメタ グループを使用していた場合には、デフォルトのメタ 
キーを使用して表示が更新されます。

メタ グループのエクスポート

ユーザ定義メタ グループは、各サービスに作成されます。メタ グループを別のサービスで使用できるよう
にするには、ローカル ファイル システムにメタ グループをエクスポートする必要があります。メタ グループを
エクスポートするには、次の手順を実行します。

 1. ［メタ グループ］リストで、エクスポートするグループを1つ以上選択します。

 2. をクリックします。

選択したグループがMetaGroups.jsnというファイル名で、ローカル ファイル システムにダウンロードさ

れます。ダウンロード先に以前ダウンロードした同名のファイルが存在する場合は、上書きを避ける

ため、ファイル名に数字が付加されます。

メタ グループのインポート

別のサービスのユーザ定義メタ グループを、現在調査中のサービスで使用するには、ローカル ファイル 
システムからMetaGroups.jsnファイルをインポートする必要があります。メタ グループをインポートする
時、既存のメタ グループが含まれていると、エラー メッセージが表示されます。重複したグループをイン
ポートするには、まず既存のグループを削除しておかなければなりません。プロファイルによって使用され
ているメタ グループは削除できません。

メタ グループをインポートするには、次の手順を実行します。

 1. ［メタ グループ］リストで、インポートするファイルを選択し、 をクリックします。

選択ダイアログが表示されます。

 2. ［参照］をクリックし、ローカル ファイル システム上の、ダウンロードしたMetaGroups.jsnファイルが格

納されているディレクトリに移動します。ファイルを選択し、［開く］をクリックします。

［ファイルのアップロード］フィールドにファイル名が表示されます。
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 3. ［アップロード］をクリックします。

アップロード  プロセスが開始され、アップロードが正常に完了したことを示すメッセージが表示されま

す。［メタ グループ］リストにグループが追加されます。ファイルが既存のメタ グループと重複する場合

は、メタ グループがすでに存在することを通知するダイアログが表示されます。
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座標表示チャートへのメタデータの追加

アナリストは、［ナビゲート］ビューで座標表示チャートを使用できます。これにより、異常なイベントの兆
候を示し、調査する価値のあるメタ キーとメタ値の組み合わを集中的に調査できるようになります。

注：バージョン11.1以降では、メタ キーを使用可能な場所では、構成済みのメタ エンティティも使用
できます。

座標表示チャートは、Investigateの現在のドリルダウン ポイントをビジュアル化し、3個以上のメタ キーを
同時に調査するために使用されます。複数のメタ キーを同時にビジュアル化すると、多変量パターンお
よび比較に関連したセキュリティ問題を特定するうえで役立ちます。例えば、個々のメタ キーとメタ値に
は問題がなくても、それらを組み合わせたときに異常なパターンや関係が明らかになる場合がありま
す。メタ グループ( 「メタ グループの管理」を参照) を効果的に使用して、座標表示チャートに追加する
メタ キーのコレクションを定義することができます。

効果的な座標表示チャートに関するベスト  プラクティス

効果的な座標表示チャートを作成するには、以下の推奨事項を実行します。

 l すべてのデータをビジュアル化しようとするのではなく、1つのドリルダウン ポイントから開始します。

 l 必要に応じて時間範囲を制限します。

 l 可能な限り少ない数の有益なメタ キーを軸として表示するよう選択します。

 l メタ値間の異常性が強調されるように、チャート内の直線に沿って軸の順序を指定します。

 l 有益なメタ キーとその順序を特定できる場合は、将来の調査で使用するカスタム メタ グループを作

成します。たとえば、Windows実行可能ファイル タイプのカスタム メタ グループを作成できます。

 l 新規インストールに含まれているRSAのすぐに利用可能な( OOTB) メタ グループを使用します。

 l カスタム メタ グループを.jsnファイルとしてインポートおよびエクスポートすることによって、グループを再

利用したり共有したりします。

 l カスタム メタ グループごとに2つのバージョンを作成しておくと便利です。1つはメタ値の分析に使用

し、もう1つは同じユースケースの小規模サブセットに重点を置いた座標表示チャートの作成に使用

します。

注：メタ グループをインポートする時、既存のメタ グループが含まれていると、エラー メッセージが表示
されます。重複したグループをインポートするには、まず既存のグループを削除しておかなければなり
ません。プロファイルによって使用されているメタ グループは削除できません。

NetWitness Platformでは、効果的な座標表示チャートを構築するため、いくつかの最適化が可能で
す。

 l アナリストは、すべてのメタ キーを含んでいるセッションのみをチャートで表示するよう指定できます。

 l 管理者は、［管理］＞［システム］ビュー＞［Investigation］パネル＞［ナビゲート］タブの［座標表示の

設定］で、表示するメタ値の数を増やすことができます。
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座標表示で使用できるRSAメタ グループ

NetWitness Platformには、事前定義されたメタ グループのセットが含まれています。最新のバージョンを
取得する場合は、［メタ グループの管理］ダイアログでメタ グループ ファイル( MetaGroups_ootb_w_
query.jsn) をインポートできます。座標表示チャートに適した標的型アクティビティとしては、次のよう
なものがあります。

 l ボットネット  ビーコン

 l コバート  チャネル

 l メール

 l 暗号化セッション

 l エンドポイント分析

 l ファイル分析

 l Malware Analysis

 l アウトバウンドHTTP

 l アウトバウンドSSL/TLS

 l SQLインジェクション攻撃

 l 脅威分析

 l Web分析

座標表示チャートの表示

［調査］＞［ナビゲート］ビューで、次の手順を実行します。

 1. ［値］パネルの上の［チャート］パネルが閉じられている場合は、［チャートの表示］を選択します。

 2. ツールバーで、［メタ］＞［メタ グループの使用］＞［ファイル( マルウェア) 解析］を選択します。

 3. ［値］パネルの［Forensic Fingerprint］メタ キーの下で、windows_executable、x86 peの順にク

リックします。階層リンクに「filetype = 'windows_executable' | filetype = 'x86 pe'」
と表示されます。
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 4. 現在のドリルダウン ポイントのデフォルトのタイムライン チャートが表示されます。

 5. ［チャート］パネルで［オプション］を選択します。

［チャート  オプション］ダイアログが表示されます。
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 6. ［チャートの表示］ドロップダウン リストから［座標表示］を選択して、［適用］をクリックします。

チャートがロードされます。この例では、249個のイベントが見つかり、199個の一意のパスがビジュア

ル化されます。
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座標表示チャートで使用するメタ キーの選択

座標表示チャートが開いた状態で、次の操作を行います。

 1. ［チャート］パネルで［オプション］を選択します。

［チャート  オプション］ダイアログが表示されます。ツールバーの をクリックすると、見やすいチャート

に適した軸数が表示されます。推奨される軸の数は、ブラウザのサイズによって変化します。ブラウ

ザ ウィンドウを拡大すると、推奨される数は増加します。

 2. メタ キーの順序を変更するには、メタ キーを上下にドラッグして目的の順序に変更します。

 3. メタ キーを削除するには、選択ボックス内をクリックして、 をクリックします。

メタ キーが削除されますが、変更は適用されません。

 4. 元の状態に戻すには、 をクリックします。

削除したメタ キーがすべてリストアされ、行った変更がすべて削除されます。

 5. メタ キーを個別に選択する場合は、 をクリックし、［デフォルトのメタ キーから追加］を選択し、ド

ロップダウン リストからメタ キーを選択します。
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選択したキーが表示されます。

 6. メタ グループ内のすべてのメタ キーを追加する必要がある場合、メタ キーを個別に追加する必要

はありません。［メタ グループから追加］を選択して、ドロップダウン リストからグループを選択します。
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選択したメタ グループがフィールドに表示されます。

 7. キーまたはグループの追加方法を、［現在のキーのリストを置き換え］、［現在のキーのリストの後に

挿入］、［現在のキーのリストの先頭に挿入］から選択します。
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 8. 処理手順を完了するには、［追加］をクリックします。

［チャート  オプション］ダイアログに、選択したメタ キーまたはメタ グループが表示されます。

 9. 新しいチャートを表示するには、［適用］をクリックします。
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座標表示チャートの最適化

 1. すべてのメタ キーを含んでいないイベントを削除することによってチャートを最適化するには、［オプ

ション］を選択します。

 2. ［ビジュアル化オプション］ダイアログで［すべてのメタ キーが1つのイベントに存在する必要があります］

を選択します。［適用］をクリックします。

結果として表示されるチャートは、見やすく便利になり、固有パスの数が減少します。
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 3. 少数の点を選択し、左右に伸びるパスをハイライト表示するには、軸をクリックします。カーソルが十

字線に切り替わり、ドラッグして軸上の値を選択できるようになります。マウスを離すと、パスがハイラ

イト表示されます。次の例では、SSLサービス タイプがグレーのボックスでハイライト表示されていま

す。

 4. チャートを拡大するには、パネルの下縁を下方向にドラッグし、ブラウザ ウィンドウの右縁をドラッグし

て広げます。

使用例

次の例では、セッションのファイル メタデータを表すメタ キーを座標表示チャートに表示しています。左
から右に、Extensions、Forensic Fingerprint、Filenameという3つのメタ キー( 軸) があり、各軸に沿って値
が表示されます。Extension軸の値はファイル拡張子を示し、Forensic Fingerprint軸の値はWindows実
行可能ファイルのタイプを示します。通常、ファイル拡張子と、想定されるフォレンジック フィンガープリン
トは一致します。しかし、gifファイル タイプがWindows実行可能ファイル フィンガープリントと組み合わ
せになることは異常です。gifファイル拡張子は、ファイル タイプ( x86pe) 、3番目の軸の2つのファイル
名との関連をハイライト表示するために選択されています。これにより、アナリストは調査に役立つファイ
ルをすばやく特定できます。

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. 値の昇順で並べ替えます。

 2. 2つのフィルタ( file type = 'windows executable'およびextension = 'gif') を［ナビゲート］ビューに適用

し、データの量を制限します。

 3. 3つの軸を選択して座標表示チャートを構成します。file extension、forensic 
fingerprint、filename。
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大量データセットのチャートの例

座標表示チャートに大量のデータセットを適用したこの例では、アナリストがチャートの内容を理解する
うえで役立ついくつかのメッセージを示しています。

 l チャートを作成するため、メタ値のスキャンがNetWitness Platformによって開始され、結果が返されま

す。典型的な時間範囲に含まれるメタ値の数は、最大で1,000万個に達する場合があります。返さ

れるメタ値の数がメタ値の結果制限に達すると、メタ値のスキャン制限と等しい数のメタ値が

NetWitness Platformによってスキャンされていない場合でも、チャートが表示されます。

 l 座標表示チャートに表示できるデータ量には一定の制限があります。NetWitness Platform 10.4以
前では、この制限が、軸数にデータ値を掛け合わせた値( パフォーマンスを保護する場合は1,000 x
軸数) に基づいて決定されますが、NetWitness Platform 10.5以降では、管理者が、［管理］＞［シス

テム］＞［Investigation］で、座標表示の制限値を構成します。
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大量データセットの場合、小量データセットとメタ キーの場合と比べて、座標表示チャートの処理に時
間がかかります。NetWitness Platformは、パフォーマンスを維持するために、管理者が設定した制限値
に達するまで、［値］パネルからのメタ値をチャートに表示します。制限値に達した場合は、次のような
情報メッセージが表示されます：イベントのサブセットのみが表示されます。

チャートに表示された249個のイベントのうち、一意の座標表示パスは示したのは199個だけです。イベ
ントの中にはすべてのメタ キーを含まないものがあり、そのようなイベントには、メタ値が存在しないことを
意味するDNEというラベルがつけられます。
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イベント  リストで1つのイベントを開く

アナリストは、［調査］＞［イベント］ビューまたは［イベント分析］ビューで、セッションに関連づけられてい
るイベントのリストを表示できます。

［イベント］ビューでイベントを表示するには、次のいずれかを実行します。

 1. デフォルトのサービスにデフォルト  クエリを使用するには、［INVESTIGATE］＞［イベント］に移動し

ます。

NetWitness Platformは、デフォルトのサービス( 設定されている場合) の直近3時間についてデフォル

ト  クエリを実行するか、またはサービスを選択するダイアログを表示してからデフォルト  クエリを実行し

ます。デフォルト  クエリーではすべてのイベントが選択され、選択したサービスのイベントが古い順に

［イベント］ビューに表示されます。

 2. 特定のメタ値のイベントを表示するには、［調査］＞［ナビゲート］に移動して、値パネルにイベントが

ロードされたら、メタ数をクリックします( メタ数は緑のテキストで表示されます) 。メタ値のメタ数を右

クリックすることもできます。コンテキスト  メニューが表示されたら、［イベントを新しいタブで開く］をク

リックします。( ［イベントを新しいタブで開く］オプションは、バージョン11.1以降で使用できます) 。

［イベント］ビューには、選択したメタ値のイベントが表示されます。  
［イベント］ビューには、詳細ビュー、リスト  ビュー、ログ ビューという、ビルトインの3種類の表示形式でイ
ベント  データを表示できます。

この図は詳細ビューの例です。
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［イベント］ビューの表示をフィルタするには、クエリ、時間範囲設定、プロファイルを使用します。［イベン
ト］ビューのいずれの表示形式からも、ファイルの抽出、イベントのエクスポート、ログのエクスポートを行う
ことができます。また、イベントをダブル クリックすると、［イベントの再構築］パネルが開きます。これらの
機能の詳細については、「［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。

［イベント分析］ビューでイベントを表示するには、次のいずれかを実行します。

 1. バージョン11.0以降では、［調査］＞［ナビゲート］に移動して、メタ値のメタ数を右クリックします( メタ
数は緑のテキストで表示されます) 。コンテキスト  メニューが表示されたら、［イベント分析を新しいタ

ブで開く

］を選択します。

99 ［ナビゲート］ビューでのメタデータの調査



NetWitness Investigateユーザガイド

選択したメタ値のイベントが［イベント分析］ビューに表示されます。

このビューで使用できる分析のタイプの詳細については、「［イベント分析］ビューでのRAWイベントとメタ
データの分析」を参照してください。
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ドリルダウン ポイントのエクスポートまたは印刷

NetWitness Investigationでは、［ナビゲート］ビューにドリルダウン ポイントのデータが表示されている場
合、次のタスクを実行できます。

 l セッションをファイルに抽出します。抽出するファイルのタイプ( アーカイブ、オーディオBitTorrent、ドキュ

メント、実行可能プログラム、イメージ、その他、ビデオ、Web) は指定できます。

 l ドリルダウン ポイントをパケット  キャプチャ( PCAP) ファイル、ログ ファイル、メタデータ ファイルとしてエク

スポートします。

 l ドリルダウン ポイントを印刷します。

エクスポートされる内容は、エクスポートするときの時間範囲やドリルダウン ポイントによって変わります。

注：ドリルダウン ポイントをログ ファイルとしてエクスポートするときは、ログ セッションのみがエクスポート
されます。ジョブのキューのメッセージでは、ログの数ではなく、ドリルダウン ポイントのセッションの数を
参照します。たとえば、ドリルダウン ポイントに505のセッションがあり、またログ セッションは5つしかない
場合、ジョブのキューのメッセージにはNetWitness Platformが505のセッションに対して5つのログを抽出
していると表示されます。

［ナビゲート］ビューからドリルダウン ポイントをエクスポートするには、次の手順を実行します。

 1. 目的のドリルダウン ポイントに達するまで調査を実施します。

 2. バージョン11.0では、ツールバーで、［アクション］＞［エクスポート］を選択して、エクスポート  オプション

のいずれかを選択します。［PCAP］、［ログ］、［メタ］。

ドリルダウン ポイントが抽出され、ジョブがスケジュール設定されていることを示すメッセージが表示さ

れます。ジョブのステータスについては、［ジョブ］ページを確認できます。

 3. バージョン11.1では、ツールバーで、［イベントの保存］を選択して、エクスポート  オプションのいずれか

を選択します。［PCAP］、［ログ］、［ファイル］、［メタ］。

ダイアログで、ファイルのデフォルトのファイル名を編集することができます。デフォルトはフォーム

investigation-Feb-21-15-44-33にあります。PCAPをエクスポートする場合、ファイルはフォー

マットの選択なしでエクスポートされます。他のエクスポート  オプションのいずれかを使用している場

合は、ダイアログが表示されます。

 4. ダイアログで、次を選択します。

 l ログのエクスポート形式：［Text］、［XML］、［CSV］、［JSON］。

 l エクスポートするファイル タイプ：アーカイブ、音声、BitTorrent、ドキュメント、実行可能ファイル、

イメージ、その他、動画、Webなど。

 l メタ フォーマット：［テキスト］、［CSV］、［TSV］、［JSON］。
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 5. スケジュール設定されたファイルの抽出が完了すると、ジョブ通知トレイに表示されます。

 6. ［自分のジョブを表示］リンクをクリックしてジョブ トレイを開き、リクエストした抽出ファイルをダウンロー

ドします。

現在のドリルダウン ポイントを印刷するには、次の手順を実行します。

［ナビゲート］ビューでは、現在のドリルダウン ポイントの内容を印刷しやすい形式でブラウザ ウィンドウ
に表示することができます。

現在のドリルダウン ポイントを印刷ビューで表示するには、次の手順を実行します。

 1. ［ナビゲート］ビューでドリルダウン ポイントを開き、ツールバーの［アクション］＞［印刷］を選択しま

す。

新しいタブが作成され、現在のドリルダウン ポイントの印刷ビューが表示されます。

 2. 印刷ビューをプリンタに送信するには、ブラウザの印刷オプションを使用してください。
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メタ キーの外部ルックアップの起動

このトピックでは、デフォルトの調査プラグインを使用して、［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューで
データの調査を行いながら、NetWitness Platformの外部のツールを使用して特定のメタ キーの外部
ルックアップを実行する手順について説明します。

アナリストは、デフォルトで提供されているNetWitness Platform Investigate外部ルックアップを使用して、
調査の時間を短縮できます。デフォルトで利用可能なルックアップ機能は、次のいずれかのメタ キーを
右クリックすると使用できます： IPアドレス( ip-src, ip-dst, ipv6-src, ipv6-dst, orig_ip)、
host (alias-host, domain.dst)、client,、file-hash. )
IPおよびhostの各メタ キーについては、NetWitness Platformに次の検索機能が組み込まれています。

 l Google Malware: Google Malware検索を新しいタブで開きます。

 l SANS IP History：SANS IP History検索を新しいタブで開きます。

 l McAfee SiteAdvisor：McAfee SiteAdvisor検索を新しいタブで開きます。

 l Endpoint Thick Clientルックアップ：NetWitness Endpoint Thick Client検索を新しいタブで開きます。

 l BFK Passive DNS Collection:  BFK Passive DNS Collection検索を新しいタブで開きます。

 l CentralOps Whois for IPs and Hostnames: CentralOps Whois for IPs and Hostnames検索を新しいタ

ブで開きます。

 l Malwaredomainlist.com検索：Malwaredomainlist.com検索を新しいタブで開きます。

 l Robtex IP検索：Robtex IP検索を新しいタブで開きます。

 l ThreatExpert検索：ThreatExpert検索を新しいタブで開きます。

 l IPVoid検索：UrlVoid検索を新しいタブで開きます。

file-hashおよびalias-hostの各メタ キーで外部ルックアップからGoogleを選択すると、Google検索
が新しいタブで開きます。

clientメタ キーでは、ブラウザと同じマシンにEndpoint Thick Clientがインストールされている場合、
NetWitness Endpointルックアップ オプションによってEndpoint Thick Clientが新しいタブで開きます。

管理者は、外部ルックアップやその他のカスタム アクションを追加できます( 「システム構成ガイド」の「コ
ンテキスト  メニューのカスタム アクションの追加」を参照してください) 。

Endpoint Thick Clientルックアップを起動：

［ナビゲート］ビューからデータのEndpoint Thick Clientルックアップ機能を起動する方法：

 1. ip-src, ip-dst, ipv6-src, ipv6-dst, orig_ip, alias-host, domain.dstとclient.
のいずれかのメタ キーのメタ値を右クリックします。
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 2. コンテキスト  メニューで［外部ルックアップ］を選択します。

外部ルックアップのサブメニューが表示されます。

 3. Endpoint Thick Clientルックアップを選択します。

［サーバに接続］ダイアログが表示されます。

 4. Endpoint Thick Clientへのログインに必要なユーザ名とパスワードを入力して、［接続

］をクリックします。NetWitness Endpointでドリルポイントが開きます。
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その他の外部ルックアップの起動

［ナビゲート］ビューからデータの外部ルックアップ( NetWitness Endpoint Thick Clientルックアップ以外) を
起動するには、次を実行します。  

 1. ip-src, ip-dst, ipv6-src, ipv6-dst, orig_ip, alias-host, domain.dstとclient.
のいずれかのメタ キーのメタ値を右クリックします。

 2. コンテキスト  メニューで［外部ルックアップ］を選択します。

外部ルックアップのサブメニューが表示されます。

 3. いずれかの検索オプションを選択します。

選択したメタ値が指定された検索機能で開きます。たとえば、SANS IP Historyを選択した場合

105 ［ナビゲート］ビューでのメタデータの調査



NetWitness Investigateユーザガイド

は、ドリルダウン ポイントの情報がSANS Internet Storm Centerに表示されます。
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［ナビゲート］ビューからのMalware Analysisスキャンの起動

調査においてアナリストは、サービスとメタ値を選択し、コンテキスト  メニューからオプションを選択すること
によって、オン デマンドMalware Analysisスキャンを始動できます。スキャンが完了すると、スキャンされ
たデータをMalware Analysisから確認できます。

［調査］＞［ナビゲート］ビューからデータのMalware Analysisスキャンを起動するには、次の手順を実行
します。

 1. メタ値( OTHER、DNS、FTPなど) を右クリックして、コンテキスト  メニューで［マルウェアのスキャン］を

選択します。

［マルウェアのスキャン］ダイアログが開き、オン デマンド  スキャンの推奨名が表示されます。サービス

は選択されていません。

 2. ［マルウェアのスキャン］ダイアログで、スキャンを実行するサービスを選択し、名前を編集して、［コ

ミュニティ］と［サンドボックス］の下からバイパスするファイルのタイプを選択します。

 3. ［スキャン］をクリックします。

スキャン リクエストが［スキャン ジョブ リスト］ダッシュレットとジョブ トレイに追加されます。このダイアロ

グのバイパス設定は、Malware Analysisの基本構成のデフォルト設定を上書きします。

 4. ジョブを表示するには、以下のいずれかを実行します。

 a. ［Malware Analysis］ビューまたはUnifiedダッシュボードの［スキャン ジョブ リスト］に移動します。

スキャンをダブル クリックして表示します。
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 b. ジョブ トレイのジョブを表示するには、 をNetWitness Platformツールバーでクリックします。ジョ

ブが完了したら、左側にスクロールして該当するジョブの［表示］リンクをクリックします。

選択されたスキャンの［イベントのサマリ］が表示されます。また、このスキャンは、

［Investigation］＞［Malware Analysis］タブを開いたときの［Malware Analysisデバイスの選択］ダ

イアログ内で、［スキャンの選択］リストに追加され、そこから選択して開くことができます。
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ドリルダウン ポイントのInformerでのビジュアル表示

このトピックでは、［ナビゲート］ビューでドリル ポイントをInformerに送信してビジュアル化するための手順
について説明します。

Informerがネットワーク内にインストールされ、調査中のサービスからアクセスできる必要があります。
NetWitness Platformと通信するために、Informerホストのホスト名とポートを指定する必要があります。                  
現在のドリルダウン ポイントをInformerでビジュアル表示するには、次の手順を実行します。

 1. ［ナビゲート］ビューでドリルダウン ポイントが開いている状態で、［アクション］＞［Visualize］をクリック

します。

［Visualizeに送信］ダイアログが表示されます。

 2. Informerのホスト名またはIPアドレスを入力し、Informerホストとの通信に使用するNetWitness 
Platformサーバ ポートを確認します。

 3. ( オプション) Informerホストがセキュリティで保護された通信を使用している場合、HTTPSオプション

を選択します。

 4. ［Visualize］をクリックします。

新しいタブにデータがビジュアル表示されます。  
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［イベント］ビューでのRAWイベントの調査

［調査］ビューでデータを調査しているアナリストは、セッションに関連づけられたイベントを表示したり、
再構築することができます。

 l NetWitness Platform Investigateを使用して分析を実施するアナリストのユーザ アカウントに、適切な

システム ロールと権限が付与されている場合、［ナビゲート］ビューのドリルダウン ポイントから［イベン

ト］ビューに移動できます。

 l アナリストが［ナビゲート］ビューにアクセスする権限がない場合や、［イベント］ビューに直接移動した

い場合は、［イベント］ビューに直接アクセスしてセッションを開き、セッションを構成するイベントを調べ

ることができます。

 l アナリストは、「query history」ウィンドウからクエリを選択できます。

各トピックで、［イベント］ビューでの作業方法について説明します。

 l ［イベント］ビューのフィルタおよび検索結果

 l ［イベント］ビューでの列グループの管理

 l ［イベント］ビューでのイベントのエクスポート

 l 対応のためのインシデントへのイベントの追加

 l 分割されたセッションからのイベントの結合

さらに、［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューに共通する、データのクエリや結果の処理に関する次の方
法も利用できます。

 l テキスト  パターンの検索

 l カスタム クエリの作成

 l URL統合を使用したクエリの表示と変更

 l プロファイルを使用したカスタム ビューのカプセル化

 l ［ナビゲート］および［イベント］ビューでのContext Hubリストとリスト値の管理

 l ［ナビゲート］および［イベント］ビューでの追加のコンテキストの検索

 l イベントの再構築
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［イベント］ビューのフィルタおよび検索結果

アナリストは、［イベント］ビューで結果をフィルタ処理できます。そして、イベントを検索したり、イベントを
表示するサービスを選択したりして、時間範囲を設定し、メタデータのクエリを実行することができます。  
［ナビゲート］ビューのドリルダウン ポイントから［イベント］ビューを開くと、デフォルトでイベントの詳細
ビューが表示されます。［ナビゲート］ビューを使用する権限がないアナリストは、［イベント］ビューから
サービスに直接クエリを実行できます ［イベント］ビューに表示される情報をフィルタするための構成オプ
ションがいくつか用意されています。

注：［イベント］ビューでサービスとしてArchiverを選択して検索を実行した場合は、Brokerまたは
Concentratorを対象に検索を実行した場合よりも検索速度が遅くなります。通常、Archiver上の
データは圧縮され、より多くのデータが存在するためです。

［イベント］ビューに表示されるイベントのフィルタリング

［イベント］ビューに表示されるデータをフィルタリングするには、次の手順を実行します。

 1. ［調査］＞［イベント］に移動します。

［イベント］ビューには、デフォルトで［詳細］ビューが表示されます。

 

 2. デフォルト ( ［直近3時間］) 以外の時間範囲を選択するには、ツールバーで［時間範囲］フィールド

をクリックし、値を選択します。たとえば、［直近1時間］を選択します。

選択した時間範囲で［イベント］ビューが更新されます。

 3. 選択したサービスと時間範囲を対象としたクエリを入力するには、ツールバーで、［クエリ］をクリックし

ます。
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［シンプル］ダイアログが表示されます。

 4. オートコンプリート機能を使用してメタと演算子を選択し、シンプルなクエリを入力する場合は、次

のいずれかを実行します。

 a. ［メタの選択］フィールドをクリックし、ドロップダウン リストからメタ キーを選択します。

 b. ［演算子］フィールドで、ドロップダウン リストから演算子を選択します。

 c. ［値］フィールドに、値を入力します。

 d. ［ネットワーク］データ、［ログ］データ、［エンドポイント］データのいずれかを選択して、［適用］をク

リックします。

条件に一致するデータが［イベント］ビューに表示されます。

 5. メタと演算子の知識があり、より複雑なクエリを入力する場合：

 a. ［詳細設定］をクリックします。

［詳細］ダイアログが表示されます。

 b. クエリを入力します。クエリでメタ キーの先頭文字を入力すると、使用可能なメタ キーと演算子

のドロップダウン リストが表示されます。終了したら、［適用］をクリックします。  

 6. 最近実行したクエリのリストからクエリを選択する場合：

 a. ［最近実行したクエリ］を選択します。

［最近実行したクエリ］ダイアログが表示されます。
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 b. クエリを選択し、［適用］をクリックします。

［イベント］ビューの詳細ビューに、一致するクエリ結果が表示されます。該当するクエリが階層リ

ンクに反映されます。

 c. 階層リンクにある任意のクエリをクリックすると、クエリ メニューを表示できます。クエリの前に新し

いクエリを挿入することや、階層リンクの末尾に新しいクエリを追加することができます。階層リン

クを編集すると、その都度、NetWitness Platformによって結果が更新されます。

［イベント］ビューでのイベントの検索

［イベント］ビューに表示されているデータから検索を実行するには、［検索］フィールドに検索文字列を
入力します。検索文字列は、regex( 正規表現) で入力することも、単純なテキストで入力することもで
きます。これらの検索タイプの詳細については、「」で説明しています。

［イベント］ビューに表示されているデータを検索するには、次の手順を実行します。

 1. 検索を実行するには、［イベントの検索］ボックスにカーソルを移動し、検索文字列を入力して、

Enterキーを押すか［検索］をクリックします。

検索結果が［イベント］ビューに表示されます。検索条件に一致するイベントが、［イベント］ビューの

グリッドに表示されます。詳細ビューとリスト  ビューでは、一致した文字列が［詳細］列にハイライト

表示されます。加えて、RAWを検索対象とした場合、一致した文字列が、ログ ビューの［ログ］列

にハイライト表示されます。以下の例は、［イベント］の詳細ビューで「India」を検索した結果を示し

ています。［イベントの再構築］では、検索条件との一致がハイライト表示されないことに注意してく

ださい。
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 2. 検索を絞り込むには、クエリと時間を変更します( 前掲の「［イベント］ビューに表示されるイベントの

フィルタリング」を参照) 。

 3. 検索を中止して［イベント］ビューに戻る場合は、［キャンセル］をクリックします。

表示されている結果はそのままとなります。

 4. 検索ボックスをクリアして通常の［イベント］ビューに戻るには、検索ボックスの［X］をクリックします。
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［イベント］ビューでの列グループの管理

［イベント］ビューでイベント  リストを表示する際、列として表示するメタ キー、グリッド内の列の位置、列
のデフォルトの幅を定義することにより、データの表示方法をカスタマイズできます。

注：バージョン11.1以降では、メタ キーを使用可能な場所では、構成済みのメタ エンティティも使用
できます。Investigateプロファイルには、カスタム列グループを含めることができます。カスタム列グループ
がプロファイルで使用されていて、カスタム列グループを使用してイベントを表示している場合は、
ビューのタイプ( 詳細、リスト、ログ) を変更できません。  

カスタム列グループの作成

 1. ［ナビゲート］＞［イベント］に移動します。

 2. ［ビュー］ドロップダウン メニューから［列グループの管理］を選択します。［ビュー］オプションは、詳細

ビュー、リスト  ビュー、ログ ビュー、現在選択されている列グループなどの名前が付きます。

［列グループの管理］ダイアログが表示されます。

 

 3. 列グループ パネルに新しい列グループを追加するには、 をクリックして、開いたフィールドに新しい

グループの名前を入力します。

右側に、そのグループの列定義パネルが開きます。グループ名を編集することもできます。
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 4. グループに列を追加するには、 をクリックします。追加された空の［メタ キー］フィールドをクリック

し、［メタ キー］ドロップダウン リストを表示します。リストからメタ キー フィールドを選択します。この

手順を、列セットが完成するまで繰り返します。

 5. ( オプション) 列グループからメタ キーを削除するには、 をクリックします。

 6. ( オプション) ［イベント］リストに表示される列の順序を変更するには、メタ キーをドラッグして適切な

位置に移動します。
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 7. ( オプション) 列のデフォルトの幅を設定するには、［幅］列にある目的の値をクリックして、新しい列の

幅を入力します。

 8. ( オプション) 列グループを以前の設定に復元し、これまでに加えた変更をすべて取り消すには、［リ

セット］をクリックします。

 9. 保存する準備ができたら、次のいずれかを実行します。

 a. 編集した列グループを保存し、その列グループの設定を使って［イベント］ビューを更新するに

は、［保存して適用］をクリックします。

 b. ［イベント］ビューを更新せずに、編集した列グループを保存するには、［保存］をクリックします。

列グループの選択

列グループを選択するには、次の手順を実行します。

 1. ［イベント］ビュー オプションで、［ビュー］ドロップダウン メニューの［カスタム列グループ］を選択します。

オプション名は、デフォルト値( 詳細ビューまたは現在の値) です。
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 2. いずれかの列グループをサブメニューから選択します。

［イベント］ビューの表示が更新され、カスタム列グループの設定が反映されます。
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［イベント］ビューでのイベントのエクスポート

［イベント］ビューの［アクション］メニューには、表示中のイベントからアーカイブにイベントをエクスポートす
るオプションがあります。

注：表示またはアクセスの権限を持つファイルのみをエクスポートできます。

エクスポート機能では、サービスのクエリを実行し、選択した時間範囲とドリルダウン ポイントで指定し
たセッションをPCAPファイルにエクスポートします。エクスポートされる内容は、エクスポートするときの時
間範囲やドリルダウン ポイントによって変わります。［ファイルの抽出］ダイアログでは、次の項目を選択
してエクスポートできます。

 l PCAP

 l ログ

 l NetWitness EndPointイベント

 l メタ値

エクスポートするアーカイブの形式。ZIPまたはGZIPファイル。リクエストを送信すると、ジョブがスケジュー
ルされ、ジョブ トレイでそのジョブのトラッキングができます。ログまたはPCAPをサービスから取得する際に
エラーが発生すると、NetWitness Platformはエラー通知を表示します。

イベントからファイルを抽出するには、次の手順を実行します。

 1. ［イベント］ビューで、イベントをクリックします。

 2. ［アクション］＞［エクスポート］をクリックします。

 3. エクスポート  オプションとファイル形式を選択します。

選択したデータがダウンロード中であることを示すメッセージが表示されます。
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対応のためのインシデントへのイベントの追加

［イベント］ビューで調査を行うときに、1つ以上のイベントを選択して、インシデント対応者がRespondで
利用可能なインシデントを作成できます。また、アクセス権のある既存のRespondのインシデントにイベ
ントを追加することもできます。

注：管理者は、「システム セキュリティとユーザ管理ガイド」にある「ロールの権限」と「ロールと権限によ
るユーザの管理」の説明に従って必要なロールと権限を設定する必要があります。

 1. ［調査］＞［イベント］に移動します。

 2. ［イベント］ビューで、1つ以上のイベントを選択してから、［インシデント］＞［新しいインシデントの作

成］を選択します。

 3. ［インシデントの作成］ダイアログに情報を入力します。

 a. 重大度を選択します。重大度は1～100の整数で、100が最も重大です。

 b. インシデントの名前を入力し、［サマリ］フィールドでインシデントについて説明します。
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 c. インシデントの割り当て先をドロップダウン リストから選択します。このリストには、Respondにアク

セスできる組み込みのロールと、システムに追加されたカスタム ロールが含まれます。たとえば、こ

のリストには、管理者、アナリスト、DPO、オペレーターのロールや、インシデント対応担当者の

ロールが含まれている場合があります。

 d. ［カテゴリ］ドロップダウン リストから、このインシデントに適用するアラートのカテゴリを1つ以上選

択します。

 e. ［優先度］ドロップダウン リストから、インシデントのカテゴリを選択します。たとえば、インシデント

はクリティカル、高、中、低の優先度の場合があります。

 f. ［保存］をクリックします。

新しいインシデントが作成され、Respondの選択されたロールのインシデント  キューですぐに利用

できるようになります。

 4. 1つ以上のイベントをインシデントに追加するには、1つ以上のイベントを選択してから、［インシデン

ト］＞［既存のインシデントへの追加］を選択します。

 5. ［イベントをインシデントに追加］ダイアログで、重大度を選択し、イベントが追加される1つ以上のイ

ンシデントを選択します。インシデント IDまたはインシデント名で既存のインシデントを検索できま

す。準備ができたら、［インシデントへの追加］をクリックします。

選択したインシデントにイベントが追加され、Respondで更新されます。
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分割されたセッションからのイベントの結合

アナリストは、セッション サイズが原因で分割されたセッションを［イベント］ビューで特定し、そのようなセッ
ション フラグメントを結合して、セッション全体を1つのクエリ結果として［イベント］ビューに表示することが
できます。分割されたセッションを再結合すると、［イベント］ビューから実施する単一のセッションのパケッ
トのエクスポートには、すべてのセッション フラグメントが含まれます。

バージョン10.4以前のDecoderは、デフォルトのセッション サイズを32 MBに設定しています。セッションが
32 MBの制限を超えると、Decoderはセッションを分割し、後続のパケットはすべて新しいセッションとして
処理されます。つまり、Decoderは、実際のネットワーク セッションを複数のDecoderセッション フラグメント
に分割します。分割されたセッションは、元の大きなネットワーク セッションのフラグメントであるという前
提なしにパースされます。このため、セッション フラグメントは、ソース アドレス、宛先アドレス、ポートが逆
方向に設定されたり、アプリケーション プロトコルが特定できないセッションとして処理されたりする場合
がありました。また、セッションが分割されているために、すべてのセッション フラグメントを1つのクエリ結果
として表示することや、すべてのセッション フラグメントを含む単一のパケット  エクスポート  ファイルを作成
することが困難でした。

NetWitness Platform 10.5以降では、Decoderの機能拡張により、セッション フラグメントの処理が次のよ
うに改善されました。

 l コンテキストを考慮したセッション フラグメントのパース。

 l セッション フラグメントの強調表示。

 l セッション フラグメントの検索。

 l すべてのパケットを1つのPCAPにエクスポート。

コンテキストを考慮したセッション フラグメントのパース

Decoderは、構成された最大セッション サイズ( 32 MB) または構成されたタイムアウト ( 60秒) に基づい
てセッションを分割する前に、セッションのパースを完了します。パースが完了した時点で、パース結果に
は適切なアドレス方向とアプリケーション プロトコルが含まれます。その結果を後続のすべてのセッション 
フラグメントに追加することにより、元の論理的ネットワーク セッションとのコンシステンシを確保します。  

注：必要なDecoder構成の変更はすべて、10.5にアップグレードするときに行われます。ただし、セッ
ション フラグメントの検索を実行するには、 tcpおよびudpソース ポート  メタ( tcp.srcportおよび
udp.srcport) にフル インデックスが作成されている必要があります。これは、10.5より前のバージョンのデ
フォルトの構成ではありません。このため、セッション フラグメントの検索が可能となるのは、Decoderを
10.5にアップグレードした後に収集したセッションに限定されます。

セッション フラグメントの強調表示

各セッション フラグメントには、session.splitメタ アイテムが追加されます。各セッション フラグメントの
session.splitメタ アイテムの値は、そのフラグメントの前にあるフラグメントの数を示します。［イベン
ト］ビューでセッションを表示する際、イベント  リスト  ビューおよび詳細リスト  ビューでは、session.split
メタ アイテムによってセッション フラグメントであることを確認できます。
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セッションの分割は、Decoderに構成されたassembler.size.maxまたは
assembler.timeout.session( セッション間のレーテンシー) に達すると発生します。最初のセッション 
フラグメントは0で、それ以降のタイムスタンプのセッション フラグメントには1から順に番号が設定されます
( 1、2、3など) 。session.splitメタは、前のセッション フラグメントの数を示しますが、値が0の場合
は、必ずしも後続のセッション フラグメントが存在するとは限りません。また、最大セッション サイズを超
える前にセッションのパースが完了した場合は、セッションの最初のフラグメントにsession.splitメタ ア
イテムが存在しない可能性もあります。

セッション フラグメントを表示すると、パースに必要な最大セッション サイズとセッション タイムアウトを判
断して、分割されたセッションを再度1つに結合することができます。たとえば、32 MBのフラグメントが4つ
ある場合は、128 MBを超える最大セッション サイズをテスト用のDecoder( 通常は、メインの本番サービ
スから切り離された仮想マシン構成) に構成する必要があります。この手順は、セッション タイムアウトに
基づいてすべてのフラグメントを検索する手順と同じです。次の図は、分割されたセッション情報がハイ
ライト表示されているイベント  リストビューおよびイベント詳細ビューを示しています。

注：以下の画面イメージを取得した環境では、最大セッション サイズは12 MBに構成されています。
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session.splitメタデータは、詳細ビューでは必ずアドレスとポート  メタの直後に表示されます。追加
のメタとして非表示になることはありません。この機能拡張により、次の操作をすぐに行うことができま
す。

 l ネットワーク セッションの中から分割されたセッションを特定する。

 l 1つのセッション フラグメントから、元のネットワーク セッションのすべてのセッション フラグメントを表示す

る。

 l ネットワーク セッション全体のパケットを1つのPCAPファイルとしてエクスポートする。

フラグメントの検索と結合

［イベント］ビューから、［再フォーカス］＞［セッション フラグメントを検索］コンテキスト  メニュー オプションを
使用して、セッション フラグメントを見つけることができます。NetWitness Platformは、選択したセッション
のソース アドレス、宛先アドレス、ポートを使用してクエリを作成し、現在のタイム ウィンドウ内でそのク
エリと一致するすべてのセッションを表示します。  
セッション フラグメントを検索するには、次の手順を実行します。

 1. ［イベント］ビューで、ソース アドレス、宛先アドレス、ポートの値( ip.src、ip.dst、ipv6.src、
ipv6.dst、tcp.srcport、tcp.dstport、udp.srcport、udp.dstport) または

session.split値のいずれかを右クリックします。

コンテキスト  メニューが表示されます。

 

 2. ［再フォーカス］＞［セッション フラグメントを検索］または［新しいタブを再フォーカス］＞［セッション フ
ラグメントを検索］を選択します。

NetWitness Platformでは、現在の時間範囲に存在する特定の1セッションのセッション フラグメントが

イベント  リストに表示されます。選択したオプションに応じて、再フォーカスは現在のビューに表示さ

れるか、新しいタブに表示されます。( 例の中で、時間範囲として「すべてのデータ」を選択している

場合がありますが、本番システムでの使用は推奨されません) 。
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 3. 必要な場合は、時間範囲を調整して、現在の時間範囲の前後に存在する可能性があるすべて

のセッション フラグメントを表示します。時間の境界の近くでフラグメントが発生した場合、特に最初

に表示されるフラグメントのsplitの値が0( または、なし) でない場合は、時間範囲を広げる必要があ

ることが分かります。また、最後に表示されるセッションのパケットを調査すれば、セッションが継続し

ているかどうかを判断できます。次に例を挙げます。

 a. 明らかに最初のフラグメントではないもの、たとえば10:30～10:35の時間範囲に、1、2、3、4のフ

ラグメントが見つかった場合は、フラグメント0が存在するはずです。時間範囲の開始を早めると

( この例では10:25) 、追加のフラグメントを見つけることができます。

 b. 最後のフラグメントのセッション サイズが最大セッション サイズ( この例では12 MB) に近い場合

は、それ以降の時間( この例では10:40) を含めるように時間範囲を広げ、追加のフラグメントを

探します。

ネットワーク セッションのすべてのセッション フラグメントを1つのイベント  リストに表示すると、リスト

が複数ページにまたがることがあります。

 4. ( オプション) すべてのセッション フラグメントのパケットを1つのPCAPファイルにエクスポートするには、

［アクション］＞［すべてのPCAPのエクスポート］を選択します。

PCAPがダウンロード中であることを示すメッセージが表示されます。ダウンロードが完了すると、

PCAPファイルには、分割されたネットワーク セッションの全体が含まれています。
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［ナビゲート］ビューおよび［イベント］ビューでのクエリとデータの

処理

このトピックでは、［ナビゲート］ビューや［イベント］ビューに共通する、データのクエリや結果の処理に関
する方法について説明します。アナリストは次の操作を実行できます。

 l テキスト  パターンの検索

 l カスタム クエリの作成

 l URL統合を使用したクエリの表示と変更

 l プロファイルを使用したカスタム ビューのカプセル化

 l ［ナビゲート］および［イベント］ビューでのContext Hubリストとリスト値の管理

 l ［ナビゲート］および［イベント］ビューでの追加のコンテキストの検索

 l イベントの再構築
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カスタム クエリの作成

［調査］＞［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューでは、メタ キーや値をクリックする代わりにクエリを作
成して、メタ データをドリル ダウンすることができます。クエリ作成のためのダイアログには、使用可能な
メタ キーや演算子がドロップダウン リストで表示される構文ヘルプが用意されています。このドロップダウ
ン リストを表示したときに、各メタ グループを展開したり折りたたんだりしてグループ内の個々のメタ キー
を表示または非表示にできます。

注：バージョン11.1以降では、メタ キーだけでなく、メタ エンティティも問い合わせることができます。

メタ グループを選択すると、そのグループ内のすべてのメタ キーをOR条件で連結する複雑なクエリが
NetWitness Platformによって生成されます。したがって、メタ グループにip.srcとip.dstが含まれる場
合、生成されるクエリは「ip.src = <value> OR ip.dst = <value>」になります。異なる値タイプ
のメタ キーがメタ グループに含まれる場合、条件の値の入力は無効化され、existsステートメントを
使用したクエリが生成されます。たとえば、ip.src、ip.dst、alias.hostを含むメタ グループは、異
なる値タイプのメタ キーを含んでいます。ip.srcとip.dstはIPアドレスで、alias.hostはテキストで
す。この場合、生成されるクエリはip.src exists OR ip.dst exists OR alias.host exists
です。

基本的なクエリの形式は以下のようになります。

<metakey> <operator> [<metavalue>]
以下に、例をいくつか示します。
action exists
action = 'get'
alias.host = '10.25.55.115'
extension = 'exe'
orig_ip != "10.0.0.0" - "10.255.255.255"

基本的な方法を使用したクエリの作成

基本的な方法でクエリを作成する場合は、NetWitness Platformが提供するメタおよび演算子のドロッ
プダウン リストを使用できます。

 1. ［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューのツールバーで、［クエリ］を選択します。

［クエリ］ダイアログが表示され、デフォルトで［シンプル］オプションが選択されています。

 2. ［メタの選択］フィールドをクリックして、ドロップダウン リストを表示します。ドロップダウン リストには、

［メタ グループ］と［すべてのメタ］の2つのセクションがあります。
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 3. ［すべてのメタ］で単一のメタ キーを選択するか、［メタ グループ］でメタ グループを選択します。メタ 
キーまたはメタ グループをこのフィールドに直接入力することもできます。

 4. ［演算子］フィールドで、演算子を直接入力するか、ドロップダウン リストをクリックして有効な演算

子を選択します。

 5. ( オプション) 値が必要な演算子( beginsなど) を選択した場合は、3つ目のフィールドにメタ キーの値

を入力します。

 6. ［ネットワーク］、［ログ］、［エンドポイント］の各チェックボックスで、クエリの対象となるデータのタイプを

選択します。次のいずれかを実行します。

 a. クエリの対象をパケットに限定する場合は、［ネットワーク］をオンにし、［ログ］と［エンドポイント］

をオフにします。

 b. クエリの対象をログに限定する場合は、［ログ］をオンにし、［ネットワーク］と［エンドポイント］をオ

フにします。

 c. クエリの対象をエンドポイント  イベントに限定する場合は、［エンドポイント］をオンにし、［ネット
ワーク］と［ログ］をオフにします。

 d. クエリをパケット、ログ、エンドポイントに適用する場合は、［ネットワーク］、［ログ］、［エンドポイン

ト］をオンにします。

 7. 次のいずれかを実行します。

 a. ［適用］をクリックします。

ウィンドウが閉じ、新しいクエリの結果がビューに表示されます。階層リンクにクエリが表示されま

す。

 b. ［キャンセル］をクリックします。

ウィンドウが閉じ、ビューや現在のクエリは何も変化しません。

高度な方法を使用したクエリの作成

 1. ［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューのツールバーで、［クエリ］を選択します。

［クエリ］ダイアログが表示されます。
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 2. ［詳細設定］を選択します。

詳細なクエリのフィールドが表示されます。

 3. このフィールドに、クエリを記述します。クエリには、メタ キー、演算子、値を含めることができます。こ

のフィールドにメタ キーを入力し始めると、選択したサービスに対して使用可能なメタ キーのドロップ

ダウン リストが表示されます。

 4. クエリのメタ キーを選択します。

表示が更新されます。式がまだ完了していない場合、ステータスは、クエリが無効であることを示し

ます。

 5. 演算子もドロップダウン リストが表示され、必要に応じて値も表示されます。クエリ入力の進行に

伴って表示が更新されます。existsや!existsなど、値フィールドを使用しない演算子を入力すると

値フィールドが無効化され、無効のステータスがクリアされます。=など、値フィールドを必要とする演

算子を入力すると、値を入力するまでは無効のステータスのままになります。クエリが有効になると、

無効のステータスは表示されなくなります。

 6. 次のいずれかを実行します。

 l ［適用］をクリックします。

ウィンドウが閉じ、新しいクエリの結果がビューに表示されます。階層リンクにクエリが表示されま

す。

 l ［キャンセル］をクリックします。

ウィンドウが閉じ、ビューや現在のクエリは何も変化しません。
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最近実行したクエリの適用

最近実行したクエリを表示し、いずれかを選択して現在調査中のサービスに適用できます。最近実行
したクエリを選択するには、次の手順を実行します。

 1. ［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューのツールバーで、［クエリ］を選択します。

［クエリ］ダイアログが表示され、デフォルトで［シンプル］オプションが選択されています。

 2. ［最近実行したクエリ］オプションを選択します。

ダイアログの最後に、最近実行したクエリのリストが表示されます。

 3. 最近実行したクエリのリストから、クエリをクリックして選択します。
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 4. 次のいずれかを実行します。

 l クエリをダブル クリックします。

 l クエリを選択し、［適用］をクリックします。

ウィンドウが閉じ、新しいクエリの結果がビューに表示されます。階層リンクにクエリが表示されま

す。

 l ［キャンセル］をクリックします。

ウィンドウが閉じ、ビューや現在のクエリは何も変化しません。

［ナビゲート］および［イベント］ビューでのContext Hubリストとリスト値の管理

アナリストは、［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューでContext Hubのリストとリスト値を追加できます。
( バージョン11.2以降では、「［イベント分析］ビューで追加のコンテキストを検索する」で説明されている
ように、アナリストは「イベント分析」ビューでリストとリスト値を追加できます。

Context Hubサービスが有効化され、構成されている場合、NetWitness Platformは、［ナビゲーション］
ビューと［イベント］ビューで直接Incident Management、カスタム リスト、およびNetWitness Endpointからの
エンリッチメント  データを提供します。［調査］ビューではエンリッチメント  データを使用できるメタ値はすぐ
にわかるようハイライト表示され、その値をクリックしてコンテキスト情報やインテリジェンスを検索できま
す。

さらに、［ナビゲート］ビューや［イベント］ビューの［値］パネルで、リストの表示、既存のリスト内のメタ値の
編集、新しいリストの作成を実行できます。メタ値をリストに追加すると、コンテキスト  ルックアップ オプ
ションを使用してそのメタ値を調査できます。

アナリストが［調査］でリストを管理するためには、管理者が次のタスクを完了する必要があります。

 l Context Hubサービスを有効にします。

 l ［Investigation］ビューからコンテキスト  ルックアップを実行するユーザに、Manage List from 
Investigation権限を含んだアナリストのロールを割り当てます。

 l 「システム セキュリティとユーザ管理ガイド」にある「ロールの権限」と「ロールと権限によるユーザの管

理」の説明に従って適切なロールと権限を設定します。

既存のリストへのメタ値の追加

Context Hubの既存のリストにメタ値を追加するには、次の手順を実行します。

 1. ［ナビゲート」ビューまたは［イベント］ビューでサービスを調査する時、メタ値( たとえば、［Source IP］、
［Destination IP］、または［Username］の値) を右クリックし、コンテキスト  メニューから［リストへの追加

/削除］を選択します。

［リストへの追加 /削除］ダイアログが表示されます。
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 2. ［リスト］フィールドで、メタ値を追加するリストをドロップダウン オプションから選択します。複数のリス

トを選択可能です。

 3. ［保存］をクリックします。

選択したリストにメタ値が追加されます。

Context Hubリストからのメタ値の削除

リストからメタ値を削除するには、次の手順を実行します。

 1. ［リストへの追加 /削除］ダイアログの［リスト］フィールドで、メタ値を含むリストを表示します。

 2. メタ値を削除したいリストの削除アイコン( x) をクリックします。

 3. ［保存］をクリックします。

削除したリストから、メタ値が削除されます。

新しいリストの作成

［調査］でContext Hubリストを作成するには、次の手順を実行します。
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 1. ［リストへの追加 /削除］ダイアログで、［新しいリストの作成］をクリックします。

 2. ［名前］フィールドに、リストの一意の名前を入力します。

 3. ［説明］フィールドに、リストの説明を入力します。

 4. ［作成］をクリックしてリストを作成します。

 5. ［保存］をクリックして、作成したリストにメタ値を追加します。

これらのリストは、コンテキスト情報を取得するデータ ソースと見なされます。

［ナビゲート］および［イベント］ビューでの追加のコンテキストの検索

［イベント］ビューおよび［ナビゲート］ビューでは、Context Hubでイベントに関連づけられた要素に関する
詳細とインテリジェンスを検索することができます。( バージョン11.2以降では、「［イベント分析］ビューで
追加のコンテキストを検索する」で説明されているように、［イベント分析］ビューで追加のコンテキストを
検索することもできます。これらの要素( エンティティ) は、IPアドレス、ユーザ名、ホスト名、ドメイン名、
ファイル名、ファイル ハッシュなどの識別子です。RSA NetWitness Endpointなどの構成されたソースから
のデータは、何が起こっているのかを理解するために役立ちます。

注：コンテキスト情報の表示を有効にするには、管理者がContext HubサービスをRSA NetWitness 
Platformに追加し、『Context Hub構成ガイド』の説明に従って、Context Hubサービスのデータ ソース
を構成する必要があります。『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」および
「ロールと権限によるユーザの管理」で説明されている権限Context Lookupがアナリストに付与され
ている必要があります。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。

Context Hubは、複数の構成可能なデータ ソースからのエンティティに関するデータを統合する、一元化
されたサービスです。このデータにより、特定のクエリで即座に得られる結果を超えて、追加のコンテキス
トで調査を拡張することができます。たとえば、Context Hubにより、指定したエンティティがインシデント、
アラート、フィード、コミュニティ インテリジェンスの関連資料で言及されているかどうかを確認することがで
きます。
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［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューでは、関連づけられたコンテキスト  データを持つエンティティが灰色
の背景でハイライト表示されます。エンティティにカーソルを合わせると、使用可能なデータのサマリーを
示すホバー ボックスが表示されます。エンティティを右クリックすると、Context Hubは構成されたデータ 
ソースに関連情報を照会し、［コンテキスト検索］パネルがブラウザ ウィンドウの右側から開きます。［コ
ンテキスト検索］パネルには、利用可能になったContext Hubの情報が入力されます。別の検索を実行
するには、別のエンティティを右クリックすると、そのエンティティの情報で［コンテキスト検索］パネルが更
新されます。

［コンテキスト検索］パネルで、個々のデータ ソースを表示してさらに調べることができます。各データ 
ソースに表示される情報の詳細については、「             ［コンテキスト  ルックアップ］パネル」を参照してください。
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「ナビゲート」ビューまたは「イベント」ビューの［コンテキスト検索］パネルで情報を表示するには、次を実
行します。

 1. それぞれのメタ値にカーソルを合わせると、データが使用可能なデータ ソースが表示されます。

ホバー ボックスには、メタ値に使用できるコンテキスト  データを持つデータ ソースの一覧が表示され

ます。選択可能なデータ ソースは次のとおりです。NetWitness Endpoint、インシデント、アラート、ホ

スト、ファイル、フィード、Live Connect。

 2. メタ値を右クリックして、ドロップダウン メニューで［コンテキスト検索］をクリックし、［コンテキスト検索］

パネルを開きます。

ブラウザ ウィンドウの右側から［コンテキスト検索］パネルが開きます。［コンテキスト検索］パネルに

は、利用可能になったContext Hubの情報が入力されます。

 3. ［コンテキスト検索］パネルからアクションを実行するには、IPアドレスなどのエンティティをクリックしま
す。
次のオプションを使用できます。［新しいタブでリンクを開く］、［Investigateでクエリ］、［リンクをコ
ピー］、［ペースト］、［Googleルックアップ］、［Virus Totalルックアップ］、［エンドポイントでクエリ］。

 4. ［コンテキスト検索］パネルを閉じるには、そのパネルの をクリックします。
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プロファイルを使用したカスタム ビューのカプセル化

プロファイルを使用すると、［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューに表示されるデータをすばやく簡単にカ
スタマイズできます。［プロファイルの管理］ダイアログでは、プロファイルを使用して、デフォルトで表示さ
れるメタ グループおよび列グループを指定したり、調査にクエリを追加したり、プロファイルをインポートま
たはエクスポートしたりできます。

注：プロファイルは、同じNetWitness Platformネットワーク内のユーザ間で共有されます。あるユーザが
プロファイルを変更または削除すると、その他のユーザにも影響を与えます。

複数のプロファイルがある場合は、それらを切り替えて、選択したプロファイルの環境設定にすばやく変
更できます。プロファイルがアクティブである場合は、［プロファイル］メニューのタイトルがそのプロファイル
名で置き換えられます。

次の図は、［ナビゲート］ビューでのタイトル表示を示しています。プロファイル名は、［クエリ］オプションの
右側に表示されます。これは、［イベント］ビューにも当てはまります。

バージョン11.2以降では、プロファイルはプロファイル グループに編成されています。ビルトイン プロファイ
ルは、［デフォルト  プロファイル］グループにあり、編集できません。アナリストは新しいプロファイル グループ
を作成でき、だれでも使用できます。作成後、プロファイル グループを編集してプロファイルを追加した
り、プロファイルを削除したり、プロファイルを別のグループに移動したりできます。プロファイルを作成して
も、デフォルトではプロファイル グループには追加されません。プロファイルをエクスポートすると、プロファイ
ル グループに関する情報が保存され、プロファイルがエクスポート元のグループにインポートされます。

［プロファイルの管理］ダイアログに移動します。

 1. 調査＞［イベント］または調査＞［ナビゲート］に移動します。( ［調査］ダイアログが表示されている

場合は、サービスを選択して［ナビゲート］をクリックします。)

 2. ツールバーで、［プロファイル］＞［プロファイルの管理］を選択します。
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［プロファイルの管理］ダイアログが表示されます。

プロファイル グループの作成、編集、削除 ( バージョン11.2以上 )
カスタム プロファイル グループを作成して、異なるプロファイルを整理することができます。作成後、プロ
ファイル グループに対して直接行える編集は、プロファイル グループの名前の編集だけです。グループ
内のプロファイルを追加または削除するには、プロファイルを編集し、「プロファイルの作成および編集」
の説明に従って、別のプロファイル グループに割り当てます。

 1. ［プロファイルの管理］ダイアログで、次のいずれかを実行します。

 l 編集する既存のプロファイル グループを選択するには、プロファイル グループをダブル クリックしま

す。

 l 新しいプロファイル グループを追加するには、 をクリックして、［新しいプロファイル グループの追

加］を選択します。

注：ビルトイン プロファイル グループのいずれかを編集する場合は、 をクリックして、編集可能な
コピーを作成します。
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空白のフィールドがあるフォルダは、左側の列のプロファイル リストの下部に表示されます。

 2. プロファイル グループの名前を編集または入力するには、プロファイル グループをダブル クリックし、入

力フィールドに入力します。名前は2～80文字の長さにする必要があります。

プロファイルグループ名は、新しいプロファイル グループまたは編集したプロファイル グループに適用さ

れます。プロファイルを設定するときに、プロファイル グループを使用できるようになります。

 3. プロファイル グループを削除するには、次のいずれかの操作を行います。

 l プロファイルを保持したままプロファイル グループを削除する場合は、グループを選択するチェック

ボックスをオンにし、グループ内のプロファイルのチェックボックスをオフにして、［削除］ をクリックしま

す。

 l プロファイル グループおよびグループに含まれるプロファイルを削除する場合は、グループを選択す

るチェックボックスをオンにし、削除するグループ内のプロファイルのチェックボックスはオフにしませ

ん。

グループの削除を確認するダイアログ ボックスが表示されます。プロファイルの横にあるチェックボッ

クスをオフにしていない場合、グループとグループ内のプロファイルは削除されます。プロファイルの

チェックボックスをオフにした場合、プロファイル グループのみが削除され、プロファイルはグループ外

に移動されて、別のプロファイル グループに追加することができます。

［ナビゲート］ビューおよび［イベント］ビューでのクエリとデータの処理 138



NetWitness Investigateユーザガイド

プロファイルの作成および編集

 1. ［プロファイルの管理］ダイアログで、次のいずれかを実行します。

 l 編集する既存のプロファイルを選択するには、名前の横にあるチェックボックスをオンにします。

 l バージョン11.2以降で新しいプロファイルを追加するには、 をクリックするか、 の横にある下向

き矢印をクリックし、［新しいプロファイルの追加］を選択します。

 l 11.2より前のバージョンで新しいプロファイルを作成するには、 をクリックします。

注：組み込みプロファイルのいずれかを編集する場合は、 をクリックしてコピーを作成し、コピー
を編集します。

プロファイルの定義は、右側のパネルで編集できます。この図は、ビルトイン プロファイルの1つの定
義を示しています。

 2. ［名前］フィールドで、プロファイル名を編集または入力します。名前は2～80文字の長さにする必

要があります。

 3. ( バージョン11.2以上のオプション) プロファイルをプロファイル グループに追加する場合は、［プロファイ

ル グループ］ドロップダウン リストからプロファイル グループを選択します。
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プロファイル グループを選択すると、変更を保存するときにプロファイルがグループに追加されます。プ

ロファイル グループを選択しない場合、そのプロファイルはグループの一部ではありません。

 4. ［メタ グループ］ドロップダウン リストからメタ グループを選択します。「メタ グループの管理」で説明し

ているカスタム メタ グループを追加できます。

 5. ［列グループ］ドロップダウン リストから列グループを選択します。「［イベント］ビューでの列グループの

管理」で説明しているカスタム列グループを追加できます。

 6. 結果をフィルタリングするためのクエリを［プレ クエリ］フィールドに入力します。プレ クエリの構文はクエ

リ ビルダーと同じです。図のプレ クエリは、service = 24,25,109,110,995,143,220,993と呼ばれるメタ グ
ループを使用しています。

 7. プロファイルを使用せずに保存するには［保存］をクリックし、プロファイルを保存してただちに使用す

るには［保存して適用］をクリックします。

［保存して適用］をクリックすると、選択したプロファイルを適用する前に確認ダイアログが表示されま

す。バージョン11.2以上では、「プロファイルの管理」ダイアログで入力したプレ クエリが階層リンクに

表示されます。

プロファイルの削除

 1. ［プロファイルの管理］ダイアログで、名前の横にあるチェックボックスをオンにしてプロファイルを選択し
ます。

注：ビルトイン プロファイルを削除することはできません。

 2. をクリックします。

プロファイルを削除するかどうかを確認するメッセージが表示され、プロファイルが削除されます。ツー

ルバーのオプション名がプロファイルに戻り、プロファイルが有効になっていないことが示されます。

アクティブ プロファイルの変更

［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューに十分な結果または正しい結果が表示されない場合は、ア
クティブ プロファイルがプレ クエリを適用している可能性があります。プロファイルを使用しない場合は、
［プロファイル］ドロップダウン メニューの［プロファイルの非アクティブ化］をクリックします。

別のプロファイルを使用する方法

 1. ［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューのツールバーで、［プロファイル］ドロップダウン メニューを開

きます。

 2. ［プロファイル］オプションにマウス ポインターを置くと、使用可能なプロファイルのドロップダウン リストが

表示されます。
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 3. 使用するプロファイルを選択します。

そのプロファイル設定が即座に適用されます。

［プロファイルの管理］ダイアログでアクティブ プロファイルを変更する方法

 1. ［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューのツールバーで、［プロファイル］＞［プロファイルの管理］を

選択します。

［プロファイルの管理］ダイアログが表示されます。

 2. 左側のパネルでプロファイルを選択し、［保存して適用］をクリックします。

確認ダイアログが表示されます。

 3. ［はい］をクリックします。

そのプロファイル設定が即座に適用されます。

プロファイルのインポート

別のサービスからダウンロードした.jsnファイルをアップロードまたはインポートできます。プロファイル グ
ループをエクスポートしてからインポートすると、プロファイルのグループ化が維持されます。

 1. ［プロファイルの管理］ダイアログで、左側のパネルのツールバーにある をクリックします。

［プロファイルのインポート］ダイアログが表示されます。

 2. ［参照］または［ファイルのアップロード］フィールドをクリックして、コンピューター上のファイルを選択しま

す。

 3. ファイルを選択したら、［アップロード］をクリックします。

アップロードしたプロファイルが左側のパネルに表示されます。

プロファイルのダウンロード

プロファイルは.jsnファイルとしてダウンロードできます。

 1. ［プロファイルの管理］ダイアログで、左側のパネルから1つまたは複数のプロファイルを選択します。

 2. 左側のパネルのツールバーで をクリックします。

ダウンロードがすぐに始まります。
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テキスト  パターンの検索

［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューの両方で、現在のイベント  セット内のテキスト  パターンを検索でき
ます。キーワード  テキスト検索または、regex( 正規表現) による検索が可能です。［ナビゲート］ビューで
は、HTTPなどのメタ値をクリックしてデータをドリル ダウンし、［検索］フィールドに検索文字列を入力し
て、データ サブセット内のイベントを検索できます。検索すると［イベント］ビューにタブが開き、指定した
絞り込み条件と時間範囲が表示され、検索結果が表示されます。また、検索を開始する前にクエリを
使用してデータをドリル ダウンできます。検索を実行するには、［検索］ボックスに検索文字列を入力し
て、Enterキーを押すか［検索］をクリックします。

キーワード  テキスト検索

キーワード  テキスト検索の機能は次のとおりです。

 l スペースで区切られた単語はAND検索となり、すべての単語が検出されて初めて一致と見なされま

す。ただし、単語間の位置や順序は考慮されません。たとえば、Mark Albertを検索条件とした

場合、セッションにMarkとAlbertの両方が存在している必要があります。ただし、1つのまとまりで出現

している必要はなく、順序も問われません。

 l 「OR」という単語は特殊な意味を持ちます。Mark OR Albertを検索した場合、MarkとAlbertの
どちらか一方がセッションに見つかれば一致と見なされます。両方が存在する必要はありません。

 l 1つの検索条件に、暗黙的なANDとORを組み合わせて使用することもできます。明示的に指定さ

れたORは、暗黙的( スペースによる) ANDよりも優先されます。次の2つの例は、論理的には同じ意

味を持ちます。つまり、「cheese」と「dumplings」の両方が存在し、「toast」か「bread」のどちらかが存在

している必要があります。

 cheese toast OR bread dumplings
 cheese AND (toast OR bread) AND dumplings

 l 検索結果から除外したい単語は、-演算子で指定できます。たとえば、cheese -toastを検索

した場合、cheeseという単語を含んだ結果のうち、 toastを含んでいない結果がすべて返されます。

 l テキスト  キーワード検索では、次のパターンの照合に対応しています。

 l IPv4およびIPv6アドレス。IPアドレスとして認識できる単語は、インデックス付けされたメタデータを

検索できるように、ネイティブ メタデータ形式に変換されます。

 l IPv4 CIDR範囲。CIDR表記を使用して範囲内のIPv4アドレスを検索できます。

 l タイムスタンプ。タイムスタンプは、ネイティブのtimeメタ、およびTimeタイプのその他のtimeメタ フィー

ルドと照合されます。

 l 数字。検索条件に指定された10進数は自動的に認識され、数値メタ フィールドと照合されま

す。

検索の動作を制御するオプション

［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューで検索ボックスと検索オプションにアクセスするには、次の手順
を実行します。
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 1. ツールバーに、［イベントの検索］フィールドが表示されます。

トラブルシューティング：ツールバーに［イベントの検索］フィールドが表示されない場合は、ツールバー

の右端の をクリックします。

 2. ［検索］フィールドをクリックすると、［検索オプション］ドロップダウン メニューが表示されます。バージョ

ン11.2以降では、メニュー オプションは若干異なります。最初の図は、11.1以前のメニューを示して

います。2番目の図は、バージョン11.2以降のメニューを示しています。

このボックスで選択したオプションで、検索の実行方法を変更します。デフォルトの検索モードでは、イン
デックス付けされたメタデータとrawデータのみをインデックスで検索します。

注：［インデックス］または［インデックス付けされたメタデータのみ( デフォルト ) ］チェックボックスがデフォル
トで選択されているため、インデックス付けされたデータに基づいて検索結果が返されます。メタデータ
またはrawデータの完全なセットを検索する場合は、該当するチェックボックスをオンにして、［インデッ
クス］または［インデックス付けされたメタデータのみ( デフォルト ) ］チェックボックスをオフにします。このタ
イプの検索には時間がかかりますが、より完全なデータのセットが含まれます。

次の表で、Investigationの検索オプションについて説明しています。
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機能 説明

［インデックス付けされ
たメタデータのみ( デフォ
ルト ) ］チェックボックス
( バージョン11.2)
［インデックス］ラジオ ボ
タン( バージョン11.1)

この検索では、インデックスされたデータの結果のみが返されます。インデッ
クス検索は、大量のデータ セットから最も迅速にキーワードを見つける方法
です。インデックス検索は、データ コレクションにある関連するすべてのイン
デックスを利用します。

注意：サブストリング一致は、インデックス検索では検出されません。サブ
ストリング一致を検出したい場合は、このチェック ボックスをオフにして、非
インデックス検索モードを使用します。

［すべてのメタデータ］ラ
ジオボタン( バージョン
11.2)
［メタ］チェックボックス
( バージョン11.1)

メタデータを検索します。キーワードや正規表現パターンは、解析済みメタ
データと照合されます。

［すべてのRAW］ラジオ 
ボタン( バージョン11.2)  
［RAW］( ネットワーク/
ログ/エンドポイント )
チェックボックス( バー
ジョン11.1)

ネットワーク、ログ、エンドポイントのイベント  テキストを検索します。すべて
のイベントがデコードされ、キーワードや正規表現パターンに一致するコンテ
ンツが検索されます。
フィルタを指定せずにArchiver上のすべてのデータを検索対象にした場
合、実行時間が極端に長くなり、警告が表示される場合があります。

注意：ネットワークのRAWデータを検索すると、セッションがデコードされる
ため、非常に時間がかかります。ネットワーク データのみのコレクションを検
索する場合は、RAWオプションを無効にしてもかまいません。

［すべてのメタデータと
Raw］ラジオ ボタン
( バージョン11.2)

メタデータおよびログまたはイベント  テキストを検索します。このオプション
は、バージョン11.1の メタとRAW( ネットワーク/ログ/エンドポイント ) の2つのオ
プションの組み合わせで、一緒に選択することができます。バージョン11.2で
は、ラジオ ボタンを1つだけ選択できます。

大文字と小文字を区
別しない

大文字と小文字を区別せずに検索します。

正規表現 検索で、テキストではなくPerlの正規表現が使用されます。デフォルトで
は、テキスト検索が実行されます。正規表現検索を実行するには、［正規
表現］オプションを選択する必要があります。

注意：
-正規表現検索は、非常に低速になる可能性があります。
-正規表現とインデックス検索オプションを組み合わせると、メタ値ではなく
固有のインデックス値に対して正規表現パターンが照合されます。これに
より、結果の生成は早くなりますが、すべてのメタ データまたはRawデータ
を完全に検索した結果ではありません。

適用 ［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューでの検索に適用するデフォルトの検索
オプションを設定します。これにより、プロファイルのInvestigation設定( ［プロ
ファイル］＞［環境設定］＞［Investigation］タブ) も更新されます。設定が保
存され、すぐに反映されます。
デフォルトの検索設定を変更せずに、個別の検索に使用する検索オプショ
ンを選択できます。
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正規表現検索の構文

正規表現検索には、Perlの正規表現の構文( http://perldoc.perl.org/perlre.htmlを参照) が使用されま
す。

Rawテキスト  キーワード検索  

Log Decoderには、パースされていないログ イベントのRawテキスト  インデックスを作成する機能がありま
す。この機能は、ConcentratorやArchiverなどのダウンストリーム サービス上にフル テキスト  インデックス
を形成する、メタデータ アイテムを作成します。検索オプションで［検索インデックス］を選択すると、自
動的にこのテキスト  インデックスを使用して検索が実行されます。テキスト  インデックスのメタは、粒度が
粗い点に注意してください。たとえば、デフォルトのテキスト  インデックスの構成では、テキストの切り捨て
が行われます。インデックスでの一致をRawデータと比較することにより、検索エンジンは正確な検索結
果を得ることができます。ただし、検索オプションのRawチェックボックスをオフにすると、検索時間が短縮
する可能性があります。この場合、結果は迅速に表示されますが、検索結果に誤検出が含まれる可
能性があります。

検索の例

［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューからの検索の例を以下に示します。

［ナビゲート］ビューでの検索

［ナビゲート］ビューに表示されているデータを検索するには、次の手順を実行します。

 1. データをドリルダウンするには、［値］パネルでHTTPなどのメタ値をクリックします。

 2. ［検索］フィールドに検索文字列を入力し、Enterキーを押すか、［検索］をクリックします。

 3. 検索ボックスをクリアして通常の［イベント］ビューに戻るには、検索ボックスの［X］をクリックします。

［イベント］ビューでの検索

［イベント］ビューに表示されているデータを検索するには、次の手順を実行します。

 1. ［イベントの検索］ボックスに検索文字列を入力し、Enterキーを押すか、［検索］をクリックします。

検索結果が［イベント］ビューに表示されます。検索条件に一致するイベントが、［イベント］リストに

表示されます。詳細ビューとリスト  ビューでは、一致した文字列が［詳細］列でハイライト表示され

ます。加えて、RAWを検索対象とした場合、一致した文字列が、ログ ビューの［ログ］列でハイライ

ト表示されます。

 2. 検索範囲を絞り込む場合は、クエリと時間を変更します。

 3. 検索を中止して［イベント］ビューに戻る場合は、［キャンセル］をクリックします。
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表示されている結果はそのままとなります。

 4. 検索ボックスをクリアして通常の［イベント］ビューに戻るには、検索ボックスの［X］をクリックします。
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URL統合を使用したクエリの表示と変更

NetWitness Investigateには、NetWitness Platformアーキテクチャに対する検索を可能にすることによっ
て、サード  パーティ製品との統合を容易に構成できるようにする外部URL統合が含まれています。URI
にクエリを記述することにより、カスタム リンクを作成可能なサード  パーティ製品から、［調査］ビューの特
定のドリルダウン ポイントに直接アクセスできます。この統合によって、ユーザのクエリをサード  パーティ製
品の内部で表示できます。          
URL統合では、ユーザは、NetWitness Platformでの定義に従って、ホスト IDまたはサービスとポートで
サービスを識別できるようになります。NetWitness Platformがサービスを解決できない場合、アナリストは
［ナビゲート］ビューにリダイレクトされ、［サービス選択］ダイアログが表示されます。サービスを選択する
と、クエリに定義されているドリルダウン ポイントが［ナビゲート］ビューにロードされます。

サービスIDが分かる場合

調査に使用するサービスのIDが分かっている場合、URIには次のフォーマットでURLエンコードされたク
エリを指定します。

http://<sa host:port>/investigation/<deviceId>/navigate/query/<encoded 
query>/date/<start date>/<enddate>                     

ここで、

 l <sa host: port>は、SAサーバのIPアドレスまたはDNS名で、必要に応じて、ポート ( SSLの場合

など) を指定します。ポート番号は、プロキシ使用時など非標準ポートでアクセスを構成する場合に

のみ必要です。

 l <deviceId>はNetWitness Platformインスタンスの内部サービスIDで、クエリの対象となります。サー

ビスIDは、常に整数です。サービスIDは、NetWitness Platformから［Investigation］ビューにアクセスす

る際にURLで確認できます。この値は、調査対象のサービスによって異なります。

 l <encoded query>は、URLエンコードされたNetWitness Platformクエリです。クエリの長さはHTML
のURL制限で制限されています。

 l <start date>と<end date>は、クエリの日付範囲を定義します。形式は<yyyy-mm-
dd>T<hh:mm:ss>Z.です。start date( 開始日) とend date( 終了日) は必須パラメータです。日付を

指定しない場合、サービスのユーザ デフォルトが使用されます。相対日付範囲( たとえば、「直近1
時間」など) はサポートされていません。すべての時間はUTCとして処理されます。

例：
http://localhost:9191/investigation/12/navigate/query/alias%20exists/date/2
012-09-01T00:00:00Z/2012-10-31T00:00:00Z

ホストとポート番号がわかる場合

調査に使用するサービスのホストとポートが分かっている場合、URIには次のフォーマットでURLエンコー
ドされたクエリを指定します。

http://<sa host:port>/investigation/<device host:port>/navigate/query/<encoded 
query>/date/<start date>/<enddate>                     

ここで、
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 l <sa host: port>は、SAサーバのIPアドレスまたはDNS名で、必要に応じて、ポート ( SSLの場合

など) を指定します。ポート番号は、プロキシ使用時など非標準ポートでアクセスを構成する場合に

のみ必要です。

 l <device host:port>は、NetWitness Platformインスタンスで定義されているクエリ対象のサービス

のホストとポートです。NetWitness Platformは、NetWitness Platformで定義されたサービスIDとしてホ

ストとポートの解決を試みます。

 l <encoded query>は、URLエンコードされたNetWitness Platformクエリです。クエリの長さはHTML
のURL制限で制限されています。

 l <start date> and <end date>は、クエリの日付範囲を定義します。形式は<yyyy-mm-
dd>T<hh:mm:ss>Zです。start date( 開始日) とend date( 終了日) は必須パラメータです。日付を指

定しない場合、サービスのユーザ デフォルトが使用されます。相対日付範囲( たとえば、「直近1時
間」など) はサポートされていません。すべての時間はUTCとして処理されます。

例：
http://localhost:9191/investigation/concentrator:50105/navigate/query/alias
%20exists/date/2012-09-01T00:00:00Z/2012-10-31T00:00:00Z

例

次のクエリの例では、NetWitness Serverが192.168.1.10で、デバイスIDが2に指定されています。

2013年3月12日の午前5:00から午前6:00までのすべてのアクティビティで、alias host(ホスト名 )が存在するデー

タ

 l カスタム ピボット：alias.host exists

 l https://192.168.1.10/investigation/2/navigate/query/alias%2Ehost%20exists/d
ate/2013-03-12T05:00:00Z/2013-03-12T06:00:00Z

2013年3月12日の午後5:00から午後5:10までのすべてのアクティビティで、 IPアドレス10.10.10.3において送受信

されるhttpトラフィック

 l カスタム ピボット：service=80 && (ip.src=10.10.10.3 || ip.dst=10.0.3.3)

 l ピボットのエンコード：

 l service=80 => service&3D80

 l ip.src=10.10.10.3 => ip%2Esrc%3D10%2E10%2E10%2E3

 l ip.dst=10.10.10.3 => ip%2Esrc%3D10%2E10%2E10%2E3

 l https://192.168.1.10/investigation/2/navigate/query/service%3D80%20%26%26
%20%28ip%2Esrc%3D10%2E10%2E10%
 2E3%20%7C%7C%20ip%2Edst%3D10%2E10%2E10%2E3%29/date/2013-03-
12T17:00:00Z/2013-03-12T17:10:00Z
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追加の注意事項

一部の値はエンコードする必要がない場合があります。たとえば、クエリにip.srcとip.dstを指定する場
合、これらのパラメータはエンコードせずに参照することが可能です。
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イベントの再構築

［イベント］ビューでイベントのリストを表示する際、イベントの元の形式と一致する読み取り可能な形
式で安全にイベントを再構築することができます。再構築されたイベントの初期ビューには、最適な形
式( 「最適な表示」) がデフォルトで使用されます。たとえば、WebコンテンツはWebページとして再構築
され、IMによる会話はチャットとして表示されます。再構築のデフォルト表示は、［プロファイル］＞［環
境設定］ビューで各ユーザが変更できます。

イベントのイベント IDがわかっている場合は、［ナビゲート］ビューから再構築を開くこともできます。

再構築では、次のことができます。

 l 表示するイベント情報を選択。リクエスト  データ、レスポンス データ、またはその両方を選択すること

ができます。

 l 再構築のタイプを選択。詳細、テキスト、16進数、パケット、Web、メール、IMのいずれかを選択でき

ます。

 l RAWログをエクスポート。

 l イベントをPCAPファイルとしてエクスポート。

 l イベントから任意のファイルを抽出。

 l イベントに関連づけられたすべてのメタ データを抽出。

注意：再構築でファイルへのリンクをクリックするときは気を付けてください。そのファイルに関連づ
けられているアプリケーションがシステムに含まれる場合、またはブラウザでそのファイルを開くこと
ができる場合、それが悪意のある添付ファイルだと、システムに悪影響を及ぼすことがありま
す。

 l イベントを個別のウィンドウまたはタブで表示( 使用しているブラウザの構成により異なる) 。

 l 現在のビューでプレビューとして再構築を表示している場合、左下隅にあるナビゲーション ボタンで

前後のページのイベントに移動することができます。

注：Investigationのアプリケーション パフォーマンスは、管理者が、［再構築の設定］と［再構築キャッ
シュの設定］で管理できます。アナリストが調査対象のセッションを再構築する場合、パフォーマンスと
表示結果に影響を与える要素が2つあります。
イベントによっては、サイズが極めて大きく、ソース パケットが膨大な数に上ることがあります。このよう
なセッションを再構築すると、アプリケーションのパフォーマンスが低下する可能性があります。
再構築キャッシュの表示内容が不正確である場合があります。このような理由から、1日以上経過し
たキャッシュは、24時間おきにNetWitness Platformによって消去されます。日次のキャッシュ クリーニン
グの合間に特定のアクションを実行すると、古いキャッシュの情報を使用して再構築が行われる可能
性があります。管理者は必要に応じて、NetWitness Serverに接続する1つ以上のサービスのキャッ
シュを手動でクリアできます。

［ナビゲート］ビューからのイベントの再構築  
イベント IDがわかっている場合に、イベントを［ナビゲート］ビューから直接再構築できます。このオプショ
ンでは、調査の開始時に通常必要となる、クエリの実行は必要ありません。eventidだけを使用して
イベントに直接移動できるようにするには、サービスと時間範囲を選択する必要があります。
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再構築またはイベント分析を［ナビゲート］ビューから直接表示するには、次の手順を実行します。

 1. ［調査］＞［ナビゲート］に移動して、［アクション］＞［イベント分析でイベントに移動］または［イベン

トの再構築でイベントに移動］を選択します。

［イベントに移動］ダイアログが表示されます。ダイアログは2つ( イベント分析用とイベント再構築用

に1つずつ) あります。いずれのダイアログでもイベント IDの入力を求められます。

 2. ［イベントID］フィールドにIDを入力して、［実行］をクリックします。

指定したイベントが［イベントの再構築］ビューまたは［イベント分析］ビューで再構築されます。

［イベント］ビューからイベントを再構築する

 1. ［イベント］ビューでドリルダウン ポイントを開きます。

 2. すべてのメタ データを表示するには、 をクリックします。

 3. 現在のビューで［イベントの再構築］を表示するには、再構築するイベントを選択し、［アクション］＞

［イベントの表示］＞［インライン プレビュー］を選択します。

同じビューに、［イベントの再構築］がポップアップ ウィンドウで表示されます。デフォルトでは、イベン

トのコンテンツから判断されたイベントに最適な再構築形式か、Investigationの［デフォルト  セッション

表示］の設定で選択した再構築形式で表示されます。［イベントの再構築］ツールバーのオプション

を使用して、再構築方法の変更、複数の結果の並行表示、イベントのエクスポート、メールの添

付ファイルの表示、ファイルの抽出、新しいタブでのイベントの表示を行うことができます。ツールバー

のオプションは、再構築中のイベントのタイプによって異なります( ネットワーク イベント、ログ イベン

ト、エンドポイント  イベント ) 。これは、ネットワーク イベントの再構築の例です。
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 4. 次のイベントの再構築をプレビューするには を、前のイベントの再構築をプレビューするには をク

リックします。
 5. 新しいタブでイベントの再構築を表示するには、次のいずれかを実行します。

 a. 再構築するイベントを［イベント］ビューで選択し、［アクション］＞［イベントの表示］＞［新しいタ

ブで開く］を選択します。
 b. プレビューした再構築の［イベントの再構築］ツールバーで、［イベントを新しいタブで開く］をクリッ

クします。

［イベントの再構築］が新しいタブで表示されます。
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セッションを左右 /上下に並べて表示

イベントのリクエストやレスポンスの表示方法を選択するには、次の手順を実行します。

 1. ［イベントの再構築］ツールバーで、［セッションを上下に並べて表示］または［セッションを左右に並

べて表示］をクリックします。

 2. ドロップダウン メニューから、イベントに表示する情報を選択します。［セッションを左右に並べて表

示］または［セッションを上下に並べて表示

］。選択した情報で、再構築されたイベントが更新されます。

表示するイベント情報の選択

表示するイベント情報を選択するには、次の手順を実行します。

 1. ［イベントの再構築］ツールバーで、［リクエストとレスポンス］をクリックします。

 2. ドロップダウン メニューから、イベントに表示する情報を選択します。［リクエストとレスポンス］、［リク

エスト］、［レスポンス］のいずれかを選択してください。

選択した情報で、再構築されたイベントが更新されます。

イベントの再構築のタイプの選択

イベントの再構築のタイプを選択するには、次の手順を実行します。

 1. ［イベントの再構築］ツールバーで［最適な表示］をクリックします。

 2. ドロップダウン メニューから、表示する再構築のタイプを選択します。メタ、テキスト、16進数、パケッ

ト、Web、メール、ファイルのいずれかを選択できます。

再構築されたイベントが、選択された再構築のタイプで更新されます。

メールの添付ファイルの表示またはダウンロード

ファイルが添付されているメールの再構築を表示するときに、サポートされているファイル タイプを開くか、
そのファイルをローカル システムにダウンロードできます。

注意：添付ファイルを選択するときは気を付けてください。添付ファイルに関連づけられているアプリ
ケーションがシステムにインストールされている場合、またはブラウザでそのファイルを開くことができる場
合、悪意のある添付ファイルを開くと、システムに悪影響を及ぼす可能性があります。

メールの添付ファイルを表示またはダウンロードするには：

 1. ［イベントの再構築］ツールバーで、［表示］ドロップダウンを選択し、［メールの表示］を選択します。

［イベントの再構築］が表示されます。

 2. メールの［イベントの再構築］セクションで、添付ファイルをクリックします。

ファイル タイプがブラウザでサポートされている場合は、新しいタブで添付ファイルが開きます。

ファイル タイプがサポートされていない場合は、添付ファイルをダウンロードできるように［ダウンロー

ド］ダイアログが表示されます。
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イベントをPCAPファイルとしてエクスポート

PCAPエクスポート  オプションにより、現在の時間範囲のセッションおよびドリルダウン ポイントをPCAPファ
イルにダウンロードできます。イベントをPCAPファイルとしてエクスポートするには、次の手順を実行しま
す。

 1. ［イベントの再構築］ツールバーで、［アクション］をクリックします。

 2. ［PCAPのエクスポート］をクリックします。

 3. 確認ダイアログが表示されます。

 4. ［OK］をクリックします。

ジョブのスケジュールが設定され、完了すると、PCAPが生成されます。PCAPは、［プロファイル］＞

［ジョブ］タブでダウンロードできます。

再構築されたイベントからのファイルの抽出

イベントに関連するファイルは、［ファイルの抽出］オプションで抽出し、ダウンロードすることができます。
ファイルを抽出するには、次の手順を実行します。

 1. ［イベントの再構築］ツールバーで、［アクション］をクリックします。

 2. ［ファイルの抽出］をクリックします。

［ファイルの抽出］ダイアログ ボックスが表示されます。

 3. 抽出するファイルのタイプを選択し、［OK］をクリックします。

 4. ジョブのスケジュールが設定され、完了すると、選択したタイプのファイルが生成されます。このファイ

ルは、［プロファイル］＞［ジョブ］タブでダウンロードできます。
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［イベント分析］ビューでのRAWイベントとメタデータの分析

［イベント分析］ビューでは、RAWイベントとデータを同じビューで分析することが可能です。［イベント分
析］ビューの再構築タイプを理解すると、次が行えます。

 l ［イベント分析］ビューでの結果のフィルタリング

 l ［イベント分析］ビューでのイベントの調査

 l ［イベント分析］ビューで追加のコンテキストを検索する

 l ［イベント分析］ビューでのデータのダウンロード

 l ［イベント分析］ビューでのデータの操作
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［イベント分析］ビューの再構築タイプ

収集したネットワーク データから脅威の可能性をハンティングするために、さまざまなポイントからドリル 
ダウンしてデータを分析することができます。セッションに疑わしいイベントが含まれる場合は、そのセッ
ションのイベントのリストを調査し、イベントの再構築を安全に表示し、パターンを特定することもできま
す。( ［イベント分析］ビューにアクセスするさまざまな方法については、「調査の開始」を参照してくださ
い) 。

注：11.1または11.2 NetWitness Serverから10.6.xまたは11.0.0.xサービス上のイベントを解析している場
合、［イベント分析］ビューのダウンロード動作は、ファイル、PCAP、ログ、ペイロード、メタ値によって
変わります。権限がない10.6.xまたは11.0.0.xサービス上でイベント  ペイロードを表示することはできま
すが、ファイルまたはペイロードをダウンロードすることはできません。

［イベント分析］ビューで、再構築の形式を、パケット分析、  ファイル分析、テキスト分析、メール( バー
ジョン11.1以降) 、Web( バージョン11.1以降) の中から選択できます。mediumメタ キーによってイベント
がログ イベントまたはエンドポイント  イベントとしてタグ付けされているときは、テキスト分析しか使用でき
ません。ネットワーク イベントのデフォルトの再構築はテキスト分析です。ただし、最後に開いていた再
構築形式が、デフォルトを上書きします。電子メールとWebの再構築では、［イベント］ビューでイベント
が開きます。「［イベント分析］ビューでのイベントの調査」の「イベント分析タイプを選択する」で説明さ
れています。

この図は、ネットワーク イベントの詳細の例です。Webブラウザ ウィンドウの幅が十分あるため、［テキス
ト分析］パネルには再構築形式のすべてのオプションが1行で表示されています。

ブラウザ ウィンドウの幅が足りないと、再構築形式のすべてのオプションを横並びに表示できないため、
ドロップ ダウン リストが表示されます。
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各タイプの分析では、分析機能を拡張するための設定が用意されています。設定の変更は、ブラウザ
の表示を更新しても、同じブラウザで再ログインしても、保持されます。次の設定が保持されます。

 l 現在選択されている再構築：テキスト分析、パケット分析、ファイル分析。

 l ［イベント  メタ］パネルの表示、非表示。

 l ［イベント］ヘッダーの表示、非表示。

 l リクエスト、レスポンス、またはその両方の表示、非表示。

 l ［パケット分析］パネルにパケット  ペイロードのみを表示するかどうか。

 l ［パケット分析］パネルでバイトを濃淡化するかどうか。

 l ［パケット分析］パネルにその他の一般的なファイル タイプを強調表示するかどうか。

 l ［パケット分析］パネルのページあたりのパケット数。

 l ［テキスト分析］パネルで圧縮したテキストと展開したテキストのどちらを表示するか。

 l ネットワーク イベントの［テキスト分析］パネルのテキスト  デコード設定。

［テキスト分析］パネル

［テキスト分析］パネルでは、すべてのタイプのイベント ( ネットワーク イベント、ログ イベント、エンドポイン
ト  イベント ) を元々のテキスト形式で表示できます。ページネーション コントロールは、イベントの再構築
されたテキストをページングするときの柔軟性を高めます。

注：エンドポイント  イベントは、バージョン11.1以降の調査に使用できます。ページネーション コント
ロールはバージョン11.2以降で使用できます。
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ネットワーク イベントによっては［テキスト分析］パネルが非常に大きくなることがあります。最適なレンダリ
ングを保証するために、過度に大きなペイロードは、収まるようにトランケートされます。再構築されたイ
ベントで、1つの再構築された要求または応答が最大バイト数を超えた場合、ヘッダーはメッセージがト
ランケートされたことを示します。この図は、最大バイト数( バージョン11.2) を超えているためにトランケー
トされた単一の応答を示しています。

バージョン11.1は大きなペイロードを異なる方法で処理します。1つのイベントのペイロードは2500パケッ
トに制限されます。パケットの制限に達すると、フッターに警告が表示され、制限に達したことを通知
し、イベント内のパケットの総数を示します。この図は、警告の上にマウス ポインターを置くと表示される
ツールチップを示しています。

 

注：［さらに表示］オプションは、トランケートされたメッセージでも使用できます。ただし、RAWペイロー
ドをダウンロードしないと、メッセージのテキスト全体が表示されません。

［テキスト分析］パネルでは、ネットワーク イベント、ログ イベント、エンドポイント  イベントの表示は異な
ります。

 l ネットワーク イベントでは、パケットの方向( リクエストまたはレスポンス) と、各パケットの内容がテキス

ト形式で表示されます。ネットワーク イベントを再構築している場合は、［テキスト分析］パネルはス
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クロールできます。リクエストとレスポンスのラベルと同様にテキストの識別情報もスクロールして表示

し続けることができます。

 l ログ イベントとエンドポイント  イベントにはリクエストまたはレスポンスがありません。RAWイベントのみ

が［テキスト分析］パネルに表示されます。

各タイプのイベント ( ネットワーク、ログ、エンドポイント ) には、いくつかの違いがあります。

 l イベントのヘッダーには、各タイプのイベントに関連する情報が含まれています。

 l エクスポートのオプションに違いがあります。

次に各タイプのイベント ( ネットワーク イベント、ログ イベント、エンドポイント  イベント ) の［テキスト分析］
パネルの例を示します。
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注：イベント  ヘッダー内の計算済みパケット数、計算済みパケット  サイズ、計算済みペイロード  サイ
ズが、［イベント  メタ］パネル内の同じ統計と異なっている場合があります。これは、イベントのパースが
完了する前にメタデータが書き込まれ、パケットが重複して計算されることがあるためです。
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［パケット分析］パネル

［パケット分析］パネルは、ネットワーク イベントのみを対象としています。［パケット分析］パネルはスク
ロールできます。リクエストとレスポンスのラベルと同様にパケットの識別情報もスクロールして表示し続け
ることができます。

［パケット分析］パネルの見出しには、パケットの方向( リクエストまたはレスポンス) 、パケット番号、パケッ
トの開始時刻、パケット IDと順序、ペイロード  サイズが表示されます。すべてのパケットはヘッダーで始
まり、一部のパケットにはフッターがあります。一部のパケットには、ペイロードがあります。

バージョン11.1では、ページネーション コントロールによって、パケット間の移動が柔軟になります。

16進形式とASCII形式の両方で、メタデータは青色でハイライト表示されます。ハイライト表示されたメ
タデータ上にカーソルを合わせると、ポップアップにメタ キーとメタ値の情報が表示されます。
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一般的なファイル シグネチャは、オレンジ色の背景色でハイライト表示されます。ハイライト表示された
テキスト上にカーソルを置くと、ポップアップにファイルのタイプの説明が表示されます。
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［ファイル分析］パネル

［ファイル分析］パネルは、選択したネットワーク イベントに関連づけられたファイルの一覧を表示しま
す。これは、［ファイル分析］パネルの例です。

1個のファイル、複数のファイル、すべてのファイルを選択してローカル ファイル システムにエクスポートでき
ます。ファイルを選択したら、［ファイルのダウンロード］ボタンがアクティブになり、選択したファイルの数が
反映されます。
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注意：デフォルトのアプリケーションに関連づけられているファイルを解凍または開くときは、十分に注
意してください。たとえば、Excelスプレッドシートは、ファイルの安全性を検証する前にExcelで自動的
に開かれる可能性があります。

各イベント  タイプの分析ツール

［イベント分析］ビューの分析ツールは、アナリストがさまざまなタイプのイベント ( ネットワーク イベント、ロ
グ イベント、エンドポイント  イベント ) に関連する情報を検索しやすいように設計されています。この表
は、イベント  タイプごとに実行できるアクションを示します。このセクションの残りの部分では、これらのアク
ションを実行するための手順を説明します。

アクション

ネット

ワーク 
イベント

ログ 
イベ

ント

エンドポ

イント  イ
ベント

［テキスト分析］パネルを表示する

［ファイル分析］パネルを表示する   

［パケット分析］パネルを表示する   

パネルを開く、閉じる、サイズを調整する

リクエストとレスポンスの表示を調整する   

［テキスト分析］パネルでイベント  ヘッダーを表示または非表示にする
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アクション

ネット

ワーク 
イベント

ログ 
イベ

ント

エンドポ

イント  イ
ベント

［テキスト分析］パネル内のトランケートされたテキスト  エントリーを展開
する

  

［テキスト分析］パネルでペイロードの圧縮表示と解凍表示を切り替え
る

  

［パケット分析］パネルでバイトをハイライト表示する   

［パケット分析］パネルで一般的なファイル タイプをハイライト表示する   

［パケット分析］パネルにペイロードのみを表示する   

［パケット分析］パネルでペイロードのみを表示するときバイトを濃淡化
する

  

［テキスト分析］パネルでURLとBase64のエンコードおよびデコードを実
行する

  

［テキスト分析］パネルでHTTPネットワーク セッションの解凍されたテキ
ストを表示する

  

［テキスト分析］パネルでイベントのイベント  メタデータを表示する

［パケット分析］パネルまたは［テキスト分析］パネルでネットワーク イベ
ント ( PCAPファイル、ペイロードのみ、リクエストのみ、レスポンスのみ) を
ダウンロードする

  

［ファイル分析］パネルでネットワーク イベントからファイルをエクスポート
する

  

［テキスト分析］パネルでログ イベントのファイルをダウンロードする   

［テキスト分析］パネルでエンドポイント  イベントのファイルをダウンロード
する

  

［テキスト分析］パネルで現在のエンドポイント  イベントを開く   
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［イベント分析］ビューでの結果のフィルタリング

注：このトピックに記載されている情報はRSA NetWitness® Platform バージョン11.1以降に適用され
ます。

NetWitness Platformバージョン11.0では、［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューでクエリを実行し、
［イベント分析］ビューに移動すると、読み取り専用の階層リンクに実行したクエリが表示されます。別
のクエリを入力する場合は、［イベント］ビューまたは［ナビゲート］ビューに戻る必要があります。

バージョン11.1以降では、クエリ ビルダが［イベント分析］ビューの対話形式の階層リンクにクエリを入力
し、階層リンクの中で<meta key> <operator> <meta value>形式のフィルタを作成したり編集す
ることができます。加えて、［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューに戻らなくても、別のサービスと時
間範囲を選択できます。このセクションの後半では、クエリ ビルダー機能の使用方法について説明しま
す。

階層リンクの仕組み

［調査］ビューで［イベント分析］オプションをクリックして［イベント分析］ビューを開くと、サービスと時間範
囲のセレクタが表示されます。デフォルトで、最初のサービスが自動選択されます( 事前にサービスが選
択され、そのサービスがブラウザーで記憶されている場合を除く) 。時間範囲を選択しなかった場合は、
デフォルトの時間範囲( 3時間) が使用されます。クエリ ビルダ フィールドは、時間範囲の右側にある空
のフィールドです。

［イベント］ビューまたは［ナビゲート］ビューから［イベント分析］ビューを開くと、［イベント］ビューまたは［ナ
ビゲート］ビューで選択されたサービス、時間範囲、すべてのフィルタが階層リンクに表示されます。サー
ビス、時間範囲、各フィルタを変更することができます。

バージョン11.2以降では、ガイド  モードでクエリを作成するだけでなく、高度なアナリストは自由形式
モードでクエリを入力できます。デフォルトのモードはガイド  モードで、自動提案と検証オプションが含ま
れます。自由形式モードでは、複雑なクエリを入力できます。検証は、クエリの実行時に行われます。

注：複雑なクエリとは、基本的な<meta key><operator><value>フィルタ以外のクエリで、()、||、&&、
length、regexのいずれかの演算子を含みます。

2つのボタンがモードを切り替え、クエリ バーにカーソルを配置して、クエリの作成をすぐに開始できるよう
にします。最後にログインしたときに自由形式モードを選択した場合、この選択は次回のログイン時に
有効になります。

 l ガイド  モードから自由形式モードに切り替えると、ガイド  モードで作成したフィルタは自由形式フィー

ルドのテキスト  クエリに変換されます。

 l 自由形式モードからガイド  モードに切り替えると、入力していたクエリが単一の編集不可フィルタとし

てクエリ ビルダーに追加されます。

 l ガイド  モードで複数のフィルタを使用してクエリを作成した後、自由形式モードに切り替えて、変更

なしでガイド  モードに戻ると、複数のフィルタはそのままの状態になります。

次の図は、ガイド  モードのクエリ ビルダーが有効になっている［イベント分析］ビューの例です。
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次の図は、自由形式のクエリ ビルダーの例です。

注：バージョン11.2には、ドキュメント化されていないベータ機能が含まれていました。これは次世代
モードと呼ばれる［イベント分析］ビューのクエリ ビルダーで、まだ開発およびテスト段階にありました。
この次世代モードは11.2.0.1パッチで無効化されています。次世代モードは使用しないでください。ク
エリ ビルダーで整合性があり予測可能な結果を得るには、ガイド  モードと自由形式モードのみを使
用する必要があります。

ガイド  モードのクエリ ビルダー

ガイド  モードは、アナリストが有効なクエリを入力するのに役立つ機能を備えたクエリを作成する最も簡
単な方法です。次の図は、ガイド  モードのクエリ ビルダーが有効になっている最初の［イベント分析］
ビューの例です。

注：ガイド  モードのクエリ ビルダーは、<meta key><operator><meta value>という形式の単純な
フィルタのみをサポートしています。［イベント］ビューまたは［ナビゲート］ビューに複数の演算子、not、
>、<、<=、>=、||、&&、()、REGEX、LENGTHのいずれかを使用したフィルタが含まれている場合は、
［イベント分析］ビューにフィルタは追加されますが、編集することはできません。自由形式のクエリ ビ
ルダーから取り込まれたフィルタについても同じことが言えます。
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ガイド  モードのクエリ ビルダーでフィルタを作成すると、階層リンクが更新され、各フィルタがフィールドに
追加されます。クエリを送信するときに、すべてのフィルタがAND処理され、結果が生成されます。
［Query Events］をクリックするまで、クエリは送信されません。フィルタは、作成した順に左から右に並び
ます。各フィルタは、<meta key> <operator> <optional value>という形式の単純な式です。フィ
ルタをいくつも追加して、1行に表示しきれなくなると、次の行に折り返され、入力領域が縦に広がりま
す。このため、右にスクロールしなくても、すべてのフィルタを表示できます。

フィルタを作成して編集するときには、オートコンプリートによりドロップダウン リストに有効なメタ キーと演
算子の候補が表示されます。入力は、直接値を入力するか、ドロップダウン リストから選択することも
できます。ドロップダウン リストでは、実行時間の長い操作にストップウォッチ アイコンが表示されます。
無効なフィルタには、赤色の枠が表示され、そのフィルタにポイントを合わせると、エラーに関するツール 
チップが表示されます。

［Query Events］ボタンは、階層リンクの右端に表示され、必要に応じてクエリを送信するためにアクティ
ブになります。［Query Events］をクリックするか、フィルタを作成した後にEnterキーを押すと、クエリが送信
されます。結果セットをロードしてから、サービス、時間範囲、フィルタを変更すると、［Query Events］ボ
タンが青色に変わり、表示中のデータが古くなっていることを示します。バージョン11.2以降では、元のク
エリの時間範囲が同じ結果セットを生成しなくなるため1分以上経過すると、［Query Events］ボタンも
青色に変わります。

注：サービスを変更した場合、再構築や［イベント］パネル( ［さらに読み込み］を実行した場合など)
に必要な追加のデータを取得するネットワーク コールでは、以前のサービス/時間範囲 /メタデータ フィ
ルタが使用されます。ネットワーク コールは、新しいクエリを送信するまでこれらの以前のクエリ パラメー
タを使用し続けます。

ガイド  モードで使用するキーボード操作

ガイド  モードのクエリ ビルダーでは、マウスを使用しなくても、キーボード入力だけでフィルタの入力、編
集、削除ができます。マウスも使用できますが、キーボードだけで操作することもできます。この表は、
カーソルが階層リンクのガイド  モードのクエリ ビルダー部分にあるときに、使用可能なキーボード操作を
示しています。これらの操作は、サービス セレクタと時間範囲では使用できません。

アクション キーボードへの入力

クエリーを送信します。 クエリ ビルダーにフォーカスがあり、保留中のフィルタがない状態で、
Enterキーを押してます。

左隣のフィルタ( 存在する場
合) を選択します。

クエリ ビルダーで何も選択されていない状態で、左矢印キーを押し
ます。

右隣のフィルタ( 存在する場
合) を選択します。

クエリ ビルダーで何も選択されていない状態で、右矢印キーを押し
ます。

新しいフィルタを選択したフィル
タの左隣に挿入します。

フィルタが選択された状態で、左矢印キーを押します。

新しいフィルタを選択したフィル
タの右隣に挿入します。

フィルタが選択された状態で、右矢印キーを押します。

新しいフィルタを選択したフィル
タの左隣に挿入して、編集し
ます。

フィルタが選択された状態で、Shift + 左矢印キーを押します。
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アクション キーボードへの入力

新しいフィルタを選択したフィル
タの左隣に挿入して、編集し
ます。

フィルタが選択された状態で、Shift + 右矢印キーを押します。

現在のフィルタの右側にあるす
べてのフィルタを選択します。

フィルタが選択された状態で、Shift + 下矢印キーを押します。

現在のフィルタの左側にあるす
べてのフィルタを選択します。

フィルタが選択された状態で、Shift + 上矢印キーを押します。

選択したフィルタを編集する 単一のフィルタが選択された状態で、Enterキーを押します。

すべてのフィルタの選択を解除
します。

フィルタが選択された状態で、ESCキーを押します。

選択されたすべてのフィルタを
削除します。

フィルタが選択された状態で、右クリック＞［選択したフィルタを削
除］オプションを選択するか、Deleteキーを押すか、Backspaceキー
を押します。

選択されたフィルタのみでクエリ
を更新します。

フィルタが選択された状態で、右クリック＞［選択したフィルタでクエリ
を実行］オプションを選択します。

選択したフィルタを使用して、
新しいタブを開きます。

フィルタが選択された状態で、右クリック＞［新しいタブで、選択した
フィルタでクエリを実行］オプションを選択します。

ガイド  モードでのフィードバック

ガイド  モードは、クエリの作成中に視覚的なフィードバックを提供します。次の表は、可能性のある
フィードバックを特定して説明します。

フィードバック アイコン 説明

緑の円 カーソルは、2つの既存のフィ
ルタの間に配置されていま
す。クリックすると、この場所
に新しいフィルタが挿入され
ます。

フィルタの赤のアウトライン 値タイプは、整数を要求する
メタ キーの文字列値など、
選択したメタ キーに対して
有効ではありません。エラー
を説明するツール チップが表
示されます。

ストップウォッチ 選択されたメタ キー/演算子
の組み合わせは、処理に余
分な時間を必要とします。ク
エリはまだ実行可能ですが、
より効率的なメタ キーまたは
演算子をお勧めします。
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ガイド  モードでのフィルタの追加

ガイド  モードで［イベント分析］ビューに表示されるデータをフィルタリングするには、次の手順を実行しま
す。

 1. ［イベント分析］ビューに移動し、クエリ ビルダーの下の［ガイド  モード］を選択します。

これは、フィルタの入力を開始する前に、ガイド  モードの空のクエリ ビルダーの例です。

 2. フィルタを挿入するには、クエリ ビルダー フィールドまたは既存のフィルタの前か後ろをクリックします。

挿入ポイントが2つのフィルタの間にある場合は、挿入ポイントに緑色の円が表示されます。挿入ポ

イントが既存の階層リンクの最後尾にある場合は、エントリー ポイントにカーソルが点滅しているフィ

ルタ入力フィールドが開きます。ドロップダウン メニューには、選択したサービスの使用可能なメタ 
キーがアルファベット順に一覧表示されます。使用可能なメタ キーは調査中のサービスから渡され、

処理により多くの時間を必要とするメタ キーはストップウォッチ アイコンでマークされます。

 3. メタ キーを選択するには、次のいずれかを実行します。

 a. ドロップダウン メニューにオプションが1つしか存在しない場合は、Enterキーを押します。

 b. ドロップダウン メニューに複数のオプションが存在する場合は、メタ キーをクリックするか、上 /下矢

印キーを使用して、Enterキーを押します。

 c. メタ キーの入力を開始します。メタ キーを入力するにつれ、リストが更に更新されます。メタ 
キーを選択するには、Enterキーを押します。

 d. メタ キーを編集または削除する場合は、BackspaceまたはDeleteキーを押します。

文字でBackspaceキーまたはDeleteキーを押すと、メタ キーのドロップダウン リストがフィルタリング

され、それらの文字で始まるメタ キーが含まれます。メタ キーを選択するには、Enterキーを押し

ます。

メタ キーがクエリ ビルダーに追加され、選択したメタ キーの有効な演算子のリストが表示されま
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す。処理時間が長い操作は、ストップウォッチ アイコンが表示されます。

 4. 演算子を選択するには、次のいずれかを実行します。

 a. ドロップダウン メニューにオプションが1つしか存在しない場合は、Enterキーを押します。

 b. ドロップダウン メニューに複数のオプションが存在する場合は、演算子をクリックするか、上 /下矢

印キーを使用して、Enterキーを押します。

 c. 演算子を入力して、Enterキーを押します。

ドロップダウン リストが閉じて、演算子に値が必要な場合は、値を追加することができます。

 5. ( オプション) 値を入力して、Enterキーを押します。

 6. フィルタを作成するには、Enterキーを押します。Enterキーを押す前にボックスの外側をクリックした

場合は、フィルタが作成されません。

新しいフィルタが挿入され、最後のフィルタの後ろで点滅するカーソルが再フォーカスされ、メタ キー

のドロップダウンが表示されます。フィルタにエラーがある場合は、赤色の枠が表示されます。フィルタ

にポインターを合わせると、ツール チップにエラーが表示されます。この図は、エラーなしで作成され

たクエリを示しています。

 7. エラーのあるフィルタをすべて修正します。

 8. 階層リンクでクエリを実行する準備ができたら、［Query Events］をクリックします。

 9. クエリの結果を反映して、イベント  リストが更新されます。

ガイド  モードでのフィルタの編集

ガイド  モードのクエリ ビルダーでクエリを使用すると、フィルタを編集できます。フィルタを編集するには、
次の操作を行います。

 1. フィルタをダブルクリックするか、フィルタをクリックしてEnterキーを押します。

 2. ファイルを編集します。編集が終了したら、Enterキーを押して、フィルタを更新します。

 3. クエリを再度実行する場合は、［Query Events］ボタンをクリックします。

変更したクエリの結果を反映して、イベント  リストが更新されます。
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ガイド  モードで選択したフィルタを使用したクエリ

ガイド  モードのクエリ ビルダーに複数のフィルタが存在する場合は、選択したフィルタだけを含めるように
同じクエリを再フォーカスすることができます。結果は、現在のブラウザ タブまたは新しいブラウザ タブに
表示されます。選択されたフィルタのみでクエリを更新するには、次の手順を実行します。

 1. たとえば、クエリに3つのフィルタがある場合など、1つ以上のフィルタを含むガイド  モード  クエリを開始

します。risk.info = exists、direction ="lateral"、threat.category exists

 2. 選択したフィルタを使用して新しいタブを開くには、direction = "lateral"を選択し、フィルタを

右クリックして、ドロップダウン メニューから、［新しいタブで、選択したフィルタでクエリを実行］を選択

します。

選択したフィルタの結果を含む新しいタブが開き、元のクエリは前のタブにそのまま残ります。

 3. 同じタブに選択したフィルタの結果を表示するには、direction = "lateral"と
threat.category existsを選択します。その後で、右クリックして、ドロップダウン メニューから、

［選択したフィルタでクエリを実行］を選択します。
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選択したフィルタのみを含むクエリが送信され、残りのフィルタはすべて削除されます。

ガイド  モードでのフィルタの削除

フィルタを削除するには、次の手順を実行します。

 1. フィルタの［X］をクリックするか、フィルタをクリックして選択し、Deleteキーを押すか、1つ以上のフィル

タを選択して右クリックし、ドロップダウン メニューから［選択したフィルタを削除］を選択します。

 2. クエリを再度実行する場合は、［Query Events］ボタンをクリックします。

選択したフィルタが削除され、イベント  リストが更新されます。

自由形式のクエリ ビルダー

自由形式のクエリは、すばやく入力する必要がある複雑なクエリで、メタ キー、有効な演算子、値を
入力するための有効な構文がわかっている場合に最も役立ちます。次の図は、自由形式のクエリ ビル
ダーのフィールドが空になっている、最初の［イベント分析］ビューを示しています。

点滅するカーソルは、クエリを入力する準備ができていることを示します。ここにテキストを自由に入力
できます。式を追加してゆき、1行に表示しきれなくなると、次の行に折り返され、入力領域が縦に広
がります。このため、右にスクロールしなくても、すべてのフィルタを表示できます。

自由形式モードで入力できるクエリの例を次に示します。

atreeman-72に類似した8～11文字のユーザ名でイベントを検索するには、次の操作を行います。
user.all length 8-11 && (user.all regex '^a[a-z]{2}ee[a-z]{3}-[0-9]{2}')

HTTPネットワーク イベントやaixまたはciscoasaログに関連するイベントを検索するには、次の操作を行
います。
service=80 || (device.type = 'aix','ciscoasa')

カナダまたは米国に向かわないアウトバウンド  イベントを検索するには、次の操作を行います。
direction = 'outbound' AND not(country.dst = 'united states' || country.dst = 
'canada')

送信済みのクエリがガイド  モードの場合、［自由形式モードに切り替える］をクリックすると、クエリがテキ
ストに変換されます。これは、ガイド  モードで送信されるクエリの例です。

ここにテキストを自由に入力できます。式を追加してゆき、1行に表示しきれなくなると、次の行に折り
返され、入力領域が縦に広がります。このため、右にスクロールしなくても、すべてのフィルタを表示でき
ます。

［Query Events］ボタンは、クエリを入力する必要がある場合に階層リンク入力の右側に表示され青色
でハイライト表示されます。クエリは、［Query Events］をクリックすると適用されます。その時点でクエリが
検証され、構文および論理エラーを表示します。
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より多くの処理時間を必要とする操作は、ガイド  モードであるためハイライト表示されませんが、この表
は参照用に負荷の高い操作の概要を示しています。

インデックス メ
ソッド

テキスト以外の

値

テキス

ト値
正規の操作 負荷の高い操作

キー別  exists, !exists eq, !eq

キー別  exists, !exists eq, !eq, begins, ends, 
contains

値別  exists, !exists, eq,
 !eq

負荷の高い演算子なし

値別  exists, !exists, eq,
 !eq, begins

ends, contains

なし sessionidの特
別なケース

 exist, !exits, eq, !eq 負荷の高い演算子なし
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［イベント分析］ビューでのイベントの調査

［イベント分析］ビューでRAWイベントとメタデータを調査するときは、パネルの表示 /非表示とサイズを簡
単に調整することができます。［パケット分析］パネルと［テキスト分析］パネルでは、追加機能を使用し
て、再構築の表示方法を調整したり、興味のあるデータを強調することができます。

イベント分析タイプを選択する 
イベントのイベント分析タイプを選択するには、次のいずれかの操作を行います。

 1. ［イベント分析］ビューのツールバーで、分析タイプをクリックします。

 2. ドロップダウン メニューで、分析タイプを選択します。ファイル分析、テキスト分析、パケット分析、

メール( バージョン11.1以降) 、Web( バージョン11.1以降) から選択できます。

ファイル分析、テキスト分析、パケット分析を選択した場合は、ビューが更新され、［パケット分析］

パネル、［ファイル分析］パネル、［テキスト分析］パネルが表示されます。

メールまたはWebを選択した場合は、新しいタブに、単一のイベントのメールまたはWebの再構築

が表示されます。これは、［イベント］ビューでのメールまたはWebセッションの再構築と同じです。［イ

ベント］ビューのメールまたはWebの再構築の表示では追加の機能を利用でき、1つのイベントだけ

を表示するのではなく、別のイベントに移動することもできます( 「イベントの再構築」を参照してくだ

さい) 。

注：［パケット分析］パネルは、ネットワーク イベントだけで使用可能です。

［イベント分析］ビューを開く、閉じる、パネルのサイズを調整する

［イベント分析］ビューを開くと、イベント  リストが表示された状態か、どのイベントも選択または再構築
されていない状態が表示されます。イベントを選択すると、［ネットワーク イベントの詳細］パネル、［ログ 
イベントの詳細］パネル、［エンドポイント  イベントの詳細］パネルのいずれかが右側に表示されます。初
期状態では、［ネットワーク イベントの詳細］、［ログ イベントの詳細］、［エンドポイント  イベントの詳細］
パネルは、デフォルトでウィンドウ幅の75%を占有します。
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一方のパネルを拡大したり、縮小したり、閉じることにより、2つのパネルのサイズの比率を調整し、読み
やすさを改善することができます。閉じたパネルは、再度開くことができます。選択した比率は、その比
率を変更するか、ブラウザを更新するまで維持されます。

 l ［イベント］パネルを再度開くには、右上隅の をクリックします。

表示を最適化するには、次の操作を実行します。

 1. 2つのパネルのサイズの比率を調整するには、次のいずれかの操作を行います。

 a. 拡大するパネルのツール バーの をクリックします。

 b. 縮小するパネルのツール バーの をクリックします。

 2. 一方のパネルを閉じて、もう一方の開いているパネルを幅いっぱいに表示するには、 をクリックしま

す。
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次の図は、ブラウザ ウィンドウの幅いっぱいに再構築を表示した例です。

 3. ［イベント］パネルを閉じたあとで再度開くには、［ナビゲート］ビューの右上隅の をクリックします。

最後の状態( 25%：75%または50%：50%) で［イベント］パネルが開きます。

 4. ［イベントの詳細］パネルを再度開くには、［イベント］パネル内のイベントをクリックします。

イベント分析での列グループと列の選択

バージョン11.1以降では、［イベント］パネルで標準提供またはカスタムの列グループを使用できます。列
グループは、［イベント］ビューで作成し、管理します( 「［イベント］ビューでの列グループの管理」を参
照) 。これらの列グループは、［イベント分析］ビューにも反映されます。列グループを変更すると、その変
更は現在のビューにのみ反映されます。別のビューに移動して［イベント分析］ビューに戻ると、列の変
更は［イベント］パネルでは維持されていません。

標準提供の列グループは次のとおりです。

 l Email Analysis：メール関連のメタデータの調査に役立つメタ キーが含まれます。

 l Endpoint Analysis：エンドポイント関連のメタデータの調査に役立つメタ キーが含まれます。

 l Malware Analysis：マルウェア関連のメタデータの調査に役立つメタ キーが含まれます。

 l Outbound HTTP：アウトバウンドHTTP関連のメタデータの調査に役立つメタ キーが含まれます。

 l Outbound SSL/TLS：アウトバウンドSSL/TLS関連のメタデータの調査に役立つメタ キーが含まれま

す。

 l Summary List：一般的な調査に役立つメタ キーが含まれます。これは、デフォルトの列グループで

す。
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 l Threat Analysis：データセット内の潜在的な脅威をマークするメタ キーが含まれます。

 l Web Analysis：Webトラフィックの異常をマークするメタ キーが含まれます。

列グループには、右にスクロールしなくては表示できない数の列が含まれている場合があります。バー
ジョン11.1では、［イベント分析］ビューに表示する列を選択できます。列の順序には、デフォルトの列グ
ループの［イベント］ビューでの順序が反映されます。列グループを選択すると、デフォルトで最初の15個
の列が表示されます。表示を最適化するために、一度に表示する列は15個までに制限することを推
奨します。ただし、表示する列を追加したり、表示から列を削除することができます。

列グループを選択するには、次の手順を実行します。

 1. ［イベント］の横にあるドロップダウン メニューから、列グループを選択します( Summary Listなど) 。ま
た、列グループの名前を入力して、ドロップダウン メニューに表示された列グループを選択することも

できます。

［イベント］パネルには、選択した列グループに属している列のデータが表示されます。

表示する列を選択するには、次の手順を実行します。

 1. ［イベント分析］ビューで作業している間に、列グループを選択した状態で、 をクリックして、列セレ

クタを表示します。
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 2. 列に追加したいメタ キーを選択するか、メタ キーの名前を入力します。  

 3. 列から削除したいメタ キーがある場合は、そのメタ キーを選択解除します。

選択された列を使用してデータが再表示されます。

リクエストとレスポンスの表示を調整する

リクエストとレスポンスを含むイベント  タイプでは、いくつかの調整を行うことができます。

注：分析タイプにリクエストとレスポンスがない場合は、このオプションは選択できません。［ファイル分
析］パネルは、リクエストとレスポンスがない再構築のタイプの一例です。［テキスト分析］ビューで再構
築されたログ イベントも、その一例です。

リクエストとレスポンスのどちらか一方または両方を表示するように選択するには、矢印アイコン( ) の
いずれかまたは両方をクリックします。選択した情報で、再構築されたイベントが更新されます。

注：データが何も表示されない場合は、リクエストとレスポンスの両方の選択を解除している可能性
があります。データを表示するには、2つのうちのいずれかは選択する必要があります。

イベントのイベント  メタデータを表示する

［テキスト分析］パネル、［パケット分析］パネル、［ファイル分析］パネルでイベントを調査するときに、
をクリックして、隣接する［イベント  メタ］パネルに関連するメタデータを表示できます。

［テキスト分析］パネルと［イベント  メタ］パネルを表示しているときは、［イベント  メタ］パネルのメタ キーと
メタ値のペアにカーソルを合わせると、RAWテキストからメタ値を検索可能な場合は双眼鏡アイコンが
表示されます。次の図は、メタ キー「DIRECTORY」とメタ値「/」のペアにカーソルを合わせたときの双
眼鏡アイコンの例です。
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アイコンをクリックすると、［テキスト分析］パネルでメタ キーとメタ値のペアの検索( 大文字と小文字が区
別されます) が開始し、検索結果がハイライト表示されます。［イベント  メタ］パネルには、ハイライト表
示された行に、結果の件数と［テキスト分析］パネルでそれぞれの結果に迅速に移動するために使用
するスクロール ボタンが表示されます。スクロール ボタンを使用すると、メタ キーの生成をトリガーした
データがハイライト表示された場所を、１つずつ前に、または1つずつ後ろに移動して表示することがで
きます。

RAWテキスト内に関連する値が存在するメタ キーのみを検索できます。一度に検索できるメタ キーは
1つだけです。3000文字を超えるためトランケート表示されたテキスト  エントリーは、検出されたメタ値が
見えるよう展開して表示されます。

［イベント  メタ］パネルで同じメタ キーとメタ値のペア、または異なるメタ キーとメタ値のペアの双眼鏡アイ
コンをクリックすると、RAWテキストのハイライト表示が消えます。［イベント  メタ］パネルを閉じた場合
も、ハイライト表示は消えます。

メタ キーの生成をトリガーしたメタ値をRAWテキストから検索するには、次の手順を実行します。

 1. ［テキスト分析］パネルでネットワーク イベントを開きます。

 2. ツールバーで をクリックして［イベント  メタ］パネルを開きます。［テキスト分析］パネルのリストでメタ 
キーとメタ値のペアをマウスでポイントしていくと、検索可能な値のペアには双眼鏡アイコンが表示さ

れます。

 3. RAWテキストの値を検索するには、検索可能なことを示す双眼鏡アイコンが表示されている行をク

リックします。

RAWテキスト内に関連する値が見つからない場合は、［イベント  メタ］パネルでは検索している値が
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ハイライト表示され、［テキスト分析］パネルでは何もハイライト表示されません。

［テキスト分析］パネルに関連する値が1つ以上見つかった場合、値の場所がハイライト表示されま

す。［イベント  メタ］パネルには検索している値がハイライト表示され、スクロール ボタンが表示されま

す。

 4. ハイライト表示を消すには、［イベント  メタ］パネルを閉じるか、［イベント  メタ］パネルで同じメタ キー

とメタ値のペアの双眼鏡アイコンをクリックするか、または［イベント  メタ］パネルで異なるメタ キーとメタ

値のペアの双眼鏡アイコンをクリックします。

RAWテキストからハイライト表示が消えます。

イベント  ヘッダーを表示または非表示にする

［パケット分析］パネル、［テキスト分析］パネル、［ファイル分析］パネルでイベント  ヘッダーを非表示にし

て、データの表示領域を縦方向に拡大するには、 をクリックします。

［パケット分析］および［テキスト分析］パネルでのイベント間の移動

ページ移動コントロールで、パケットやテキストのリストのページ操作を柔軟に実行できます。［パケット分
析］パネルでは、1ページあたりに表示するパケット数を選択できます。選択内容は、NetWitnessアプリ
ケーションへのログイン間で維持されます。アイコンを使用できないときは、グレー表示されます。たとえ
ば、1ページ目を表示しているときは、 と のアイコンは、グレー表示されます。

注：パケット分析では、バージョン11.1以降でページ移動コントロールを使用できます。テキスト分析で
は、バージョン11.2以降でページ移動コントロールを使用できます。
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ページ移動アイコンを使用するには、次の手順を実行します。

 1. ( パケット分析のみ) ［イベント分析］ビューでイベントが開いた状態で、現在のページあたりのパケット

数( 100、300、500) をクリックして、ドロップダウン メニューから、新しいページあたりのパケット数を選

択します。

 2. 前後のページに移動するには、ページ移動アイコンを使用します。

をクリックすると、次のページに移動します。

をクリックすると、最後のページに移動します。

をクリックすると、前のページに移動します。

をクリックすると、最初のページに移動します。

 3. ( パケット分析のみ) 特定のページに移動するには、ページ番号フィールド ( ) に
ページ番号を入力します。

注：［テキスト分析］パネルでは、最後のページ コントロール アイコンが使用可能になる前に、手動で
最後のページまで移動する必要があります。

［テキスト分析］パネル内のトランケートされたテキスト  エントリーを展開する

［テキスト分析］パネルでのネットワーク イベントの再構築には、数百数千の大量の文字を含むリクエス
トとレスポンスが含まれる場合があり、6000文字を超えるような関係のない長いエントリーをスクロールす
ることは時間の無駄になる可能性があります。アナリストのエクスペリエンスを向上させるために、6000文
字以上が含まれるすべてのテキスト  エントリーは最初の2000文字のみを表示するようにトランケートされ
ます。次の図は、2000文字より大きいエントリーの例です。ヘッダーのメッセージが総文字数の何%を表
示しているかを示しています。
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全体の60%( 最初の2000文字) が表示されていることが分かり、［残り40%を表示］をクリックすると残り
のエントリーを表示することができます。

［イベント  メタ］パネルに表示されているメタデータを［テキスト分析］パネルでテキストがトランケートされ
た状態で検索した場合、トランケートされたテキストも検索対象に含まれます。非表示のテキスト内に
メタデータが存在する場合、検出されたメタデータの場所がわかるようテキスト  エントリーが展開されま
す。

［テキスト分析］パネルでURLとBase64のエンコードおよびデコードを実行する

［テキスト分析］パネルで再構築されているネットワーク セッションにBase64またはURLエンコードされた
文字列が含まれる場合、セッションをよく理解するために文字列をデコードすることができます。セッショ
ンにBase64またはURLのデコードされた文字列が含まれる場合、他のセッションに同じ文字列がエン
コードされた形式で含まれていないかを検索するため、文字列をエンコードすることができます。

［テキスト分析］パネルでエンコードされたテキストが含まれるネットワーク セッションを表示している場
合、1つのリクエストまたはレスポンス内のテキストの一部を選択して、エンコードまたはデコードした形式
で表示することができます。Decoderにロードされたコンテンツによっては、セッション内にBase64かURLで
エンコードされたデータがあることを示す追加のメタデータが含まれることがあります。

次の図は、URLエンコードとBase64エンコードされたテキストを表示するポップアップの例です。
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［テキスト分析］パネルでエンコードおよびデコードを実行するには、次のようにします。

 1. ［イベント分析］ビューで、エンコードまたはデコードされたコンテンツを含むセッションの［テキスト分

析］パネルを表示します。

 2. デコードされたテキストをエンコードされた形式で表示するには、1つのリクエストまたはレスポンス内で

テキストをドラッグして選択します。
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メニューに、エンコードおよびデコードするオプションが表示されます。

 3. ［Encode Selected Text］をクリックします。

ポップアップにエンコードされたテキストが表示されます。このポップアップは、 をクリックするまで、［テ

キスト分析］パネル内の別のテキストを選択するまで、［イベント］パネルを閉じるまで、再構築する

別のイベントを選択するまで、別の再構築ビューに切り換えるまで表示されます。

長いテキストを選択すると、ポップアップはスクロール可能になり、選択したテキストとデコードされた

テキスト全体が収まる大きさになります。

 4. セッションに含まれるエンコードされたテキストをデコードされた形式で表示したい場合は、1つのリク

エストまたはレスポンス内でテキストをドラッグして選択します。

メニューに、エンコードおよびデコードするオプションが表示されます。

 5. ［Decode Selected Text］をクリックします。

ポップアップにデコードされたテキストが表示されます。このポップアップは、 をクリックするまで、［テキ

スト分析］パネル内の別のテキストを選択するまで、［イベント］パネルを閉じるまで、再構築する別

のイベントを選択するまで、別の再構築ビューに切り換えるまで表示されます。

 6. テキストの再構築から一部のテキストをコピーする場合は、次のいずれかの操作を行います。

 a. 一部のテキストをドラッグして選択し、右クリックして、メニューから［CopySelected Text］を選択

します。
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 b. テキストの一部をドラッグし選択し、［Decode Selected Text］または［Encode Selected Text］の
いずれかを選択します。マウス オーバー時のボックス内で目的のテキストを選択し、Control+C
キーを押します。

選択したテキストがクリップボードにコピーされ、ペーストできるようになります。

 7. 操作が終了したら、 をクリックしてポップアップを閉じます。

［テキスト分析］パネルでHTTPネットワーク セッションの解凍されたテキストを表示する

HTTP ネットワーク セッションのコンテンツが圧縮されている場合、NetWitness Platformは［テキスト分
析］パネルにデフォルトで解凍されたコンテンツを表示します。これにより、任意のパターンがあるか判断
し、読み取り可能な文字を表示することができます。圧縮されたテキストを圧縮表示するか解凍表示
するかを切り替えることができます。

注：解凍されたテキストの表示は、［パケット分析］パネル、［ファイル分析］パネル、非HTTPネットワー
ク セッション、ログ データでは使用できません。

圧縮表示と解凍表示の切り替えボタンは、［テキスト分析］パネルのみに表示され、圧縮されたテキス
ト  コンテンツがある場合にのみ有効になります。

解答されたテキストを表示するには、次の操作を行います。

 1. 圧縮されたコンテンツを含むHTTPセッションを［テキスト分析］パネルで開きます。

デフォルトでは、セッションは解凍されたテキストを使用して再構築され、パネルの上部に［圧縮され

たペイロードの表示］スイッチが表示されます。
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 2. 同じテキストを圧縮して表示するには、このスイッチをクリックします。

表示が変更され、圧縮されたテキストを読み取れなくなります。［圧縮されたパケットの表示］スイッ

チがオンになります。

 3. 解凍されたテキストの表示に戻すには、スイッチを再度クリックします。
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ネットワーク セッションの［パケット分析］パネルで［ペイロードのみ］オプションを使用する

［パケット分析］パネルでネットワーク セッションの再構築を表示しているときは、各パケットの主なペイ
ロードのみを表示することを選択できます。デフォルトでは、各パケットのヘッダーとフッターのバイトが表
示されます。［ペイロードのみ表示］スイッチをクリックしてこれらを非表示にできます。ペイロード  バイトの
みを表示している場合、［ペイロードのみ表示］スイッチをクリックすると、デフォルト設定を復元できま
す。この設定は、それを変更するか、ブラウザを更新するまで保持されます。

 l ［ペイロードのみ表示］オプションをオフにすると、パケット番号、パケットのヘッダー、パケットのフッ

ター、ペイロードが表示されます。

 l ［ペイロードのみ表示］オプションをオンにすると、パケットのヘッダーとフッターのバイトは表示されませ

ん。パケット  コンテンツのみが、1行あたり16バイトの16進数とそれに対応するASCII文字で表示され

ます。

ペイロードのみを表示するには、次の操作を行います。

 1. ［イベント分析］ビューで、ネットワーク セッションの［パケット分析］パネルに移動します。

デフォルトでは、セッションは、パケットのヘッダー、フッター、ペイロードを表示して再構築されます。

 

 2. 各パケットのペイロードのみを表示するよう変更するには、［ペイロードのみ表示］スイッチをクリックし

ます。

ペイロードのみが表示されるようになり、同じサイドの連続したパケットは、ペイロードを読みやすく理

解可能にするために連結されます。

［パケット分析］パネルでバイトをハイライト表示する

［パケット分析］パネルで最初に再構築を開くと、各パケットの重要なヘッダー バイトは青色でハイライト
表示され、パケットの内容を理解しやすくするために、ペイロード  バイトは濃淡化により区別されます。
次の図は、ハイライト表示とバイトの濃淡化が有効になったデフォルトのパケット分析です。
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［バイトの濃淡化］オプションは、16進数バイト ( 00～FF) を識別しやすくするため濃淡を変えてバイトを
表示する機能です。下のレンジのバイトほど薄い色で表示され、255に近いバイトは濃い色で表示され
ます。16進数およびASCIIの両方が濃淡化されます。次の図は、16進数の各バイトを濃淡化した例で
す。

［バイトの濃淡化］スイッチは、バイトの濃淡化を制御します。［バイトの濃淡化］をオンまたはオフに設
定すると、設定を変更するか、ブラウザを更新するまでその設定が保持されます。
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［パケット分析］パネルで一般的なファイル タイプをハイライト表示する

［パケット分析］パネルで、アナリストは、ファイル シグネチャに基づいて特定のファイル タイプをハイライト
表示したり、非表示にしたりできます。［一般的なファイル パターン］機能がオンの場合は、ペイロード
内にあるファイル シグネチャのマジック ナンバーのバイトがハイライト表示され、ハイライト表示にカーソル
を合わせると潜在的なファイル タイプが表示されます。この例では、89 50 4e 47が16進数のペイロー
ドでハイライト表示され、PNGがASCIIのペイロードでハイライト表示されています。ハイライト表示され
ているバイトにカーソルを合わせると、ポップアップに、そのマジック ナンバーに関連する潜在的なファイル 
タイプが表示されます。

次の表は、ペイロードに存在する場合にハイライト表示されるファイル タイプと対応するマジック ナン
バーです。

ファイル タイプ
16進数のシグネ

チャ

ASCIIエン

コード

DOS実行可能プログラム/Windows PE 4D 5A MZ

PNG( ポータブル ネットワーク グラフィックス)  89 50 4E 47 0 D 0A 
1A 0A

PNG

JPEG FF D8 FF JPEG

JPEG/JFIF 4A 46 49 46 JFIF

JPEG/Exif 45 78 69 66 Exif

GIF 47 49 46 38 37 61 GIF87a
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ファイル タイプ
16進数のシグネ

チャ

ASCIIエン

コード

GIF 47 49 46 38 39 61 GIF89a

移植性がない実行可能プログラム 5A 4D ZM

BMP 42 4D BM

PDF 25 50 44 46 %PDF

古いOfficeドキュメント ( doc、xls、ppt、msg、その他) D0 CF 11 E0 A1 B1 
1A E1

ÐÏ.à¡±.á

ZIPファイル形式、およびJAR、ODF、OOXMLなどのZIPに
基づく形式

50 4B PK..

7 ZIPファイル形式( 7z) 37 7A BC AF 27 1C 7z¼¯'

Javaクラス ファイル、Mach-O Fatバイナリ CA FE BA BE Êþº¾

PostScript 25 21 50 53 %!PS

Unix/Linuxのシェル スクリプト 23 21 #!

ELF( 実行可能プログラムおよびリンク可能な形式) の実行
可能プログラム

7F 45 4C 46 .ELF

［パケット分析］パネルに一般的なファイル シグネチャを表示するには、次の手順を実行します。

 1. ［パケット分析］パネルに移動し、［一般的なファイル パターン］オプションをオンにします。

ビューに複数のハイライト表示箇所がある場合は、すべてが表示されます。

 2. ポップアップを表示するには、ハイライト表示された場所にカーソルを置きます。
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［イベント分析］ビューで追加のコンテキストを検索する

このトピックに記載されている情報はRSA NetWitness® Platformバージョン11.2以降に適用されます。
以前のバージョンでは、「［ナビゲート］および［イベント］ビューでの追加のコンテキストの検索」で説明さ
れているように、「ナビゲート」ビューおよび「イベント」ビューで追加のコンテキストを検索することができま
す。

［イベント分析］ビューでは、Context Hubでイベントに関連付けられた要素に関する詳細とインテリジェ
ンスを検索することができます。これらの構成要素またはエンティティは、IPアドレス、ユーザ名、ホスト
名、ドメイン名、ファイル名、ファイル ハッシュなどの識別子です。RSA NetWitness Endpointなどの構成
されたソースからのデータは、何が起こっているのかを理解するために役立ちます。

注：コンテキスト情報の表示を有効にするには、管理者がContext HubサービスをRSA NetWitness 
Platformに追加し、『Context Hub構成ガイド』の説明に従って、Context Hubサービスのデータ ソース
を構成する必要があります。『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」および
「ロールと権限によるユーザの管理」で説明されている権限Context Lookupがアナリストに付与され
ている必要があります。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。

Context Hubは、複数の構成可能なデータ ソースからのエンティティに関するデータを統合する、一元化
されたサービスです。このデータにより、特定のクエリで即座に得られる結果を超えて、追加のコンテキス
トで調査を拡張することができます。たとえば、Context Hubにより、指定したエンティティがインシデント、
アラート、フィード、コミュニティ インテリジェンスの関連資料で言及されているかどうかを確認することがで
きます。

［イベント］パネル、イベント  ヘッダー、［イベント  メタ］パネルには、下線付きのエンティティが表示されま
す。エンティティに下線がある場合、NetWitness PlatformがContext Hubにそのエンティティ タイプに関す
る情報を追加していることを意味します。つまり、Context Hubに、そのエンティティに関する追加情報が
存在する可能性があります。

注：使用可能なコンテキスト情報を持つActive Directoryエンティティには下線が引かれませんが、こ
れらのエンティティにカーソルを合わせると、使用できるコンテキスト情報があるかどうかを確認できま
す。

次の図は、コンテキスト  ツールチップを開いた［イベント］パネルの下線付きエンティティを示しています。
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コンテキスト  ツールチップには、2つのセクションがあります。［コンテキストのハイライト］と［アクション］で
す。

 l ［コンテキストのハイライト］セクションの情報は、必要なアクションを判断するのに役立ちます。インシ

デント、アラート、リスト、エンドポイント、Live Connect、重要度、資産リスクの関連するデータを表

示できます。データによっては、これらのアイテムをクリックして詳細を確認できます。

 l ［アクション］セクションでは、使用可能なアクションを示します。例では、［リストへの追加 /削除］、

［［調査］＞［ナビゲート］への移行］、［Archerへの移行］、［Endpoint Thick Clientへの移行］の各オ

プションを使用できます。

次の図は、イベント  ヘッダーと［イベント  メタ］パネルでの下線付きエンティティを示しています。
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コンテキスト  ツールチップの［コンテキストの表示］をクリックすると、Context Hubは構成されたデータ ソー
スに関連情報を照会し、［コンテキスト検索］パネルがブラウザ ウィンドウの右側から開きます。［コンテ
キスト検索］パネルには、利用可能になったContext Hubの情報が入力されます。［コンテキスト検索］
パネルで、個々のデータ ソースを表示してさらに調べることができます。［コンテキスト検索］パネルで各
データ ソースに表示される情報の詳細については、「             ［コンテキスト  ルックアップ］パネル」を参照してくだ
さい。また、「アクション」セクションで使用可能なアクションを実行することもできます。
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「イベント分析」ビューの［コンテキスト検索］パネルで情報を表示するには、次を実行します。

 1. それぞれのメタ値にカーソルを合わせると、データが使用可能なデータ ソースが表示されます。

コンテキスト  ツールチップには、選択したメタ値に使用できるコンテキスト  データのリストが表示されま

す。

 2. コンテキスト  ツールチップの［コンテキストの表示］をクリックして、［コンテキスト検索ル］パネルを開きま

す。

ブラウザ ウィンドウの右側から［コンテキスト検索］パネルが開きます。［コンテキスト検索］パネルに

は、利用可能になったContext Hubの情報が入力されます。

 3. エンティティに対してアクションを実行するには、コンテキスト  ツールチップで使用可能な次のアクショ
ンのいずれかを選択します。［リストへの追加 /削除］、［［調査］＞［ナビゲート］への移行］、［Archer
への移行］、［Endpoint Thick Clientへの移行］。詳細については、「［調査］＞［ナビゲート］への移
行」、「Archerへの移行」、「NetWitness Endpoint Thick Clientへの移行」、「ホワイトリストへのエン
ティティの追加」を参照してください。

注：Archerデータが使用できない場合、またはArcherデータ ソースが応答しない場合、［Archer
への移行］アクションは無効になります。RSA Archer設定が有効で、正しく設定されていることを
確認します。［NetWitness Endpoint Thick Clientへの移行］についても同じことが言えます。このオ
プションが無効になっている場合は、Endpoint Thick Clientがインストールされ、正しく構成されて
いることを確認します。
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ホワイトリストへのエンティティの追加

下線付きの任意のエンティティを、コンテキスト  ツールチップから、ホワイトリストまたはブラックリストな
どのリストに追加できます。たとえば、誤検知を減らすために、下線付きのドメインをホワイトリストに
追加して、関連エンティティから除外します。

 1. ［イベント］パネル、イベント  ヘッダー、［イベント  メタ］パネルのいずれかで、Context Hubのリストに

追加する下線付きのエンティティにマウスを合わせます。( コンテキスト  データを含むActive 
Directoryエンティティも追加できますが、下線は付けられません) 。
使用可能なアクションを示すコンテキスト  ツールチップが表示されます。

 2. ツールチップの［アクション］セクションで、［リストへの追加 /削除］をクリックします。

［リストへの追加 /削除］ダイアログ ボックスに使用可能なリストが表示されます。

 3. 1つ以上のリストを選択し、［保存］をクリックします。

選択したリストにエンティティが追加されます。［リストへの追加 /削除］ダイアログで追加情報を

参照してください。

リストの作成

［イベント分析］ビューから、Context Hubのリストを作成できます。エンティティのリストをホワイトリスト
およびブラックリストととして使用するだけでなく、エンティティの異常な動作を監視するために使用で
きます。たとえば、調査中、疑わしいIPアドレスとドメインの可視性を高めるために、これらを2つの
別々のリストに追加することができます。1つのリストは、コマンド&コントロールの接続に関連してい
る疑いがあるドメインのリストとし、もう1つのリストは、リモート  アクセスのトロイの木馬の接続に関連
するIPアドレスのものとします。これらのリストを使用してセキュリティ侵害インジケータを特定できま
す。
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Context Hubのリストを作成するには、次の手順を実行します。

 1. ［イベント］パネル、イベント  ヘッダー、［イベント  メタ］パネルのいずれかで、Context Hubのリストに

追加する下線付きのエンティティにマウスを合わせます。( コンテキスト  データを含むActive 
Directoryエンティティも新しいリストに追加できますが、下線は付けられません) 。
使用可能なアクションを示すコンテキスト  ツールチップが表示されます。

 2. ツールチップの［アクション］セクションで、［リストへの追加 /削除］をクリックします。

 3. ［リストへの追加 /削除］ダイアログで、［新しいリストの作成］をクリックします。

 4. リスト固有の［リスト名］を入力します。リスト名は大文字と小文字を区別しません。

 5. ( オプション) リストの［説明］を入力します。

適切な権限を持つアナリストは、他のアナリストに送信してさらに追跡と分析を行うために、

CSV形式でリストをエクスポートすることもできます。詳細については、「Context Hub構成ガイド」

を参照してください。

［調査］＞［ナビゲート］への移行

エンティティをより詳細に調査するには、［ナビゲート］ビューを開きます。

 1. ［イベント］パネル、イベント  ヘッダー、［イベント  メタ］パネルのいずれかで、下線付きのエンティ

ティの上にマウスを合わせます。( コンテキスト  データを持つActive Directoryエンティティも調査で

きますが、下線は引かれません) 。

 2. ツールチップの［アクション］セクションで、［［調査］＞［ナビゲート］への移行］を選択します。

［ナビゲート］ビューが開き、より詳細な調査を実行できます。詳細については、「［ナビゲート］

ビューでのメタデータの調査」を参照してください。
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Archerへの移行

RSA Archer®  Cyber Incident & Breach Responseでデバイスの詳細を表示するには、デバイスの詳
細ページに移行できます。この情報は、IPアドレス、ホスト、およびMACアドレスに対してのみ表示
されます。

 1. ［イベント］パネル、イベント  ヘッダー、［イベント  メタ］パネルのいずれかで、下線付きのエンティ

ティ( IPアドレス、ホスト、MACアドレス) の上にマウスを合わせます。

 2. ツールチップの［アクション］セクションで、［Archerへの移行］を選択します。

 3. アプリケーションにログインしている場合は、「RSA Archerサイバー インシデントおよび侵害対

応」が開き、それ以外の場合はログイン画面が表示されます。

注：Archerデータが使用できない場合、またはArcherデータソースが応答しない場合、［Archerへ
の移行］リンクは無効になります。RSA Archer設定が有効で、正しく設定されていることを確認し
ます。

詳細については、『Archerとの統合ガイド』を参照してください。

NetWitness Endpoint Thick Clientへの移行

NetWitness Endpointシック クライアント  アプリケーションがインストールされている場合は、コンテキス
ト  ツールチップから起動できます。そこから、疑わしいIPアドレス、ホスト、MACアドレスをさらに調査
できます。

 1. ［イベント］パネル、イベント  ヘッダー、［イベント  メタ］パネルのいずれかで、下線付きのエンティ

ティの上にマウスを合わせます。

 2. ツールチップの［アクション］セクションで、［Endpoint Thick Clientへの移行］を選択します。

NetWitness Endpoint Thick Clientアプリケーションが、Webブラウザの外で開きます。
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注：バージョン4.4のNetWitness Endpoint( NWE) Thick Clientを同じサーバにインストールする必要が
あります。NWEメタ キーがLog Decoderのtable-map.xmlファイル内に存在する必要があります。ま
た、NWEメタ キーがindex-concentrator-custom.xmlファイル内に存在する必要があります。
NWE Thick Clientは、Windows専用のアプリケーションです。完全なセットアップ手順は、バージョン 
4.4の「NetWitness Endpoint User Guide」を参照してください。

199 ［イベント分析］ビューでのRAWイベントとメタデータの分析



NetWitness Investigateユーザガイド

［イベント分析］ビューでのデータのダウンロード

［イベント分析］ビューで、イベント、ログ、ファイルをダウンロードすることができます。

［テキスト分析］パネルでログをダウンロードする

［テキスト分析］パネルでログの再構築を表示しているときに、［ログのダウンロード］ドロップ ダウン メ
ニューのオプションを使用して、次の形式でログ ファイルをダウンロードすることができます。

 l RAWログ( log) 。［ログのダウンロード］オプションを使用

 l コンマ区切り値( CSV) 。［CSVのダウンロード］オプションを使用

 l 拡張可能マークアップ言語( XML) 。［XMLのダウンロード］オプションを使用

 l JavaScript Object Notation( JSON) 。［JSONのダウンロード］オプションを使用

次の図は、［ログのダウンロード］メニュー オプションが表示されているログ再構築の例です。

注：［ログのダウンロード］オプションは、少なくとも1つのメタ値が256文字を超えるエンドポイント  イベン
トにのみ適用されます。エンドポイント  イベントの場合、メタ値が256文字を超える場合にのみ、RAW
ログが取り込まれます。長時間実行されているか、履歴をダウンロードしたファイルはダウンロード可
能ではありません。
たとえば、起動の引数のようなメタ値は256文字を超えることができます。この場合、256文字はメタ
値として使用でき、完全な値はRAWログで表示できます。

ダウンロードしたログ ファイルにはログが含まれ、ログを収集したサービス、セッションID、ファイル タイプが
識別できるようファイル名が付けられます。RAWログのファイル名は次のようになります：Concentrator_
SID2.log。エクスポートされたログ ファイルの名前は、次の規則で決まります。

<service-ID or host name>_SID<n>.<filetype>

ここで、

 l <service-ID or host name>は、セッションが保存されたサービスの名前( たとえばConcentratorま
たはBroker) です。

 l SID<n>は、セッションID番号です。
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 l <filetype>は、ダウンロードしたログの形式です。ログの形式には、RAWログ、CSV、XML、JSON
があります。デフォルトの形式は、RAWログです。

注：いくつかの形式では、タイム スタンプまたはイベントが生成されたデバイスIPが含まれません。この
ためCSV、XML、JSON形式でダウンロードされたログには、RAWログの内容とともにtimestampとい
う追加の値が含まれます。追加の情報は次の形式でログに含まれます：Log 
timestamp="1490824512" source="10.12.35.65"。

セッションのログをダウンロードするには、次の手順を実行します。

ログ イベントの［テキスト分析］パネルで、ダウンロードするログのファイル形式を選択します。
-RAWログ( デフォルトの形式) としてログをダウンロードするには、［ログのダウンロード］をクリックします。
-他のいずれかの形式でログをダウンロードするには、［ログのダウンロード］ボタン上の下向き矢印をク
リックして、ファイル形式を選択します。

ログ ファイルは、指定した形式で、ローカル ファイル システムにダウンロードされます。ダウンロードを選
択してから、ダウンロードが開始する前にログを抽出している途中でブラウザのページを移動すると、ロ
グはダウンロードされません。ジョブ キューからログをダウンロードできるというメッセージが通知されます。

［テキスト分析］パネルまたは［パケット分析］パネルでのネットワーク イベント  データのダウンロー

ド

［パケット分析］パネルまたは［テキスト分析］パネルで再構築されたネットワーク イベントを表示している
ときに、詳細な分析用にネットワーク データ ファイルをエクスポートすることができます。ダウンロードに
は、現在の時間範囲やドリル ポイントのイベントが含まれています。次の形式でデータをダウンロードす
ることができます。

 l イベント全体をパケット  キャプチャ( *.pcap) ファイルとして。［PCAPのダウンロード］オプションを使

用。

 l ペイロードを*.payloadファイルとして。［すべてのペイロードのダウンロード］オプションを使用。

 l リクエスト  ペイロードを*.payload1ファイルとして。［リクエスト  ペイロードのダウンロード］オプションを

使用。

 l レスポンス ペイロードを*.payload2ファイルとして。［レスポンス ペイロードのダウンロード］オプションを

使用。

PCAPファイルのファイル名は次のようになります：C01 - Concentrator_SID1697309.pcap。エクス
ポートされたネットワーク データ ファイルの名前は、次の規則で決まります。
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<service-ID or host name>_SID<n>.<filetype>

ここで、

 l <service-ID or host name>は、セッションが保存されたサービスの名前( たとえばConcentratorま
たはBroker) です。

 l SID<n>は、セッションID番号です。

 l <filetype>は、pcap、payload、payload1、payload2のいずれかです。

ネットワーク データは、ダウンロードが迅速な場合、ブラウザに直接ダウンロードされます。ネットワーク要
因やファイル サイズによりダウンロードに時間がかかる場合、ファイルは、バック グラウンドでダウンロード
され、タスクはJobsキューでトラッキングされます。この場合は、キューでジョブを確認し、ダウンロードが完
了するとファイルを取得できます。

注：ダウンロードを選択してから、ダウンロードが開始する前にファイルを抽出している途中でブラウザ
のページを移動すると、ファイルはダウンロードされません。ジョブ キューからファイルをダウンロードでき
るというメッセージが通知されます。

イベントをネットワーク データ ファイルにエクスポートするには、次の手順を実行します。

ネットワーク イベントの［パケット分析］パネルに移動して、ダウンロードするファイルのファイル形式を選
択します。
-イベントをPCAPファイル( デフォルトの形式) としてダウンロードするには、［PCAPのダウンロード］をクリッ
クします。
-他のいずれかの形式でイベントをダウンロードするには、［PCAPのダウンロード］ボタン上の下向き矢
印をクリックして、ファイル形式を選択します。

ネットワーク データ ファイルは、指定した形式で、ローカル ファイル システムにダウンロードされます。

［ファイル分析］パネルでネットワーク イベントからファイルをダウンロードする

［ファイル分析］パネルでファイルを含む再構築ネットワーク イベント表示しているときに、1個のファイル、
複数のファイル、すべてのファイルを選択してローカル ファイル システムにダウンロードすることができま
す。

注：ダウンロードを選択してから、ダウンロードが開始する前にファイルを抽出している途中でブラウザ
のページを移動すると、ファイルはダウンロードされません。ジョブ キューからファイルをダウンロードでき
るというメッセージが通知されます。

ファイルを選択したら、［ファイルのダウンロード］ボタンがアクティブになり、選択したファイルの数が反映さ
れます。
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ボタンをクリックすると、選択したファイルがパスワード保護されたzipアーカイブとしてエクスポートされま
す。エクスポートしたアーカイブを開くためのパスワードはnetwitnessです。このフォームでファイルをエク
スポートすると、以下が保証されます。

 l アーカイブは、ウイルス対策ソフトウェアによって隔離されません。

 l 悪意のある可能性のあるファイルがデフォルトのアプリケーションによって自動的に開かれたり、実行さ

れません。

アーカイブのファイル名は次のようになります：C01 - Concentrator_SID1697309_FC1.zip。エクス
ポートされたアーカイブの名前は、次の規則により決まります。

<service-ID or host name>_SID<n>_FC<n>.zip

ここで、

 l <service-ID or host name>は、セッションが保存されたサービスの名前( たとえばConcentratorま
たはBroker) です。

 l SID<n>は、セッションID番号です。

 l FC<n>は、ファイル数またはアーカイブ内のファイルの数です。

注意：デフォルトのアプリケーションに関連づけられているファイルを解凍または開くときは、十分に注
意してください。たとえば、Excelスプレッドシートは、ファイルの安全性を検証する前にExcelで自動的
に開かれる可能性があります。
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再構築されたイベントでファイルをエクスポートするには、次の手順を実行します。

 1. ［イベント分析］ビューで、ファイルを含んでいるイベントの［ファイル分析］パネルに移動します。

 2. 抽出する1個または複数のファイルをクリックして、［ファイルのダウンロード］をクリックします。

ジョブがスケジュールされ、完了すると、選択したファイルが、パスワード保護されたzipアーカイブの形

式でローカル ファイル システムにダウンロードされます。

 3. ローカル ファイル システム上のアーカイブを開くには、プロンプトが表示されたら、次のパスワードを入

力します：netwitness。
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［イベント分析］ビューでのデータの操作

［イベント分析］ビューで興味のあるデータが見つかったら、NetWitness EndpointやRSA Liveへの内部
ルックアップを実行したり、SANS IP HistoryやThreatExpert検索などのコミュニティ リソースでメタ値の外
部ルックアップを実行することができます。

NetWitness Endpont Thick Clientでエンドポイント  イベントを開く

［テキスト分析］パネルでエンドポイント  イベントを表示しているときに、同じイベントを分析するために
NetWitness Endpointに移行できます。NWE Thick Clientは、NetWitness Endpoint Insightsに組みまれ
た機能以外の追加の機能を提供します。

注：バージョン4.4のNetWitness Endpoint( NWE) Thick Clientを同じサーバにインストールする必要が
あります。NWEメタ キーがLog Decoderのtable-map.xmlファイル内に存在する必要があります。ま
た、NWEメタ キーがindex-concentrator-custom.xmlファイル内に存在する必要があります。
NWE Thick Clientは、Windows専用のアプリケーションです。完全なセットアップ手順は、バージョン 
4.4の「NetWitness Endpoint User Guide」を参照してください。

NetWitness Endpointでイベントを開くには、次の手順を実行します。

 1. ( バージョン11.0以降) ［調査］＞［ナビゲート］に移動し、次の手順を実行します。

 a. ［クエリ］ドロップダウンで、［詳細］を選択し、次のクエリのいずれかを入力します。

nwe.callback_id exists または device.type='nwendpoint'
エンドポイント  データが［値］パネルに表示されます。

 b. イベントを右クリックし、メニューで［イベント分析］を選択します。

 2. ( バージョン11.1以降) ［調査］＞［イベント分析］に移動します。［クエリ］ドロップダウンで、［詳細］を

選択し、次のクエリのいずれかを入力します。nwe.callback_id exists または 
device.type='nwendpoint'

エンドポイント  データが［イベント］パネルに表示されます。
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 3. イベントを選択します。

［イベント分析］ビューが開き、選択したイベントが［テキスト分析］に表示されます。

 4. イベント  ヘッダーをクリックして［エンドポイントへの移行］をクリックします。URL ecatui://<id>で新

しいブラウザ タブが開き、NWE Thick Clientが起動されます。NetWitness Endpoint Thick Clientがイ

ンストールされていない場合は、データが表示されず、次のメッセージが表示されます。Applicable 
for hosts with 4.x Endpoint agents installed, please install the NetWitness 

Endpoint Thick Client。

イベント分析でのメタ値のルックアップの実行

［イベント分析］ビューでは、特定のメタ値を右クリックして、ドロップダウン メニューのオプションを使用す
ることにより、イベント内のメタ値をさらに調査することができます。すべてのフィールドに右クリック アクショ
ンがあるわけではありません。内部ルックアップと外部ルックアップを実行するには、次の手順を実行しま
す。

 1. ［イベント分析］ビューで、イベント  リスト、［イベント  メタ］パネル、またはイベント  ヘッダー内のメタ値

を右クリックします。一部のメタ値にドロップダウン メニューがあります。
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 2. 次の内部アクションのいずれかを選択します。

 l コピー：メタ値をクリップボードにコピーします。

 l 新しいタブで再フォーカスして調査：新しいタブで、選択したメタ値にフォーカスした別の調査を開

始します。

 l 新しいタブでドリルダウン：新しいタブで、［ナビゲート］ビューを開き、データをドリルダウンします。

 l 新しいタブで!EQUALSドリルダウン：新しいタブを開き、( !EQUALS) をメタ値に適用して、結果

からメタ値を効率的に除外します。

 l ホスト  ルックアップ：［調査］＞［ホスト］ビューで値を検索します。

 l Endpoint Thick Clientルックアップ：Endpoint Thick Clientでメタ値を分析します( Endpointエー

ジェントがインストールされたクライアントの場合) 。

 l Liveルックアップ：さらに分析するためにRSA Liveでメタ値を検索します。
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 3. 外部ルックアップの場合は、メタ値にポインタを合わせて、右クリックし、［外部ルックアップ］を選択し

ます。

 4. サブメニューで、使用可能な外部ルックアップのいずれかを選択します。

 l Google：Google.comでメタ値を検索します。

 l SANS IP History：SANS IP Historyでメタ値を検索します。domain = 
http://isc.sans.org/ipinfo.html?ip=ipaddress

 l CentralOps Whois for IPs and Hostnames：CentralOps Whois for IPs and Hostnamesでメタ値を

検索します。domain = 
http://centralops.net/co/DomainDossier.aspx?addr=domain&amp;dom_
whois=true&amp;dom_dns=true&amp;net_whois=true

 l Robtex IP Search：Robtext IP Searchでメタ値を検索します。domain = 
https://www.robtex.com/cidr/domain.ipaddress

 l IPVoid：IPVoidでメタ値を検索します。domain = http://www.ipvoid.com/scan/domain/

 l URLVoid：URLVoidでメタ値を検索します。domain = 
http://www.urlvoid.com/scan/ipaddress/

 l ThreatExpert Search：ThreatExpert Searchでメタ値を検索します。domain = 
http://www.threatexpert.com/reports.aspx?find=IP address
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ホストとファイルの調査

注：このトピックに記載されている情報はRSA NetWitness® Platform バージョン11.1以降に適用され
ます。

アナリストは、RSA NetWitness Platformの［ホスト］または［ファイル］ビューを使って、ホストとファイルを調
査できます。

調査を使用して解析を実施するアナリストのユーザ アカウントには、適切なシステム ロールと権限を付
与する必要があります。ロールと権限の構成は、管理者が行う必要があります( 「Endpoint Analystsの
ロールと権限」を参照) 。ロールと権限の詳細については、「システム セキュリティとユーザ管理ガイド」を
参照してください。

アナリストは次の操作を実行できます。

 l ホストの調査

 l NetWitness Endpoint 4.4.0.2以降のホストの調査

 l ファイルの調査
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ホストの調査

注：このトピックに記載されている情報はRSA NetWitness® Platform バージョン11.1以降に適用され
ます。

ホストの調査を実施するには、次の手順を実行します。

 1. ［調査］＞［ホスト］に移動します。
エンドポイント  エージェントがインストールされているホストのリストが表示されます。

 2. スキャンするホストを選択して、［スキャン開始］をクリックします。詳細については、「ホストのスキャ
ン」を参照してください。

 3. ホストのスキャン プロセスが完了したら、ホスト名をクリックしてスキャン結果を調査します。詳細につ
いては、「ホストの詳細の調査」を参照してください。

注：NetWitness Endpoint 4.4ホストを調査するには、「NetWitness Endpoint 4.4.0.2以降のホストの調
査」を参照してください。

ホストのフィルタ

オペレーティング システムによってホストをフィルタリングしたり、［フィルタの追加］ドロップダウン メニューで
フィールドを選択することもできます。

注：大量のデータからフィルタリングする場合は、パフォーマンスを向上させるために、少なくとも1つのイ
ンデックス付きフィールドとEquals演算子を使用します。次のフィールドが、データベースでインデックス
されていますす： Hostname、IPV4, Operating System、Last Scan Time

1つのフィールドで複数の値を検索するには、フィルタ オプションをEqualsに設定し、区切り文字として 
||を使用します。
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以下に、例を示します。

 l Equals演算子を使用し、区切り文字||を使用して複数のIPV4値を指定。

 l 過去6時間にスキャンされたエージェントをフィルタリングするために、［最後のスキャン時間］とIN演算

子を使用。

［保存］をクリックして、名前( 最大250文字の英数字) を指定し、フィルタを保存します。フィルタは、左
側の［保存されたフィルタ］パネルに追加されます。フィルタを削除するには、名前にポインタを合わせ

て、 をクリックします。

注：フィルタを保存するときに、アンダースコア( _) とハイフン( -) 以外の特殊文字は使用できません。

ホストのスキャン

オン デマンド  スキャンを実行することも、毎日または毎週実行するようにスキャンをスケジュール設定す
ることもできます。スキャンのスケジュール設定については、『Endpoint Insights構成ガイド』を参照してく
ださい。
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注：NetWitness Platformユーザ インタフェースから、NetWitness Endpoint 4.4エージェントのスキャンを
実行することはできません。

オン デマンド  スキャン

オン デマンド  スキャンは次のような場合に実行します。

 l ［グローバル ファイル］セクションのファイルが悪意のあるファイルであることが判明した。

 l 悪意のあるファイルがネットワーク内の別のホストで見つかった。

 l 感染したホストを調査したい。

 l ホストの最新のスナップショットを取得する。

ホストをスキャンすると、Endpointエージェントが調査に使用可能な次のデータを取得します。

 l ホスト上で実行しているドライバ、プロセス、DLL、ファイル( 実行可能ファイル) 、サービス、Autorun

 l ホスト  ファイルのエントリーとスケジュール設定されたタスク。

 l ネットワーク共有、インストールされたWindowsパッチ、Windowsタスク、ログインしているユーザ、Bash
履歴、インストールされたセキュリティ製品などのシステム情報。

スキャンを開始するには、次の手順を実行します。

 1. ［調査］＞［ホスト］に移動します。

 2. オン デマンド  スキャンを実行するホスト ( 最大100個まで) を選択し、［スキャン開始］をクリックしま

す。

 3. ダイアログで［スキャン開始］をクリックします。

これにより、メモリにロードされたすべての実行可能モジュールのクイック スキャンが実行されます。約

10分かかります。

スキャン ステータスを以下に示します。

ステータ

ス
説明

Idle スキャンが進行中ではありません。

Scanning  スキャンが進行中です。

Starting 
Scan

 スキャン リクエストがサーバに送信され、エージェントは次にサーバと通信したときにそのリ

クエストを受信します。

Stopping 
Scan

停止リクエストがサーバに送信され、エージェントは次にサーバと通信したときにそのリクエ
ストを受信します。
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［ナビゲート］ビューと［イベント分析］ビューへの移行

特定のホスト、IPアドレス( IPv4) 、ユーザ名を調査して、特定の時間範囲の関連するアクティビティを
検索する必要がある場合は、［ナビゲート］ビューと［イベント分析］ビューに移行して、アクティビティ全
体のコンテキストを取得できます。デフォルトで、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。

注：IPv6のIPアドレスから、［ナビゲート］ビューまたは［イベント分析］ビューへの移行はサポートされま
せん。

［ナビゲート］ビューまたは［イベント分析］ビューに移行するには、次の手順を実行します。

 1. ［調査］＞［ホスト］または［調査］＞［ファイル］に移動します。

 2. ホスト名の横にある をクリックします。

または、［概要］タブで、目的のホスト名、IPアドレス( IPv4) 、ログインしているユーザを右クリックし、

移行することができます。

 3. ［サービスを選択］ダイアログで、調査に必要なサービスのいずれかを選択します。

 4. ［ナビゲート］または［イベント分析］をクリックして、データを分析します。
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ホストの詳細の調査

ホスト上の疑わしいファイルを検索するには、ホスト名をクリックして、ホストの詳細を表示するか、オン 
デマンド  スキャンを開始して最新情報を取得します。

スナップショットの検索

ホストを調査したり、ホストが既知のマルウェアに感染しているかどうかを確認するには、ファイル名、ファ
イル パス、SHA-256チェックサムの有無を検索します。

注：SHA-256チェックサムを検索するには、検索ボックスにハッシュ文字列全体を入力します。

結果には、ファイル名やシグネチャ情報などの詳細とともに、システムとの関係( 実行形式がプロセス、
ライブラリ、Autorun、サービス、タスク、ドライバ) が表示されます。これらの結果をさらに詳しく表示する
には、カテゴリをクリックします。

たとえば、ユーザがフィッシング メールを介して悪意のある添付ファイルをクリックして実行し、それを
C:\Usersにダウンロードしたとします。このファイルを調査するには、次の手順を実行します。

 1. ［調査］＞［ホスト］に移動します。

 2. 調査するホストを選択します。

 3. ［概要］タブで、検索ボックスにファイル パスC:\Usersを入力します。

検索結果には、このフォルダ内のすべての実行可能ファイルが表示されます。この例では、
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NWEMalware.exeは悪意のある可能性のある署名なしファイルです。

         このファイルは、プロセスとして実行されていました。

 4. このファイルの詳細を表示するには、結果から［プロセス］をクリックします。

これにより、［プロセス］タブが開き、プロセスの詳細が表示されます。

プロセスの分析

［ホスト］ビューで、［プロセス］タブを選択します。選択したホストでスキャンの時点で実行中であったプロ
セスを表示できます。プロセス名とプロセスID( PID) の列が次のいずれかで表示されます。

 l ツリー ビュー - 各プロセスをドリル ダウンして、それに関連づけられた親または子プロセスを表示でき

ます。

 l リスト  ビュー - プロセス名とPIDの列をソートすることができます。

をクリックして、ビューを切り替えることができます。
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ツリー ビューの例を以下に示します。

プロセスを検証するときは、起動引数を確認することが重要です。正規のファイルであっても悪意のある
目的で使用される可能性があるため、起動引数をすべてを表示して、悪意のあるアクティビティがない
か判断することが重要です。

例：

 l rundll32.exeは、正常なファイルに分類されている正規のWindows実行可能ファイルです。しか

し、攻撃者は、この実行可能プログラムを使用して悪意のあるDLLをロードする可能性があります。

そのため、プロセスを表示して、rundll32.exeファイルの引数を確認する必要があります。

 l LSASS.EXEは、WININIT.EXEの子プロセスであり、子プロセスを生成すべきではありません。マルウェ
アの多くは、この実行可能プログラムを使用してパスワードをダンプしたり、隠れるために偽装します
( lass.exe、lssass.exe、lsasss.exeなど) 。

 l AdobeやWebブラウザなどの正規のユーザ アプリケーションのほとんどは、cmd.exeのように子プロセス

を生成しません。このような状況を見つけたら、プロセスを調査してください。

Autorunの分析

［ホスト］ビューで、［Autorun］タブを選択します。選択したホストで実行中のAutorun、サービス、タス
ク、cronジョブを表示できます。
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たとえば、［サービス］タブでは、ファイルの作成時刻を検索できます。各実行可能( PE) ファイルのPEヘッ
ダーには、コンパイル時刻が含まれます。攻撃者は、被害者のエンドポイントにインストールする前に容
易にタイムスタンプを変更できますが、コンパイル時刻のタイムスタンプが改ざんされることはめったにあり
ません。このタイム スタンプは、新しいファイルがインストールされたか否かの指標になります。ファイルの
タイム スタンプをシステム上の作成時刻と比較して、違いを見つけます。ファイルは数日前にコンパイル
されたのに、システム上のファイルの作成時刻が数年前の日付になっている場合は、ファイルが改ざんさ
れたことを示しています。

ファイルの分析

［ホスト］ビューで、［ファイル］タブを選択します。スキャンの時点でホスト上でスキャンされたファイルのリス
トを表示できます。デフォルトで、表には100個のファイルが表示されます。それ以上のファイルを表示す
るには、ページの下部にある［さらに読み込み］をクリックします。

たとえば、多くのトロイの木馬は、ペイロードを投下するとき、ランダムなファイル名を使用します。これ
は、ファイル名による検索で、ネットワーク全体のエンドポイントから容易に検出されるのを防ぐためで
す。ファイルの名前がsvch0st.exe、scvhost.exe、svchosts.exeの場合は、svchost.exeという
名前の正規のWindowsファイルが偽装されていることを示しています。

ライブラリの分析

［ホスト］ビューで、［ライブラリ］タブを選択します。スキャンの時点でロードされていたライブラリのリストを
表示できます。

たとえば、エントロピーの高いファイルには、packedフラグが付けられます。パックされたファイルは、そのサ
イズを削減するために( または悪意のある文字列や設定情報を難読化するために) 圧縮されているこ
とを意味します。

ドライバの分析

［ホスト］ビューで、［ドライバ］タブを選択します。スキャンの時点でホスト上で実行していたドライバのリ
ストを表示できます。

たとえば、このパネルを使用して、ファイルが署名されているかどうかを確認できます。MicrosoftやApple
などの信頼できるベンダーによって署名され、validと表示されるファイルは、正規のファイルであることを
示します。

システム情報の分析

［ホスト］ビューで、［システム情報］タブを選択します。このパネルには、エージェントのシステム情報が表
示されます。Windowsオペレーティング システムの場合は、パネルに、ホスト  ファイルのエントリーとそのホ
ストのネットワーク共有が表示されます。

たとえば、マルウェアが、ホスト  ファイルのエントリーを使用して、アンチウイルス更新をブロックする可能
性があります。

ホストの削除

UIから手動でホストを削除するには、次の手順を実行します。

 1. ［調査］＞［ホスト］に移動します。

 2. ［ホスト］ビューから削除するホストを選択して、［削除］をクリックします。

これにより、選択したホストに関して収集されたすべてのエンドポイント  データが削除されます。

217 ホストとファイルの調査



NetWitness Investigateユーザガイド

注：［ホスト］ビューから間違ってホストを削除してしまった場合は、Endpoint Serverはこのエージェント
からのすべてのリクエストを拒否します。エージェントを［ホスト］ビューに表示するには、ホストから手動
でアンインストールして、再インストールする必要があります。

ホスト環境設定の設定

デフォルトで、［ホスト］ビューにはいくつかの列が表示され、ホストは最後のスキャン時刻に基づいてソー
トされます。表示する列を変更し、特定のフィールドでデータをソートしたい場合は、次の手順を実行
します。

 1. ［調査］＞［ホスト］ビューに移動します。

 2. 右隅にある をクリックして、列を選択します。次の例は、列を追加するときに表示される画面を示

します。

 3. 必要な列でデータをソートします。

注：この設定は、［ホスト］ビューにログインするたびに表示されるデフォルト  ビューとして設定されま
す。

ホスト属性のエクスポート

一度に最大100,000個のホスト属性をエクスポートできます。ホスト属性をCSV( コンマ区切り値) ファイ
ルに抽出するには、次の手順を実行します。

 1. ［調査］＞［ホスト］に移動します。

 2. 必要なフィルタ オプションを選択して、ホストをフィルタリングします。

ホストとファイルの調査 218



NetWitness Investigateユーザガイド

 3. 右側にある をクリックして、列を追加します。

 4. ［CSVにエクスポート］をクリックします。

CSVファイルを保存するか、開きます。

NetWitness Endpoint 4.4.0.2以降のホストの調査

注：このトピックに記載されている情報はRSA NetWitness® Platform バージョン11.1以降に適用され
ます。

導入環境にNetWitness Endpoint 4.4.0.2以降がある場合、［調査］＞［ホスト］および［調査］＞［ファイ
ル］の各ビューでそれらのホストのエンドポイント  データを表示できます。

NetWitness Endpoint 4.4.0.2ホストがそこにリストされていない場合、『Endpoint Insights構成ガイド』の
「NetWitness Endpoint 4.4.0.2以降とNetWitness Endpoint 11.1の統合」を参照してください。

NetWitness Endpoint 4.4.0.2ホストは、エージェント  バージョンを使用して［ホスト］ビューのリストから特定
できます。これらのホストでは、オン デマンド  スキャンを行うことはできません。これらのホストを調査する
には、NetWitness Endpoint 4.4.0.2以降のユーザ インタフェースを使う必要があります。

注：NetWitness Suiteユーザ インタフェースからシック クライアントに切り替えるには、NetWitness 
Endpoint 4.4.0.2以降がインストールされている必要があります。

NetWitness Endpointユーザ インタフェースでホストを調査するには、次の手順を実行します。

 1. ［調査］＞［ホスト］に移動します。

 2. リストからから、4.4ホストを選択します。

 3. ［エンドポイントに移行］をクリックします。

注：［エンドポイントに移行］オプションは、NetWitness Endpoint Insights11.1ホストでは使用できませ
ん。
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ファイルの調査

注：このトピックに記載されている情報はRSA NetWitness® Platform バージョン11.1以降に適用され
ます。

アナリストは、［ファイル］ビュー( ［調査］＞［ファイル］) を使用して、ファイル名、ファイル サイズ、エントロ
ピー、形式、会社名、シグネチャ、チェックサムを調べることにより、疑わしいファイルを識別できます。

たとえば、環境が WannaCry ランサムウェアに感染している場合は、そのファイル名を使用してファイル
のリストをフィルタリングし、ランサムウェアのファイルを検索することができます。チェックサムを使用してこ
のランサムウェアを検索することもできます。

ファイル サイズは、ファイルを評価するときの指標になります。  トロイの木馬は、通常、1 MB未満で、
大部分が500 KB未満です。

ファイルのフィルタ

オペレーティング システムによってファイルをフィルタリングしたり、［フィルタの追加］ドロップダウン メニュー
でフィールドを選択することもできます。

注：大量のデータからフィルタリングする場合は、パフォーマンスを向上させるために、少なくとも1つのイ
ンデックス付きフィールドとEquals演算子を使用します。次のフィールドが、データベースでインデックス
されています：ファイル名、MD5、オペレーティング システム、初回確認時刻、形式

［保存］をクリックして、名前( 最大250文字の英数字) を指定し、フィルタを保存します。フィルタは、左
側の［保存されたフィルタ］パネルに追加されます。フィルタを削除するには、名前にポインタを合わせ

て、 をクリックします。

注：フィルタを保存するときに、アンダースコア( _) とハイフン( -) 以外の特殊文字は使用できません。

次の例は、Equals演算子を使用してファイル名がmalware のファイルをフィルタリングしています。
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注：ファイル サイズでは、1 KBが1024バイトとして計算されます。たとえば、ファイルの実際のサイズが
8421バイトの場合は、UIには8.22 KBではなく、8.2 KBと表示されます。Equals演算子を使用する
場合は、バイト形式を使用して検索することを推奨します。

［ナビゲート］ビューと［イベント分析］ビューへの移行

グローバル ファイルの特定のファイル名またはハッシュ( SHA256とMD5) を調査するため、特定の時間
範囲の関連するアクティビティを検索する必要がある場合は、［ナビゲート］ビューと［イベント分析］
ビューに移行して、アクティビティ全体のコンテキストを取得できます。デフォルトで、時間範囲は1日に
設定されます。適宜、時間範囲を変更できます。

［ナビゲート］ビューまたは［イベント分析］に移行するには、次の手順を実行します。

 1. ［調査］＞［ファイル］に移動します。

 2. ファイル名またはハッシュの横にある をクリックします。

 3. ［サービスを選択］ダイアログで、調査に必要なサービスのいずれかを選択します。

 4. ［ナビゲート］または［イベント分析］をクリックして、データを分析します。

注：［ナビゲート］ビューまたは［イベント分析］ビューに移行するとき、インデックス付けされていない値
の場合は、結果のロードに時間がかかります。詳細については、「NetWitness Investigateのトラブル
シューティング」を参照してください。
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ファイル環境設定の設定

デフォルトで、［ファイル］ビューにはいくつかの列が表示され、ファイルは初回確認時刻に基づいてソート
されます。表示する列を変更し、特定のフィールドでデータをソートしたい場合は、次の手順を実行し
ます。

 1. ［調査］＞［ファイル］に移動します。

 2. 右隅にある をクリックして、列を選択します。次の例は、列を追加するときに表示される画面を

示します。

 3. 必要な列でデータをソートします。

注：この設定は、［ファイル］ビューにログインするたびに表示されるデフォルト  ビューとして設定されま
す。

グローバル ファイルのエクスポート  
グローバル ファイルのリストをCSVファイルに抽出するには、次の手順を実行します。

注：大量のデータからフィルタリングする場合は、パフォーマンスを向上させるために、少なくとも1つのイ
ンデックス付きフィールドとEquals演算子を使用します。一度に最大100,000個のファイルをエクスポー
トすることができます。

 1. ［調査］＞［ファイル］に移動します。

 2. 必要なフィルタ オプションを選択して、ファイルをフィルタリングします。
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 3. 右側にある をクリックして、列を追加します。

 4. ［CSVにエクスポート］をクリックします。

CSVファイルを保存するか、開きます。
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Malware Analysisの実施

アナリストは、RSA NetWitness Platform Malware Analysisサービスを使用すると、選択したデータやファ
イルでマルウェアを検出できます。

NetWitness Platform Malware Analysisを使用して解析を実施するアナリストのユーザ アカウントには、
適切なシステム ロールと権限が付与されている必要があります。

次の手順では、Malware Analysisの使用方法について説明します。

 l Malware Analysisの調査の開始。

 l Malware Analysisスキャン用ファイルのアップロード。

 l カスタムYARAコンテンツの実装。

 l ［イベントのサマリ］ビューでのダッシュレット  データのフィルタ。

 l リスト  フォームでのスキャン ファイルおよびイベントの調査

 l イベントの詳細なマルウェア解析の表示。
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Malware Analysisの機能

NetWitness Platform Malware Analysisは、自動化されたマルウェア解析ツールです。特定の種類の
ファイル オブジェクト ( Windows PE( Portable Executable) 、PDF、MS Officeなど) を解析し、悪意のある
ファイルである可能性を評価できるように設計されています。  
Malware Analysisでは、4種類の解析手法を用いてセキュリティ侵害の兆候( 本ソフトウェアでは、セ
キュリティ侵害インジケータと呼びます) を検出します。

 l ネットワーク セッション解析( ネットワーク)

 l 静的ファイル解析( 静的)

 l 動的ファイル解析( サンドボックス)

 l セキュリティ コミュニティ解析( コミュニティ)

4種類の解析手法はそれぞれ、他の手法に固有の弱点を補完しています。たとえば、動的ファイル解
析では、セキュリティ コミュニティ解析フェーズでは検出されないゼロ デイ攻撃の検出を補完できます。
マルウェア解析を1つの手法だけで行わないようにすることで、偽陰性( false negative) 対策を強化する
ことができます。

ビルトインのセキュリティ侵害インジケータに加えて、Malware Analysisでは、YARAで記述されたセキュ
リティ侵害インジケータもサポートされます。YARAは、マルウェアの調査担当者がマルウェアのサンプル
の特定や分類を行えるようにするためのルール言語です。これにより、IOC( セキュリティ侵害インジケー
タ) の作成者は、YARAルールを作成してRSA Liveに公開し、RSA Malware Analysisの検出機能を
拡張することができます。RSA Liveに公開されたYARAベースのIOCは、サブスクライブしているホストに
自動的にダウンロードされ、アクティブ化されて、調査対象の各ファイルに対して実施する解析能力が
補完されます。  
Malware Analysisは、Incident Managementのアラートをサポートする機能も備えています。

機能説明

次の図は、コア サービス( Decoder、Concentrator、Broker) と、Malware Analysisサービス、NetWitness 
Serverの機能的な関係を示しています。
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Malware Analysisサービスは、次の手法を組み合わせてファイル オブジェクトを解析します。

 l ConcentratorやBrokerの継続的な自動ポーリング( 常時スキャン) 。Parserによってマルウェア コンテ

ンツを含んでいる可能性があると識別されたセッションを抽出します。

 l ConcentratorやBrokerのオン デマンド  ポーリング。マルウェア アナリストによってマルウェア コンテンツ

を含んでいる可能性があると識別されたセッションを抽出します。

 l ファイルのオン デマンド  アップロード ( ユーザ指定) 。

ConcentratorやBrokerの自動ポーリングが有効になっている場合、Malware Analysisサービスは、使用
しているCoreサービスによって収集および解析されたデータから直接、ネットワーク上の実行可能ファイ
ル、PDFドキュメント、Microsoft Officeドキュメントを継続的に抽出し、優先順位を付けます。
Malware Analysisサービスは、ConcentratorやBrokerに接続して、マルウェアの可能性ありとしてフラグが
付けられている実行可能ファイルのみを抽出するため、処理は高速で効率的です。この処理は継続
的に行われ、モニタリングは必要ありません。

ConcentratorやBrokerのオン デマンド  ポーリングを実行する場合、マルウェア アナリストは[調査]を使用
して、収集されたデータを詳しく調べ、解析するセッションを選択します。Malware Analysisサービスは、
この情報を使用して自動的にConcentratorやBrokerをポーリングし、指定されたセッションを解析用にダ
ウンロードします。

ファイルのオン デマンド  アップロードでは、アナリストがCoreインフラストラクチャの外部で収集されたファイ
ルをレビューするための手法を提供します。マルウェア アナリストは、フォルダの場所を選択し、1つ以上
のファイルをアップロードしてMalware Analysisで解析することができます。これらのファイルは、ネットワー
ク セッションから自動的に抽出されたファイルと同じ手法で解析されます。  
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解析手法

ネットワーク解析の場合、Malware Analysisサービスは、一般的なマルウェア アナリストと同様に、標準
的なファイルの性質から逸脱しているように見える特徴を検索します。数百個から数千個の特徴を調
べ、結果を加重スコア システムと組み合わせることによって、疑わしいセッションがハイライト表示されま
す。ユーザは、セッション内の異常なアクティビティを示すパターンを、セキュリティ侵害インジケータとして
識別し、さらに詳しい調査を実行することができます。

Malware Analysisサービスでは、ネットワーク上で検出した疑わしいファイルに対して静的解析を実行
し、それらのオブジェクトに悪意のあるコードが含まれているかどうかを判断できます。コミュニティ解析で
は、ネットワーク上でマルウェアとして検出されたデータは、RSA Cloudにプッシュ送信され、RSA独自の
マルウェア分析データや、SANS Internet Storm Center、SRI International、米国財務省、VeriSignといっ
た組織からのFeedを使って確認されます。サンドボックス解析では、サービスは主要なSIEM( Security 
Information and Event Management) ホストやThreatGrid Cloudなどにもデータを送信して解析できま
す。  
Malware Analysisでは、業界のリーダーやエキスパートとの提携によるユニークな解析手法が提供され
ており、そのテクノロジーによってMalware Analysisのスコア システムを充実させることができます。

Malware AnalysisサービスへのNetWitness Serverアクセス

NetWitness Serverでは、調査モジュールから、Malware Analysisサービスに接続し、タグ付けされたデー
タをインポートして、より詳細な解析を実行することができます。解析は3つのサブスクリプション レベルに
基づいて実行されます。

 l 無料サブスクリプション：NetWitness Platformを利用中のすべてのユーザが利用可能な、ThreatGrid
解析用の無料の試用版キーによるサブスクリプションが提供されます。このレベルでは、Malware 
Analysisサービスでの処理数が、1日あたり100個のファイル サンプルに制限されています。ThreatGrid 
Cloudに送信されるサンドボックス解析用サンプルの数は1日あたり5件に制限されています。1つの

ネットワーク セッションに100個のファイルが含まれている場合、1つのネットワーク セッションを処理する

と、処理数の制限値に達します。100個のファイルを手動でアップロードした場合でも、処理数の制

限値に到達します。

 l 標準サブスクリプション：Malware Analysisサービスへの送信回数は無制限です。ThreatGrid Cloud
に送信されるサンドボックス解析用サンプルの数は1日あたり1000件まで可能です。

 l エンタープライズ サブスクリプション：Malware Analysisサービスへの送信回数は無制限です。

ThreatGrid Cloudに送信されるサンドボックス解析用サンプルの数は1日あたり5000件まで可能です。

スコアリング手法

デフォルトでは、IOC( セキュリティ侵害インジケーター) は、業界のベスト  プラクティスを反映するように調
整されています。解析中に、IOCのスコアによって、サンプルがマルウェアである可能性が示されます。
NetWitness Platformでは、IOCの設定をチューニングでき、マルウェア アナリストは割り当てられたスコア
を変更したり、IOCの評価を無効にしたりすることができます。アナリストは、デフォルトの設定を使用す
るか、特定のニーズに合わせて設定をチューニングするかを柔軟に選択できます。

YARAベースのIOCは、ビルトインのIOCに混合されます。各ビルトイン カテゴリーのIOCとインタリーブさ
れ、ネイティブのIOCと区別されません。［サービス］の［構成］ビューでIOCを表示するとき、管理者は、
モジュール選択リストからYARAを選択することで、YARAルールを一覧表示できます。  
NetWitness Platformに格納されたセッションは、セキュリティ侵害インジケータをさらに解析するために、
[調査]での表示および解析機能をすべて利用できます。［調査］で表示した場合、YARAのIOCは、
Yara rule.というタグで、ビルトインのネイティブIOCと区別されます。
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導入

Malware Analysisサービスは、個別のRSA Malware Analysisホストとして導入されます。専用Malware 
Analysisホストには、Coreインフラストラクチャ( 他のBrokerやConcentrator) に接続するオンボードの
Brokerが搭載されています。この接続の前に、Malware Analysisサービスがデータを取得する元になる
ConcentratorとBrokerに接続されているDecoderに、必要なParserとFeedを追加する必要があります。   
これにより、疑わしいデータ ファイルが抽出用にマークされます。これらのファイルは、RSA Liveコンテンツ
管理システムを通じて入手することができ、コンテンツにはmalware analysisというタグが付けられて
います。
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マルウェア スコア モジュール

RSA NetWitness Platform Malware Analysisでは、ネットワーク、静的解析、コミュニティ、サンドボックス
の4つのカテゴリーで、セッションとそのセッション内のファイルを解析し、スコアを計算します。各カテゴリー
は、多くのルールやチェックで構成されており、1～100のスコアを計算するために使用されます。スコアが
高いほど、悪意のあるセッションである可能性が高くなり、より詳しい追加調査を行う必要があります。

Malware Analysisでは、警告やインシデントに至るまでの一連のイベントの履歴を簡単に調査すること
ができます。ネットワークで特定のタイプのアクティビティが発生していることが分かっている場合は、関連
性の高いレポートのみを選択し、データ コレクションの内容を調べることができます。スコア カテゴリーや
ファイル タイプ( Windows PE、PDF、Microsoft Office) に基づいて、各スコア カテゴリーの動作を変更す
ることもできます。

データ ナビゲーションの手法に慣れたら、次のような方法でより詳細にデータを調べることができます。

 l 特定のタイプの情報を検索する。

 l 特定のコンテンツを詳しく調査する。

ネットワーク、静的解析、コミュニティ、サンドボックスのカテゴリー スコアは、個別に保持およびレポートさ
れます。個別のスコアに基づいてイベントを表示したときに、1つのカテゴリーでマルウェアが検出された場
合には、詳細な解析が必要です。

ネットワーク

最初のカテゴリでは、各コア ネットワーク セッションを調査して、マルウェアと疑われるセッションがあるかど
うかを判断します。たとえば、既知の安全なサイトから、適切なポートとプロトコルを使用して、通常の
(悪意のない)ソフトウェアをダウンロードするアクティビティは、問題なしと見なされます。この条件セットの
スコア計算で使用される要素の例として、次のようなセッションがあります。

 l 脅威Feed情報に合致するような内容を含んでいる

 l 既知の悪質なサイトに接続する

 l 高リスクと見なされているドメインや国( .ccドメインなど) に接続する

 l 標準以外のポートで既知のプロトコルを使用する

 l 難読化されたJavaScriptを含んでいる

静的解析

2番目のカテゴリーでは、実行ファイルが悪意のある動作をする可能性を予測するために、セッション内
の各ファイルについて難読化の兆候を解析します。たとえば、ネットワーク ライブラリにリンクされているソ
フトェアは、不審なネットワーク アクティビティを実行する可能性が高くなります。この条件セットのスコア
計算で使用される要素の例として、次のようなものがあります。

 l XORエンコードされていることが検出されたファイル

 l EXE以外の形式で組み込まれていることが検出されたファイル( GIF形式で組み込まれていることが

検出されたPEファイルなど)

229 Malware Analysisの実施



NetWitness Investigateユーザガイド

 l リスクの高いインポート  ライブラリにリンクしているファイル

 l PE形式から著しく逸脱しているファイル

コミュニティ

3番目のカテゴリーでは、セキュリティ コミュニティで蓄積されたインテリジェンスに基づいてセッションやファ
イルのスコアを計算します。たとえば、主要なアンチウイルス( AV)  ベンダーによって、フィンガープリント
やハッシュが有害か無害かがすでに分かっているファイルは、その情報に従ってスコアが計算されます。
また、ファイルのスコア計算では、ファイルの配信元が有害と指定されているか無害とされているかといっ
たセキュリティ コミュニティのインテリジェンスも考慮されます。

コミュニティ スコアは、ユーザ環境のAVソフトウェアがファイルを悪意のあるファイルとしてフラグを設定し
ているかどうかも示します。ただし、そのAV製品によってシステムが保護されていることを保証するわけ
ではありません。

サンドボックス

4番目のカテゴリーでは、実際にソフトウェアをサンドボックス環境で実行することによって、ソフトウェアの
動作を調べます。ソフトウェアを実行してその動作を観察することにより、既知の悪意のあるアクティビ
ティを識別してスコアを計算できます。たとえば、再起動のたびに、自動起動してIRC接続するように
自身を構成するソフトウェアは、既知の不正な動作をしないファイルよりもスコアが高くなります。
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Malware Analysisの調査の開始

Malware Analysisによるスキャンと解析の結果、セキュリティ侵害インジケータを含むとフラグ付けされた
データの調査を行うことができます。これには、すべてのタイプのMalware Analysisスキャン( 常時スキャ
ン、オン デマンド  スキャン、アップロード  ファイルのオン デマンド  スキャン) が含まれます。常時スキャン
は、管理者がMalware Analysisサービスの基本設定で有効に設定する必要があります。

NetWitness Platformでは、いくつかの方法でMalware Analysisの調査を開始できます。

最速：Malware Analysisダッシュレットからの即時開始

Malware Analysisの調査を開始する最も迅速な方法は、NetWitness Platformダッシュボードの
Malware Analysisダッシュレットに、マルウェアを含んでいる可能性の高いイベントやファイルが表示され
た場合に、即座に調査を開始することです。ダッシュレットについては、「Dashlets」でRSA NetWitnessコ
ンテンツの一部として説明されています。これらのいずれかのダッシュレットから、要調査として表示され
た特定のイベントの解析結果に直接移動できます。

 l 極めて疑わしいマルウェアの上位リスト

 l ゼロデイの可能性が高いマルウェアの上位リスト

 l ［高確率IOCとハイスコアのマルウェア］ダッシュレット

［ナビゲート］ビューのメタ値からのオン デマンド  スキャン

［ナビゲート］ビューでメタ値を右クリックし、コンテキスト  メニューからオプションを選択することによって、
Investigationからオン デマンド  スキャンを開始できます。スキャンが完了すると、スキャンされたデータをマ
ルウェア解析に使用できるようになります( 「［ナビゲート］ビューからのMalware Analysisスキャンの起動」
を参照してください) 。

特定のRSAサービスの調査

Malware Analysisによるサービスの調査は、［調査］＞［Malware Analysis］ビューで開始することもでき
ます。特定のサービスに対してMalware Analysisの調査を行う場合は、［調査］＞［Malware Analysis］
ビューでサービスを指定します。

 1. Investigateで［Malware Analysis］ビューが開き、ユーザによって指定されたデフォルトのサービスが選

択された状態で表示されます。

 2. デフォルトのサービスが指定されていない場合は、ダイアログを使用して調査するMalware Analysis
サービスを選択できます。

 3. ［Malware Analysis］ビューでサービスが選択されている場合は、そのサービスの［イベントのサマリ］と

常時スキャン データが表示されます。

このトピックでは、Malware Analysisの調査を開始するすべての方法について、手順を説明します。

Malware Analysisダッシュレットからのマルウェア調査の開始

この手順を実行するには、次のいずれかのダッシュレットがNetWitness Platformダッシュボードまたは
［Malware Analysis］ビューに表示され、イベントまたはファイルのリストを含んでいる必要があります。ダッ
シュレットが表示されない場合は、ダッシュレットを追加して構成してください。
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 l 極めて疑わしいマルウェアの上位リスト

 l ゼロデイの可能性が高いマルウェアの上位リスト

 l ［高確率IOCとハイスコアのマルウェア］ダッシュレット

Malware Analysisの調査をダッシュレットから開始するには、次の手順を実行します。

 1. NetWitness Platformにログインし、［監視］ビューまたは［Malware Analysis］ビューで上記のダッシュ

レットのいずれかを探します

 2. ダッシュレットで、詳しく解析するイベントまたはファイルをダブル クリックします。イベント  リスト内のイ

ベントの詳細な解析またはファイル リスト内のファイルが関連づけられているイベントの詳細な解析

が［Malware Analysis］ビューで表示されます。

 

［監視］ダッシュボードのMalware Analysisダッシュレットの構成の詳細については、「NetWitness 
Platformスタート  ガイド」の「ダッシュレット」を参照してください。

Malware Analysisビューのダッシュレットに表示される情報を構成し、フィルタする方法については、「［イ
ベントのサマリ］ビューでのダッシュレット  データのフィルタ」を参照してください。

解析結果で実行できるアクションについては、「イベントの詳細なマルウェア解析の表示」を参照してく
ださい。

Malware Analysisの調査の開始 ( デフォルトのサービスが指定されていない場合 )
デフォルトのサービスが指定されていない場合に調査を開始するには、次の手順を実行します。

 1. ［調査］＞［Malware Analysis］にアクセスします。

［Malware Analysisサービスの選択］ダイアログが開き、現在のユーザが使用可能なMalware 
Analysisホストとサービスが左パネルに、スキャン ジョブが右パネルに表示されます。このスキャン ジョ

ブ パネルには、Unifiedダッシュボードの［Malware Analysis スキャン ジョブ］ダッシュレットと同じ列が
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含まれています。また、ツールバーと表示オプションもあります。これらについては、「［Malware 
Analysisサービスの選択］ダイアログ」で説明します。

 

 2. Malware Analysisホストのリストで、ホストを選択します。スキャン ジョブのリストが右パネルに表示さ

れます。これらのジョブは、イベントまたはファイルをスキャンするときに作成されます( 「Malware 
Analysisスキャン用ファイルのアップロード」および「［ナビゲート］ビューからのMalware Analysisスキャ

ンの起動」を参照) 。

 3. スキャンの解析を開始するには、以下のいずれかの操作を実行します。

 a. スキャンを選択し、［スキャンの表示］をクリックします。

 b. ［常時スキャン モードの表示］をクリックします。

選択したスキャンの［イベントのサマリ］が開き、デフォルトのダッシュレットが表示されます。各ユー

ザは、デフォルトのダッシュレットを追加、変更、削除でき、それらのダッシュレット設定は別のス

キャン調査時にも保持されます。また、「［イベントのサマリ］ビューでのダッシュレット  データのフィ
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ルタ」で説明されているように、ユーザはデフォルトのダッシュレットを復元することもできます。

デフォルトのサービスの設定またはクリア

［Malware Analysisサービスの選択］ダイアログでは、デフォルトのサービスを設定およびクリアできます。

デフォルトのサービスを設定するには、次の手順を実行します。

 1. ［イベントのサマリ］ツールバーでサービス名をクリックします。

［Malware Analysisサービスの選択］ダイアログが表示されます。
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 2. 使用可能なMalware Analysisサービスのリストでサービスを選択して、 をクリックし

ます。

選択したサービスがデフォルトになります( ホスト名の前に が表示されます) 。

 3. デフォルトのサービスをクリアするには、グリッドでデフォルトのサービスを選択し、 を

クリックします。

デフォルトのサービスが設定されていない状態になります。

ファイルのアップロードとスキャン

Initiate Malware Analysis Scanの権限を持つマルウェア アナリストは、［Malware Analysisサー
ビスの選択］ダイアログで［ファイルのスキャン］オプションを使用して、スキャンするファイルをアップロードで
きます( 「Malware Analysisスキャン用ファイルのアップロード」を参照) 。管理者は、［サービス］の［システ
ム］ビューで、Malware AnalysisのDecoderにパケット  キャプチャ ファイルをアップロードできます。この手
順の説明は、「DecoderおよびLog Decoder構成ガイド」の「パケット  キャプチャ ファイルのアップロード」に
あります。

調査の開始 ( デフォルトのサービスが指定されている場合 )
デフォルトのサービスが指定されている場合に調査を開始するには、次の手順を実行します。

 1. ［調査］＞［Malware Analysis］にアクセスします。

選択したサービスの常時スキャンに関する［イベントのサマリー］が開き、デフォルトのダッシュレットが

表示されます。各ユーザは、デフォルトのダッシュレットを追加、変更、削除でき、それらのダッシュ

レット設定は別のスキャン調査時にも保持されます。また、「［イベントのサマリ］ビューでのダッシュ

レット  データのフィルタ」で説明されているように、ユーザはデフォルトのダッシュレットを復元することも

できます。

時間パラメータ フィルタを結果に適用

閾値フィルタを適用して、選択したダッシュレットの結果の表示を更新できます。
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 1. 異なる時間範囲を選択するには、ツールバーで［常時スキャン モード］または異なるスキャンを選択

します。

選択されたスキャンの［イベントのサマリ］が表示されます。

 2. スキャン イベントの時間範囲を変更するには、ツールバーのリストから選択します。次の範囲を選

択できます。直近5分、直近10分、直近15分、直近30分、直近1時間、直近3時間、直近6時
間、直近12時間、直近24時間、直近2日間、直近5日間、早朝、午前、午後、夕方、終日、昨

日、今週、先週、カスタム。

結果はすぐに更新されます。

 3. 常時スキャンの表示を更新するには、 をクリックします。

常時スキャンの結果に閾値フィルタを適用

［高確率IOCとハイスコアのマルウェア］ダッシュレット、［メタ ツリーマップ］ダッシュレット、［スコア ホイール］
ダッシュレット、［イベント  タイムライン］ダッシュレットの各インスタンスに、新しい閾値フィルタを適用でき
ます。

スキャンに適用されるスコアをカスタマイズするには、ツールバーで次の手順を実行します。

 1. ＞［閾値フィルタの適用］を選択します。

［閾値フィルタの適用］ダイアログが表示されます。
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 2. 表示されるイベントの数を制限して、一定の数を上回るスコアのイベントのみを表示するには、次の

手順を実行します。

 a. ［静的］、［ネットワーク］、［コミュニティ］、［サンドボックス］の各スライダー バーでスライダーをド

ラッグします。

 b. 閾値を適用するダッシュレットを選択するには、適切なチェックボックスを選択します。

 c. ［適用］をクリックします。

新しいバイパス設定でのオン デマンド  スキャンの削除または再実行

Malware Analysisサービスの［サービス］の［構成］ビューで指定されているものとは異なるバイパス設定
でオン デマンド  スキャンを削除または再実行できます。

オン デマンド  スキャンの表示中にスキャンを削除するには、次の手順を実行します。

 1. ［アクション］＞［スキャンの削除］を選択します。

ダイアログでスキャンの削除を確認するよう求められます。

 2. ［はい］をクリックします。

選択したスキャンが削除されます。

現在のスキャンに別のバイパス設定を適用する方法

 1. ［アクション］＞［スキャンの再実行］を選択します。

［マルウェアのスキャン］ダイアログが表示されます。
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 2. 新しいスキャンで使用するバイパス設定を選択して、［スキャン］をクリックします。

Malware Analysisはキャッシュをリセットして、新しいスキャンのためにファイルを再送信し、スキャン 
ジョブはジョブ キューに追加されます。

 3. ジョブが完了したら、該当するジョブの［表示］リンクを選択します。

選択されたスキャンの［イベントのサマリ］が表示されます。

ファイル リストの表示

Malware Analysisの［イベントのサマリ］と各チャート ( イベント  タイムライン、メタの内訳、メタ ツリーマッ
プ、スコア ホイール) から、イベントに関するファイルのリストを 表示できます。

ファイル リストを表示するには、次のいずれかを実行します。

 l ［イベントのサマリー］で、［処理されたファイル］、［PEファイル］、［Officeファイル］、［PDFファイル］の

［合計］行または［高確率］行に表示されているファイル数をクリックします。ファイル リストが表示され

ます。

 l いずれかのチャート  ダッシュレットで、右上隅にある［ファイル］フィールドの横の番号をクリックします。
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選択したドリル ダウン ポイントのファイル リストが表示されます。

 

ファイル リストでは、ファイル名またはMD5ファイル ハッシュでファイルを検索したり、2つのソート基準でリ
ストを昇順または降順にソートしたり、ファイルをダウンロードしたりすることができます。「リスト  フォームで
のスキャン ファイルおよびイベントの調査」を参照してください。

［イベントのサマリ］に戻るには、［サマリに戻る］をクリックします。

イベント  リストの表示

Malware Analysisの［イベントのサマリ］と各チャート ( イベント  タイムライン、メタの内訳、メタ ツリーマッ
プ、スコア ホイール) からは、イベント  グリッドに表示するイベントを選択できます。

イベント  リストを表示するには、次のいずれかを実行します。  

 l ［イベントのサマリー］で、［合計］行または［高確率］行に表示されている、作成されたイベントの数

をクリックします。イベント  リストが表示されます。

 l いずれかのダッシュレットで、右上隅にある［イベント］フィールド横の番号をクリックします。
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選択した時間帯のイベント  リストが表示されます。
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カスタムYARAコンテンツの実装

ビルトインのセキュリティ侵害インジケータに加えて、Malware Analysisでは、YARAで記述されたセキュ
リティ侵害インジケータもサポートしています。YARAは、マルウェアの調査担当者がマルウェアのサンプ
ルの特定や分類を行えるようにするためのルール言語です。RSAでは、YARAベースの組み込み型
IOC( セキュリティ侵害インジケータ) をRSA Liveで公開しています。これらは、サブスクライブされたホスト
に自動的にダウンロードされてアクティブ化されます。

高度なスキルと知識を持つユーザは、YARAルールを編集してホストに配置することによって、RSA 
Malware Analysisに検出機能を追加したり、編集したYARAルールをRSA Liveでパブリッシュしたりす
ることができます。

マルウェアの脅威の進化に合わせて、既存のカスタム ルールを常に精査しておくことが重要です。通
常、新しい検出方法を組み込むには、更新が必要になります。RSAでは適宜、YARAルールを更新
し、Liveで提供しています。更新を受け取るには、http://blogs.rsa.com/feedで、RSAブログとRSA Live
をサブスクライブします。

このドキュメントでは、Malware AnalysisでのカスタムYARAルールの実装方法について説明します。

前提条件

カスタム ルールを追加するために使用するホストは、「Malware Analysis構成ガイド」の「カスタムYARA
コンテンツの有効化」に示すように、YARAルールの編集をサポートするように構成されている必要があ
ります。

YARAのバージョンおよびリソース

RSA Malware Analysisには、YARAバージョン3.7( rev：167) が付属しています。正確なバージョンを確
認するには、次の例に示すように、Malware Analysisホスト上でyara -vを実行します。

[root@TESTHOST yara] # yara -v
 yara 3.7 (rev:167)

YARAルールにおけるメタ キー

Malware Analysisは、YARAルールの他のソースに準拠する一方で、Malware Analysisに固有の追加
のメタ キーを使用します。それぞれのYARAルールは、Malware Analysis内のセキュリティ侵害インジ
ケータ( IOC) と等価です。ルールのメタ定義を次の例に示します。
meta:
 iocName = "FW.ecodedGenericCLSID"
         fileType = "WINDOWS_PE"
         score = 25
         ceiling = 100
         highConfidence = false

メタ キー 説明

iocName ( 必須) これは、MAがルール名として使用する名前です。これは、Malware 
Analysisに固有であり、IOCリストにルールを追加するために必要です。

fileType ファイル タイプを指定します。選択可能な値：WINDOWS_PE、MS_OFFICE、PDF
です。指定しない場合、デフォルト値はWINDOWS_PEです。
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メタ キー 説明

score これは、YARAルールがトリガーされた場合に静的スコアに追加される値です。指
定しない場合、デフォルト値は10です。

ceiling これは、1つのセッションでルールが複数回トリガーされたときに静的スコアに追加され
る値の最大値です。たとえば、ルールがトリガーされると20ポイントが静的スコアに追
加されるとします。ここで、そのルールが2回を超えてトリガーされたときにそれに対応
するスコアとして40ポイントより大きい値を加算したくない場合は、上限として40を指
定します。指定しない場合、デフォルト値は100です。

highConfidence 高確率フラグを設定します。このフラグは、マルウェアが存在する確率が高い場合に
IOCに設定されます。指定しない場合、デフォルト値はfalseです。

注：YARAのリソースについては、https://code.google.com/p/yara-project/downloads/listを参照してくだ
さい。NetWitness Platformでは、YARA 2.0ではなくYARA 3.7が使用されます。

YARAコンテンツ

RSA Liveには、次の3つのセットのYaraルールが含まれています。

 l PE Packers

 l PDF Artifacts

 l PE Artifacts

次の図に、NetWitness Platform LiveでYARAルールとして使用できるYARAコンテンツを示します。

Malware AnalysisホストでYARAルールは、次の例に示すように、/var/lib/netwitness/malware-
analytics-server/spectrum/yaraにあります。
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[root@TESTHOST yara]# pwd
 /var/lib/netwitness/malware-analytics-server/spectrum/yara
 [root@TESTHOST yara]# ls *.yara
 rsa_mw_pdf_artifacts.yara rsa_mw_pe_artifacts.yara rsa_mw_pe_packers.yara

それぞれのルールは、Malware Analysisサービスの［構成］ビュー＞［セキュリティ侵害インジケータ］タブ
にIOCとして表示されます。これらを表示するには、Yaraモジュールでリストをフィルタします。他のIOCを
構成するのと同じ方法で、個々のルールの構成を調整できます。

カスタムYARAルールの追加

他のソースからカスタムYARAルールを導入するには、次の手順を実行します。

 1. YARAルールの形式と構文が正しいことを確認するために、次の例に示すようにYARAコマンドを

使用して、YARAルールをコンパイルします。エラーが出力されることなくルールがコンパイルされれ

ば、YARAルールの構文が正しいことが分かります。
[root@TESTHOST yara]# yara rsa_mw_pe_packers.yara dummy.txt
 [root@TESTHOST yara]#

 2. カスタム ルールがRSAまたはその他のソースからの既存のYARAルールと重複しないことを確認しま

す。すべてのYARAルールは/var/lib/netwitness/malware-analytics-
server/spectrum/yaraにあります。

 3. 構成可能なIOCの一部としてYARAルールを作成するためにRSAでサポートされるメタ キーが含ま

れることを確認し、ファイル名に拡張子yaraを付けます( <filename>.yara) 。より優れた方法で構成

するには、次の例に示すように、iocNameメタがmetaセクションに含まれていることを確認します。

例：
rule HEX_EXAMPLE
 {
      meta:
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          author = "RSA"
          info = "HEX Detection"
         iocName = "Hex Example"
      strings:
          $hex1 = { E2 34 A1 C8 23 FB }
          $wide_string = "Ausov" wide ascii
      condition:
          $hex1 or $wide_string

 }

 4. 準備ができたら、カスタムYARAファイルを次のMalware Analysisサービスの監視対象フォルダに配

置します。

/var/lib/netwitness/malware-analytics-server/spectrum/yara/watch
ファイルは1分以内に処理されます。

処理されたファイルはNetWitness Platformによってprocessedフォルダに移動され、Malware 
Analysisの［サービス］の［構成］ビュー＞［セキュリティ侵害インジケータ］タブに、新しいルールが追加

されます。
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リスト  フォームでのスキャン ファイルおよびイベントの調査

Malware Analysisのスキャンでイベントのサマリを表示する場合、ファイル数またはイベント数をクリックす
ると、そのスキャンのファイル リストまたはイベント  リストを表示できます( 「Malware Analysisの調査の開
始」を参照) 。ファイル リストまたはイベント  リストでは、ファイル名またはMD5ファイル ハッシュを基準に
ファイルを検索したり、昇順または降順で2つのソート基準でリストをソートしたり、ファイルをダウンロード
したりすることができます。ファイル リストまたはイベント  リストに調査対象のファイルまたはイベントが見つ
かった場合、［イベントの詳細］ビューにそのイベントまたはファイルのさまざまな詳細を表示できます。

イベント  リストの各イベントで、NetWitness Platformから次の情報が提供されます。

 l 高確率イベントとしてフラグ設定( セキュリティ侵害の可能性が高いと見なされる) 。

 l 各スコア モジュールの数値スコア：静的、ネットワーク、コミュニティ、サンドボックス) を示します。

 l アンチウイルスソフト  ベンダーのスコア。

 l カスタマイズ ルールが適用されたフラグ。

 l イベントがアーカイブされた日付。

 l セッション時間。

 l MD5ハッシュ フィルタ。

 l イベント内のファイル数。

 l イベントのソースIPアドレス。

 l ID。

 l 宛先IPアドレス。

 l 宛先の国名。

 l ホストのエイリアス名。

 l イベント  タイプ( Networkなど) 。

 l イベントが使用するサービス。

 l 宛先の組織

ファイル リストの各ファイルで、NetWitness Platformから次の情報が提供されます。

 l 高確率イベントとしてフラグ設定( セキュリティ侵害の可能性が高いと見なされる) 。

 l 各スコア モジュールの数値スコア：静的、ネットワーク、コミュニティ、サンドボックス) を示します。

 l アンチウイルスソフト  ベンダーのスコア。

 l ファイル名。

 l ファイル タイプ。

 l MD5ハッシュ フィルタ。

 l ファイルを含むイベントのソースIPアドレス。
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 l 宛先IPアドレス。

 l ファイルを含むイベントがアーカイブされた日付。

 l ファイル サイズ。

ファイル リストまたはイベント  リストのソート

ファイル リストまたはイベント  リストは、列名を基準にして昇順または降順にソートできます。選択でき
る列は1列または2列です。

リストをソートするには、次の手順を実行します。

 1. 最初の［ソート基準］ドロップダウン リストから、列名とソート方向( ( 降順の場合) または

( 昇順の場合) ) を選択します。

 2. ( オプション) 2つ目の［ソート基準］ドロップダウン リストから、列名とソート方向( ( 降順の場合)

または ( 昇順の場合) ) を選択します。

列のタイトルに、選択したソート順序が示されます。

ファイル名またはMD5ファイル ハッシュでのリストのフィルタ

ファイル リストとイベント  リストは、ファイル名またはファイル ハッシュでフィルタできます。この機能を使用
すると、検索条件によって、元のデータを一定のサブセットに限定することができます。

注：検索は、すべてのスキャンに対して実行されるわけではなく、現在表示されているスキャンに対し
て実行されます。

 1. をクリックします。

［フィルタ］ダイアログが表示されます。

 2. ［ファイル名］または［MD5ハッシュ］に値を入力して、［フィルタ］をクリックします。ファイル名とハッシュ

のフィールドでは大文字と小文字が区別されません。ワイルド  カードまたは正規表現はサポートさ

れません。フィルタは完全一致に基づいています。ファイル リストまたはイベント  リストでファイル名ま

たはハッシュをドラッグして選択し、ダイアログでコピー アンド  ペーストできます。

 3. ［フィルタ］をクリックします。

Malware Analysis では、リストをフィルタリングして、選択したハッシュと一致するファイルまたはイベン

トのみを表示できます

 4. リストのフィルタを解除するには、 をクリックします。［フィルタ］ダイアログが表示された

ら、［リセット］をクリックします。

ファイル リストからのファイルのダウンロード

NetWitness Platformでは、ファイル リストまたはイベント  リストからファイルを選択してダウンロードできま
す。
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注意：Malware Analysisからファイルをダウンロードする場合、ファイルに有害なコードが含まれている
可能性があるため、注意が必要です。ファイルのダウンロードには、構成可能な固有の権限が必要
です。詳細については、「Malware Analysis構成ガイド」の「Malware Analystsのロールと権限の定
義」を参照してください。

ファイル リストまたはイベント  リストからファイルをダウンロードするには、次の手順を実行します。

 1. ファイル リストまたはイベント  リストで、1つ以上の行の横にあるチェックボックスをオンにします。

 2. ツールバーで、 を選択します。

［マルウェア ファイルのダウンロード］ダイアログが表示されます。

 3. 次のいずれかを実行します。

 a. ファイルをダウンロードしない場合は、［キャンセル］をクリックします。

 b. ファイルをダウンロードする場合は、［ダウンロード］ボタンをクリックします。

選択したファイルは、「Malware_Files.zip」という名前のzip形式でダウンロードされます。

スキャンからのイベントの削除

イベント  リストで1つ以上のイベントを選択して、スキャンから削除できます。この機能は、調査の対象
ではないイベントを削除する場合に便利です。

表示中のスキャンからイベントを削除するには、次の手順を実行します。

 1. イベント  リストで、1つ以上のイベントを選択します。

 2. ツールバーで をクリックします。

NetWitness Platformでイベントの削除の確認を求めるダイアログが表示されます。

 3. 確認ダイアログで、［はい］をクリックします。

選択したイベントが削除されます。

［イベントのサマリ］に戻る

ファイル リストまたはイベント  リストから［イベントのサマリー］に戻るには、［サマリーに戻る］をクリックしま
す。

イベントの詳細な解析を開く

ファイル リストまたはイベント  リストでイベントまたはファイルを調査しているときに、イベントまたはファイル
をダブル クリックすると、イベント  リストのイベント、またはファイル リストのファイルが関連づけられているイ
ベントの詳細な解析情報を開くことができます( 「イベントの詳細なマルウェア解析の表示」を参照) 。
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［イベントのサマリ］ビューでのダッシュレット  データのフィルタ

［イベントのサマリ］には、選択可能なダッシュレットを使用して調査中のスキャンに関するサマリが表示
されます。［イベントのサマリ］にはデフォルトでダッシュレットが配置されていますが、アナリストは各ダッ
シュレットを構成して、情報のフィルタやドリルダウンを行うことができます。

このトピックの後半で、ダッシュレットの管理と構成の手順を説明します。

スコア ホイールダッシュレットの構成

スコア ホイールは、解析したセッションの概要情報をビジュアル化したもので、それぞれのスコア カテゴ
リーについて高、中、低のスコアが付けられます。静的、ネットワーク、コミュニティ、サンドボックス) を示し
ます。スコア ホイールは、その内容を確認するセッションを調べる迅速な方法です。カテゴリ別の結果を
視覚的に比較できるように、各リングは別々のスコア カテゴリを表します。

リングの順序を変更することで、あるカテゴリでフラグが付けられていても別のカテゴリでは付けられていな
いセキュリティ侵害インジケータをハイライト表示することができます。リングの順序を変更しながら同じ
結果を比較することで、セッション内の新しい脆弱性を視覚的に表示でき、関心のあるセッションを詳
しく調べることができます。次に、2つの使用例を紹介します。

ゼロ デイ攻撃の候補の例

この例では、コミュニティ カテゴリーでは有害とされておらず、その他すべてのスコア カテゴリーで有害とさ
れているセッションを調べる方法を示します。結果として表示されるセッションはゼロ デイ攻撃の候補を
示します。

 1. 次の順序でスコア ホイールのリングを構成します。

［コミュニティ］( 最も内側) ＞［静的］＞［ネットワーク］＞［サンドボックス］( 最も外側)
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 2. 最も内側のリング( コミュニティ) が緑色のスライスになっている部分で、最も外側のリング( サンドボッ

クス) の赤色のスライスをクリックします。緑色( 最も内側) ->［静的］：赤色->［ネットワーク］：赤色->
［サンドボックス］：赤色( 最も外側) 。  

有害なセッションの例

この例では、結果として表示されるセッションがすべてのスコア カテゴリで有害と示され、Malware 
Analysisによって、マルウェアである可能性が非常に高いと指定されているセッションを調べる方法を示
します。

 1. 次の順序でスコア ホイールのリングを構成します。

［コミュニティ］( 最も内側) ＞［静的］＞［ネットワーク］＞［サンドボックス］( 最も外側)

 2. 最も内側のリング( コミュニティ) が赤色のスライスになっている、最も外側のリング( サンドボックス) の
赤色のスライスをクリックします。赤色( 最も内側) ->［静的］：赤色->［ネットワーク］：赤色->［サンド

ボックス］：赤色( 最も外側) 。  

リングの順序をスコア モジュールごとに並べ替え

スコア ホイールでは、スコア モジュールでリングの順序を調整できます。リングの順序はデフォルトでは内
から外に向かって静的、ネットワーク、コミュニティ、サンドボックスの順になっています。

リングの順序を変更するには、次の手順を実行します。

 1. 次のいずれかを実行します。

 a. 各スコア モジュールをクリックしてドラッグし、上下に移動します。

 b. 各スコア モジュールを選択して、上下のボタンを使って移動します。

 2. 表示したいリングの順序になったら、［更新］ボタンをクリックします。

スコア ホイールが新しい順序で更新されます。
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［メタ ツリーマップ］ダッシュレットの構成

メタ ツリーマップ チャートでは、メタのタイプ、カウント、解析のタイプ別にメタの内訳を表示およびフィルタ
リングできます。3つの選択リストを使ってフィルタを設定すると、メタ ツリーマップ チャートがすぐに更新さ
れます。

［メタの内訳］ダッシュレットの構成

［メタの内訳］ダッシュレットには、特定のメタ キーの値を可視化した情報が円チャートで表示されます。
メタの内訳チャートでは、メタのタイプとカウントで、メタの内訳をフィルタできます。2つの選択リストを使っ
てフィルタを設定すると、メタの内訳チャートがすぐに更新されます。
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［イベント  タイムライン］ダッシュレットの構成

［イベント  タイムライン］ダッシュレットには、イベントを可視化した情報がタイムラインで表示されます。
［イベント  タイムライン］で使用できる追加のフィルタはありません。

イベント  リストのすべてのイベントを開く

［イベント  タイムライン］では、イベントのリスト全体をイベント  リストで開くことができます。これを行うに
は、［イベントの表示］をクリックします。このオプションは、すべてのチャートの［イベント］横のカウントをク
リックする場合と異なり、イベント  リスト内の現在のドリルダウン ポイントを開きます。
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［Malware 極めて疑わしいマルウェアの上位リスト］ダッシュレットの構成

［Malware 極めて疑わしいマルウェアの上位リスト］ダッシュレットでは、最も疑わしい上位10のイベントが
イベント  リストまたはファイル リストに表示されます。また、このダッシュレットは［監視］ダッシュボードでも
使用可能です。構成オプションについては、「Dashlets」のRSA NetWitnessコンテンツの一部として説明
されています。

 

［高確率 IOCとハイスコアのマルウェア］ダッシュレットの構成

［高確率IOCとハイスコアのマルウェア］ダッシュレットには、イベントにマルウェアが含まれている確率およ
びスコアが高いことを示すセキュリティ侵害インジケータが表示されます。また、このダッシュレットは
［Unified］ダッシュボードでも使用可能です。構成オプションについては、「Dashlets」のRSA NetWitness
コンテンツの一部として説明されています。
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［Malware ゼロデイの可能性が高いマルウェアの上位リスト］ダッシュレットの構成

［Malwareゼロデイの可能性が高いマルウェアの上位リスト］ダッシュレットでは、ゼロデイの可能性がある
イベントがイベント  リストまたはファイル リストに表示されます。また、このダッシュレットは［Unified］ダッ
シュボードでも使用可能です。構成オプションについては、「Dashlets」のRSA NetWitnessコンテンツの
一部として説明されています。
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Malware Analysisスキャン用ファイルのアップロード

アナリストがMalware Analysisスキャンのファイルをアップロードする方法は2つあります。

Malware Analysisスキャンを開始する権限を持つマルウェア アナリストは、［Malware Analysisサービス
の選択］ダイアログで［ファイルのスキャン］オプションを使用して、スキャンするファイルをアップロードできま
す。

また、監視対象のファイル共有を使用してスキャン用ファイルをアップロードすることもできます。

ファイルの手動アップロード

このトピックでは、ファイルをアップロードしてオン デマンド  スキャンを開始するための手順について説明し
ます。オンデマンド  スキャン用にファイルをアップロードすると、NetWitness Platformはスキャン ジョブを開
始して、ジョブ キューに追加します。ジョブが完了すると、［Malware Analysis］でスキャンを表示できま
す。

スキャンするファイルをアップロードするには、次の手順を実行します。

 1. 調査＞［Malware Analysis］に移動します。

［Malware Analysisサービスの選択］ダイアログが表示され、現在のユーザが使用できるMalware 
Analysisのホストとサービスが左側のパネルに示されます。

 2. ［スキャンの表示］をクリックします。

［マルウェアのスキャン］ダイアログが表示されます。
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 3. をクリックします。

ファイル システムのビューが表示され、アップロードするファイルを選択できるようになります。

 4. このリストからマルウェア スキャンを行う1つ以上のファイルを選択し、［開く］をクリックします。

ファイル名が追加されます。Malware Analysisでは、ファイルを処理する前に、ファイル名の文字がエ

スケープされます。エスケープ後のファイル名の最大文字数は200です。ファイル名が200文字より長

い場合は、Malware Analysisによってファイル名の文字がトランケートされ、トランケート後のファイル

名がNetWitness Platformのユーザ インタフェースに表示されます。

 5. アップロードするファイルのリストが揃うまでファイルの追加と削除を続けます。

 6. スキャンに名前を付けて、バイパスするファイルのタイプを選択します。これは異なるタイプのファイル

を含むzipアーカイブをスキャンする場合に便利な機能です。また、構成済みのデフォルトのバイパス

設定を上書きします。

 7. ［スキャン］をクリックします。

スキャン ジョブが送信され、正常に送信されたことを示す確認メッセージがNetWitness Platformに

よって表示されます。スキャン リクエストが［スキャン ジョブ リスト］ダッシュレットに追加されます。この

ダイアログのバイパス設定は、Malware Analysisの基本構成のデフォルト設定を上書きします。

 8. ジョブが［Malware Analysisサービスの選択］ダイアログの［スキャン ジョブ リスト］およびUnifiedダッ

シュボードの［スキャン ジョブ リスト］ダッシュレットに追加されます。

 9. 完了時にスキャンを表示するには、スキャンをダブル クリックします。

選択されたスキャンの［イベントのサマリ］が表示されます。
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監視対象フォルダからのファイルのアップロード

監視対象フォルダからファイルをアップロードするには、Malware Analysisの監視対象のファイル共有に
ファイルをドロップできます。アナリストは、YARAルール、ハッシュ ファイル、感染したファイルのZIPアーカ
イブをMalware Analysisで共有できます。

Malware Analysisでは、ファイル共有が監視され、そのファイル共有内の特定のフォルダに配置された
ファイルが自動的にスキャンされます。この機能は以下を行う場合に便利です。

 l /var/lib/rsamalware/spectrum/hashWatchからハッシュ ファイルを一括インポートする。

 l /var/lib/netwitness/malware-analytics-server/spectrum/yara/watchフォルダから、ホ

スト上のIOC( セキュリティ侵害インジケータ) リストにカスタムのYARAルールを追加する。

 l /var/lib/rsamalware/spectrum/infectedZipWatch/watchにある、ウイルスに感染したzip
ファイルのzipアーカイブからオン デマンド  スキャン ジョブを作成する。

アナリストは、要件に従ってファイルをスキャンできるよう準備しておく必要があります。また、ファイル拡
張子が正しくなければならず、ファイルをファイル共有内の適切な監視対象フォルダにコピーしておく必
要があります。

ハッシュ リストのインポート

監視対象ディレクトリからハッシュ リストをインポートするには、ハッシュ リストが指定された形式で記載
され、md5でソートされている必要があります。フォーマットされたファイルをMalware Analysisホスト上の
フォルダ( /var/lib/rsamalware/spectrum/hashWatch) にドロップすると、ファイルはローカルのハッ
シュ データベースに自動的にインポートされます。これについては、「Malware Analysis構成ガイド」の
「ハッシュ フィルタの構成」で説明されています。

監視対象フォルダを使用してハッシュ リストをインポートするには、次の手順を実行します。

 1. インポートするハッシュ リストを/var/lib/rsamalware/spectrum/hashWatchディレクトリにコピー

します。

 NetWitness PlatformMalware Analysisによってこのフォルダが自動的に監視され、ここに配置され

たファイルが処理されます。

 a. Malware Analysisによって、ハッシュ リスト内のすべてのハッシュがハッシュ フィルタに追加されま

す。

 b. 処理エラーが発生した場合、エラーは次の場所に記録されます。
/var/lib/rsamalware/spectrum/hashWatch/error

 c. 処理されたファイルは、次の場所にカタログ化されます。
/var/lib/rsamalware/spectrum/hashWatch/processed

 d. 処理されたファイルはhashWatchディレクトリから削除されません。

 2. ハッシュを一括してインポートした後、システム管理者はcronジョブを使用して以前の処理済みファ

イルをクリーンアップすることができます。
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IOCリストへのYARAルールのインポート

高度なスキルと知識を持つユーザは、YARAルールを編集してホストに配置することによって、RSA 
Malware Analysisに検出機能を追加したり、編集したYARAルールをRSA Liveでパブリッシュしたりす
ることができます。カスタムYARAコンテンツを使用してルールを作成するための前提条件については、
「カスタムYARAコンテンツの実装」で詳しく説明します。

ルールの準備ができたら、カスタムYARAファイルを次のMalware Analysisサービスの監視対象フォルダ
に配置します。
/var/lib/netwitness/malware-analytics-server/spectrum/yara/watch
ファイルは1分以内に処理されます。
処理されたファイルはNetWitness Platformによってprocessedフォルダに移動され、Malware Analysisの
［サービス］の［構成］ビュー＞［セキュリティ侵害インジケータ］タブに、新しいルールが追加されます。

スキャン ジョブ リストへのファイルのインポート

境界に配置されているセキュリティ デバイスなどからサンプルを取得し、そのファイルに対する追加の分
析を実行するには、ファイルを圧縮して、infectedというパスワードで保護し、Malware Analysisの監
視対象フォルダに追加します。この圧縮アーカイブは、監視対象フォルダである 
/var/lib/rsamalware/spectrum/infectedZipWatch/watch。

注：アーカイブの最大サイズは100 MBです。

ウイルスに感染したパスワード保護zipファイルを分析するために、監視対象フォルダに配置されたアー
カイブがMalware Analysisによって処理されます。オン デマンド  ジョブが作成され、スキャン ジョブ リスト
に追加されます。

 1. 管理者としてログオンした状態で、処理対象のファイルをパスワードinfectedで保護したZIPファイ

ルに格納し、/var/lib/rsamalware/spectrum/infectedZipWatch/watchに配置します。

1、2分以内にMalware Analysisによってアーカイブが処理され、作成されたオンデマンド  ジョブがス

キャン ジョブ リストに追加されます。スキャン ジョブ名はファイル名、ユーザはfile share、イベント  タイ
プは1となります。アーカイブが
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/var/lib/rsamalware/spectrum/infectedZipWatch/processedに移動されます。

 2. ジョブがスキャン ジョブ リストに追加された後、スクリプトまたはcronジョブを実行し、

/var/lib/rsamalware/spectrum/infectedZipWatch/processedのzipファイルをクリーンアッ

プします。
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イベントの詳細なマルウェア解析の表示

Malware Analysisイベント  グリッドでMalware Analysisスキャンのイベントのリストを表示し、そこから特
定のイベントをダブル クリックすると、イベントの詳細な解析結果を表示できます。

Malware Analysisイベントの詳細の表示

 1. ［Malware Analysis］タブで調査を開始します。

［イベントのサマリ］が表示されます。このページには、イベント  タイムラインを含む4つのチャートが含

まれます。

 2. 次のいずれかを実行します。

 a. イベント  タイムラインですべてのイベントを表示するには、［イベントの表示］ボタンをクリックしま

す。

 b. メタの内訳、メタ ツリーマップ チャート、スコア ホイールのデータをダブル クリックします。

イベント  リストが表示されます。

 3. イベントをダブル クリックします。

イベントの解析結果が表示されます。

 

 4. ( オプション) イベントを削除する場合、［アクション］＞［イベントの削除］を選択します。

 5. ネットワーク セッションの再構築を表示するには、［アクション］＞［ネットワーク セッションの表示］を選

択します。

［ナビゲート］ビュー＞［イベントの再構築］でセッションが開きます。
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ネットワーク解析結果のピボット

ネットワーク解析結果はいくつかの方法でピボットできます。

 1. ネットワーク解析結果まで画面をスクロールします。

 

 2. メタ値の上にカーソルを置いて左クリックします。

コンテキスト  メニューが表示されます。

 

 3. ［ナビゲート］ビューで選択されたメタ値を表示するには、［調査の開始］と時間オプションを選択しま

す。

 4. 選択されたメタ値をブラウザで表示するには、［Webブラウザで開く］＞［Googleで開く］を選択しま

す。

静的解析結果でのファイル アクションの使用

 1. 静的解析結果まで画面をスクロールします。
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 2. ファイルをダウンロードするには、ファイル名を選択して、ドロップダウン メニューから［ファイルのダウン

ロード ( 圧縮) ］または［ファイルのダウンロード ( ネイティブ) ］を選択します。圧縮形式でファイルをダ

ウンロードする方が安全です。

 

 3. ファイルが安全または安全でないことをハッシュのリストにマークするには、［ファイル ハッシュ フィルタ］

を選択して、［ハッシュに無害のマークを付ける］または［ハッシュに有害のマークを付ける］を選択し

ます。

コミュニティ解析結果の詳細の表示

コミュニティ解析結果には、コミュニティからの結果の概要が示され、リスクとしてフラグが付けられるかま
たは無害として識別されるセキュリティ侵害インジケータが設定されます。

さらに、このビューには、［インストールされたAVベンダー］と［インストールされていないAVベンダー］の結
果も表示されます。現在のMalware Analysisサービスに対して構成されているインストール済みのアン
チ ウィルス ベンダーの結果とコミュニティの結果とを比較できます。さらに、現在のMalware Analysisサー
ビスに対してインストール済みとして構成されていないアンチ ウィルス ベンダーのリストから結果を表示す
ることもできます。
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アンチ ウィルス ベンダーの結果の各行には、コミュニティにおいてIOCがプライマリ アンチ ウィルス( ) ま
たはセカンダリ アンチ ウィルス( ) ベンダーとして検出されたかどうかを示す盾アイコン、インストールされ
たベンダーまたはインストールされていないベンダーの名前、コミュニティおよびアンチ ウィルス ベンダーに
よって検出されたマルウェアまたはリスクの名前が含まれます。アンチ ウィルス ベンダーによってリスクが検
出されない場合は、リスクの名前の代わりに-- 未検出  --と表示されます。

［インストールされていないAVベンダー］セクションは、展開するとすべてのエントリーが表示されますが、
スクロールを最小限にするためにデフォルトでは折りたたまれています。［+］をクリックすると、リストが展
開されます。

現在のMalware Analysisサービスに対して［インストールされたAVベンダー］が構成されていない場合、
次のメッセージが表示されます。インストール済みに設定されたAVベンダがありません。Malware 
Analysisのサービスの構成ページに移動して、インストール済みのアンチ ウィルス ベンダーを識別してく
ださい。

 

ThreatGridユーザ インタフェースでのサンドボックス解析結果の表示

ThreatGridに登録している場合、ThreatGridからサンドボックスの結果を直接表示できます。

 1. サンドボックス解析結果まで画面をスクロールします。
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 2. ［解析ID］をクリックし、［ThreatGridで開く］を選択します。

ThreatGridの解析レポートが表示されます。
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NetWitness Investigateのトラブルシューティング

このセクションでは、NetWitness Investigateの使用時に発生する可能性のある問題について説明しま
す。

［ナビゲート］ビューおよび［イベント］ビューの問題

メッ
セー
ジ

Not indexed; will experience longer than usual load times.( ［メタ グループの
管理］ダイアログ)

問
題

［メタ グループの管理］ダイアログボックスのメタ キーが赤い感嘆符でマークされ、エラー メッセー
ジが表示されます。これは、BrokerまたはDecoderを調査していて、サービスのインデックス ファ
イルまたはカスタム インデックス ファイルでインデックス付けされていないメタ キーを持つメタ グ
ループを追加するときに発生する可能性があります。  
Brokerの場合、それはBrokerがConcentratorからデータを集約し始めていないことを意味する
可能性があります。この場合、Brokerは、集約サービスからのカスタム索引ファイルのコンテンツ
を持たず、キーは索引付けされません。  
Decoderの場合、メタ キーがDecoderインデックスまたはカスタム インデックス ファイルでインデッ
クス付けされていないことを意味します。

説
明

Brokerで問題を解決するには、Brokerサービスからログアウトして、ログインし、再始動しま
す。これで、接続されたConcentratorからメタ キー情報を集約できるようになります。Decoderの
問題を修正するには、カスタム インデックス ファイルを編集してメタ キーのインデックスを作成
し、Decoderサービスからログアウトして、ログインし、再起動します。

 

動
作

［イベントの再構築］ビューからログおよびメタデータをダウンロードすると、［イベント］ビューで選択
した形式に関係なく常にテキスト形式になる。

問
題

［イベントの再構築］ビューでメタデータまたはログをダウンロードすると、［イベント］ビューで選択
した形式が使用されません。エクスポートしたデータは、常にテキスト形式になります。

説
明

テキスト形式以外の形式を使用する場合は、［イベント］ビューからメタデータとログをダウンロー
ドします。

［イベント分析］ビューの問題

動
作

バージョン11.2のクエリ ビルダーには、文書化されていないベータ機能である次世代モードがあり
ます。

問
題

バージョン11.2には、ドキュメント化されていないベータ機能が含まれていました。これは次世代
モードと呼ばれる［イベント分析］ビューのクエリ ビルダーで、まだ開発およびテスト段階にありまし
た。この次世代モードは11.2.0.1パッチで無効化されています。

説 次世代モードは使用しないでください。クエリ ビルダーで整合性があり予測可能な結果を得る
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明

には、ガイド  モードと自由形式モードのみを使用する必要があります。

 

メッ
セー
ジ

Investigation Profiles/OOTB column groups are not present in Event 
Analysis

問
題

RSA NetWitness v11.1へのアップグレード後、デフォルトの列グループ( Endpoint Analysis、
Outbound SSL、Outbound Http) が列グループに追加されていません。  また、アップグレード後に
一部の調査プロファイルが見つかりません。

説
明

この問題は、11.1の新しいOOTB列グループ名と同じ名前でカスタム列グループを作成してい
た場合にのみ発生します。  たとえば、11.0で「RSA Endpoint Analysis」というカスタム列グルー
プを作成し、その後11.1へアップグレードしたとします。同じ名前が存在するため、11.1の
OOTBの列グループとOOTBプロファイルはUIに表示されません。

この問題を解決するには、カスタム列グループを別の名前に変更した後、NetWitnessサーバ
で次のコマンドを実行して、 jettyサーバを再起動します。

systemctl restart jetty  

 

メッ
セー
ジ

Applicable for hosts with 4.x Endpoint agents installed, please install 
the NetWitness Endpoint Thick Client.

問
題

［イベント分析］ビューで［エンドポイントに移行］をクリックすると、データが表示されず、メッセー
ジが表示されます。

説
明

バージョン4.4のNetWitness Endpoint Thick Clientを、同じサーバにインストールする必要があり
ます。NWEメタ キーがLog Decoderのtable-map.xmlファイルに存在する必要があります。ま
た、NWEメタ キーがindex-concentrator-custom.xmlファイルに存在する必要がありま
す。NWE Thick Clientは、Windowsのみのアプリケーションです。完全なセットアップ手順は、
バージョン 4.4の「NetWitness Endpoint User Guide」を参照してください。

 

メッ
セー
ジ

Event Analysis requires all core services to be NetWitness 11.1. 
Connecting prior versions of services to the 11.1 NetWitness Server 
results in limited functionality (see "Investigate in Mixed Mode" in 
the Physical Host Upgrade Guide).

問
題

［イベント分析］ビューでバージョン11.1に更新されていないサービスを調査する場合、情報メッ
セージが表示されます。

説
明

アナリストが混在モード ( つまり、一部のサービスは11.1に更新されているが、一部のサービスは
11.0.0.xまたは10.6.xのまま) で［イベント分析］ビューを開くと、RBAC( ロールによるアクセス制
御) が一律に適用されません。これは、コンテンツの表示とダウンロード、対話形式で階層リン
クを操作する時のフィルタの検証に影響します。この情報メッセージは、［イベント分析］を開く
時に表示されます。サービスを選択する時、最新でないサービスは赤いボックスの中に表示さ
れ、サービスが最新でないというメッセージが表示されます。管理者が、接続されたすべての
サービスを11.1に更新すると、これらの機能は正常に動作します。
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メッセー
ジ

Forbidden. You cannot access the requested page.

問題 ［イベント分析］ビューにアクセスしようとすると、このメッセージが表示されます。

説明 管理者があなたのロールと権限を変更して、［イベント分析］ビューにアクセスできないよう
にしています。

 

メッ
セー
ジ

Insufficient permissions for the requested data.

問題 任意の方法を使用して［イベント分析］にイベントを表示しようとすると、イベントの再構築が
表示されず、このメッセージが表示されます。

説明 表示する権限がないイベントのイベント IDを入力しました。アクセスを制限するために、管理
者がロールと権限により制限を設けた可能性があります。

 

メッ
セー
ジ

Invalid session ID: <<eventId>>

問
題

クエリを実行したsessionIdと一致するsessionIdがありません。

説
明

無効なセッションIDが発生した原因はいくつか考えられます。例えば、手動でセッションIDを入
力したが、そのようなセッションが存在しない可能性があります。また、Brokerに対してクエリを
実行する場合、集計されたデータがしばらく更新されていないと、既に存在しなくなったセッ
ションについてこのエラーが表示される可能性があります。

 

メッ
セー
ジ

No text data was generated during content reconstruction. This could 
mean that the event data was corrupt/invalid, or that an administrator 
has disabled the transmission of raw endpoint events in the Endpoint 
server configuration. Check the other reconstruction views.

問
題

［イベント分析］ビューでイベントをテキストとして再構築するとき、データが表示されず、このメッ
セージが表示されます。

説
明

他の［イベント分析］ビューや［イベント］ビューの再構築でもRAWテキストが表示されず、デー
タが破損していない、または無効でないと思われる場合、管理者がNetWitness Endpointサー
バでRAWエンドポイント  イベントの送信を無効化した可能性があります。詳しくは、管理者
にお問い合わせください。

 

メッ
セー
ジ

Session is unavailable for viewing.
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問
題

イベント IDでクエリを実行した時に、イベントの再構築が表示されず、このメッセージが表示さ
れます。

説
明

入力したクエリは、制限されたデータを見ようとしています。たとえば、現在ログ データの表示
しか許可されていないのに、昨日まで表示が許可されていたネットワーク データへのリンクを使
用しているアクセスしています。

 

メッ
セー
ジ

The session id is too large to be handled:<<eventId>

問
題

入力、編集、または［イベント］ビューや［ナビゲート］ビューから取得したsessionIdの整数値が
大きすぎます。

説
明

sessionIdを手動で入力したか、［イベント分析］ビューでsessionIdを編集した場合、イベント
分析で処理するには大きすぎる整数値を指定した可能性があります。    

 

動
作

［イベント分析］ビューでフィルタを作成する場合、クエリ ビルダに、ANDまたはOR演算子を使用し
た複雑な式を入力することはできません。

問
題

［イベント分析］ビューのクエリ ビルダは、<meta key><operator><meta value>形式のシンプ
ルな式のみサポートしています。

説
明

 AND またはOR演算子を使用するフィルタを入力する必要がある場合は、［ナビゲート］ビューま
たは［イベント］ビューでクエリを入力し、そこから［イベント分析］ビューを開く必要があります。［イ
ベント分析］ビューでは、一部の複雑な式を2つの個別のフィルタとして指定することができます。
これらのフィルタは、クエリの実行時に、「AND」処理されます。

［ホスト］ビューの問題

メッ
セー
ジ

An error has occurred. The Endpoint Server may be offline or 
inaccessible.

問
題

［ホスト］ビューまたは［ファイル］ビューにアクセスしようとすると、ビューにこのメッセージが表示さ
れます。

説
明

Endpoint ServerまたはNginx Serverが稼働していません。［管理］＞［サービス］でEndpoint 
Serverのステータスを確認するか、Endpoint ServerホストのIPアドレスがAdminサーバに登録さ
れているかどうかを確認します。詳細については、『物理ホスト  インストール ガイド』または『仮
想ホスト  インストール ガイド』を参照してください。サービスが実行されていない場合は、
Endpoint Serverを起動します。

 

問
題

Safariブラウザで［ホスト］ビューと［ファイル］ビューがロードされません。

説 Safariブラウザで、信頼できないSSL証明書を使用するEmberページを開くと、［ホスト］ビューと
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明

［ファイル］ビューがロードされません。ビューをロードするには、次の手順を実行します。

1. ［証明書を表示］ポップアップ メニューをクリックします。

2. ［<IP Address>への接続時に常にNetWitnessを信頼］チェックボックスをオンにします。

3. ［続ける］をクリックします。

4. ユーザ名とパスワードを入力します。

5. ［設定の更新］をクリックします。

 

メッ
セー
ジ

No process information was found.

問題 ［ホストの詳細］ビューの［プロセス］タブまたは［ライブラリ］タブにアクセスしようとすると、ホスト
の詳細情報は表示されず、このメッセージが表示されます。

説明

スキャン データが次のいずれかの理由で利用できません。

 l 最初のスキャンが完了していない

 l データ保存ポリシーにより、すべてのスキャン スナップショットが削除された 

［ファイル］ビューの問題

動
作

メタ値のロードに時間がかかります。

問
題

メタ値でインデックス作成するよう設定されていません。

説
明

調査中に［ファイル］ビューから［ナビゲート］ビューまたは［イベント分析］ビューに移行するとき、
ファイル名またはハッシュ( SHA256とMD5) の値でインデックス作成するよう設定されていないと、
Concentratorがメタ データベースにアクセスして各イベントのメタ値を取得してインデックスを作成
する必要があるため、一致する結果をロードするのに時間がかかります。移行を行う前に、手
動で値のインデックス作成をする必要があります。

 

問
題

ファイルのフィルタリングを行うと、ユーザ インタフェースに結果をロードするのに時間がかかります。

説
明

［ファイル］ビューでContains演算子を使ってファイルをフィルタリングすると、結果がユーザ インタ
フェースにロードされるのに数秒かかります。ファイルをフィルタリングする場合は、Equals演算子
には少なくとも1つインデックス付きフィールドを指定する必要があります。
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Investigateの参考情報

このセクションでは、NetWitness［調査］ビューの目的と用途について説明します。各ビューの概要と、関
連する手順へのリンクが記載された「実行したいことは何ですか?」の表が示します。また、参考情報の
一部には、ワークフローと、ユーザ インタフェースでの重要な機能をハイライト表示するクイック ルックが
含まれます。

主なビューは次のとおりです。

 l ［調査］ビュー

 l ［ナビゲート］ビュー

 l ［イベント］ビュー

 l ［イベント分析］ビュー

 l ［ファイル］ビュー

 l ［ホスト］ビュー

 l ［Malware Analysis］ビュー

他のビュー、パネル、ダイアログのアルファベット順のリストは次のとおりです。

 l ［リストへの追加 /削除］ダイアログ

 l ［コンテキスト  ルックアップ］パネル

 l ［インシデントの作成］ダイアログ

 l ［イベント分析］ビュー

 l ［イベント分析］ビュー：［テキスト分析］パネル

 l ［イベント分析］ビュー：［パケット分析］パネル

 l ［イベント分析］ビュー：［ファイル分析］パネル

 l ［イベントの再構築］ビュー

 l ［ホスト］ビュー：［Autorun］タブ

 l ［ホスト］ビュー：［ドライバ］タブ

 l ［ホスト］ビュー：［ファイル］タブ

 l ［ホスト］ビュー：［ライブラリ］タブ

 l ［ホスト］ビュー：［概要］タブ

 l ［ホスト］ビュー：［プロセス］タブ

 l ［ホスト］ビュー：［システム情報］タブ

 l ［調査］ダイアログ

 l ［調査］タブ：［ユーザ環境設定］パネル
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 l Malware Analysisのイベント  リストとファイル リスト

 l ［列グループの管理］ダイアログ

 l ［デフォルトのメタ キーの管理］ダイアログ

 l ［メタ グループの管理］ダイアログ

 l ［プロファイルの管理］ダイアログ

 l ［ナビゲート］ビュー

 l ［クエリ］ダイアログ

 l ［マルウェアのスキャン］ダイアログ

 l ［Malware Analysisサービスの選択］ダイアログ

 l ［調査］ビューの設定ダイアログ
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［イベントをインシデントに追加］ダイアログ

［イベントをインシデントに追加］ダイアログで、アナリストは、インシデント対応者がインシデント対応時
に関連するイベントを確認できるよう、既存のインシデントにアラートとして追加することができます。この
ダイアログにアクセスするには、［イベント］ビューで調査しているときに、ツールバーから［インシデント］＞
［既存のインシデントへの追加］を選択します。

ワークフロー 

実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータ
を分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する
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ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンターまた
はインシデント対
応者

既存のインシデントまたは
新規のインシデントへの1
つまたは複数のイベントの
追加*

対応のためのインシデントへのイベントの追加

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック
 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ［イベント］ビュー
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簡単な説明

次の図は、［イベントをインシデントに追加］ダイアログの例を示しています。表に、［アラートをインシデン
トに追加］ダイアログの情報およびオプションについて説明します。

機能 説明

アラート  サマリ ［アラート  サマリ］フィールドには、アラートを選択した時のクエリが自動入力されま
す。これは、このインシデントを作成する時に選択されていたクエリです。［重大
度］フィールドには、選択したアラートの重大度として、1~100の整数が示されま
す。

検索 既存のインシデントを検索できます。

ID インシデントのID。IDは昇順または降順にソートできます。

名前 インシデントの名前。名前は昇順または降順にソートできます。

作成日 インシデントが作成された日時が表示されます。日付は昇順または降順にソー
トできます。

優先度 インシデントの優先度として［低］または［クリティカル］が表示されます。

キャンセル 変更を保存せずにダイアログを閉じます。
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機能 説明

インシデントへの
追加

アラートをインシデントに追加します。ダイアログには、アラートが正常に追加され
たことが示されます。
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［リストへの追加 /削除］ダイアログ

［リストへの追加 /削除］ダイアログを使用すると、既存のContext Hubリストに対してエンティティもしくはメ
タ値を追加し、エンティティもしくはメタ値を削除し、またはエンティティもしくはメタ値を含む新しい
Context Hubリストを作成できます。疑わしいIPアドレスや注意が必要なIPアドレスやその他のエンティ
ティを見つけたときは、データ ソースとして追加されているリストにそのIPアドレスを追加できます。一般
的に使用されるリストには、ホワイト  リストやブラック リストがあります。これにより、疑わしいIPアドレスの
可視性が向上し、誤検知が減るため、余計な調査の必要がなくなります。

複数のリストにエンティティまたはメタ値を追加できます。たとえば、コマンド&コントロール接続に関連す
る問題のあるドメインのリストに追加し、別のリモート  アクセスに関連するトロイの木馬接続のIPアドレス
のリストにも追加することができます。リストがない場合は、リストを作成できます。

このダイアログは、NetWitness InvestigateおよびNetWitness Respondで使用できます。［調査］で作業し
ているときに、［ナビゲート］ビュー、［イベント］ビュー、または［イベント分析］ビュー( バージョン11.2) で、
Source IP、Destination IP、またはUsernameメタ キーのメタ値を、既存のContext Hubリストに追
加したり、メタ値を含む新しいリストを作成したりできます。リストにメタ値を追加すると、それらのメタ値
に関する追加のコンテキストを検索することができます。

 l ［ナビゲート］ビューや［イベント］ビューでダイアログを表示するには、Source IP、Destination 
IP、またはUsernameのメタ値を右クリックし、コンテキスト  メニューで［リストへの追加 /削除］を選択し

ます。   

 l ［イベント分析］ビューでダイアログを表示するには、値にカーソルを合わせ、コンテキスト  ツールチップ

のアクション セクションで［リストからの追加 /削除］を選択します。

ワークフロー

次のワークフロー図は、調査のワークフローの概要を示しています。「リストへの追加」タスクをハイライト
表示しています。
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実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータを
分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファイ
ルを探す( バージョン11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド
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ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター Context Hubリストへのメタ
値の作成または追加*

［ナビゲート］および［イベント］ビューでのContext 
Hubリストとリスト値の管理、または［イベント分
析］ビューで追加のコンテキストを検索する

関連トピック

 l ［ナビゲート］および［イベント］ビューでの追加のコンテキストの検索

 l ［ナビゲート］ビュー

 l ［イベント］ビュー

 l ［イベント分析］ビュー

［ナビゲート］ビューおよび［イベント］ビューの簡単な説明

次の図は、最初に開いたときの［リストへの追加 /削除］ダイアログの例です。              

 
次の図に［新しいリストの作成］を選択したときのダイアログを示します。
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次の表で、［リストへの追加 /削除］および［新しいリストの作成］の機能について説明します。

機能 説明

メタ値 既存のリストまたは新しいリストに追加される選択したメタ値。

リスト 選択したメタ値を追加するリスト。ドロップダウン メニューには、メタ値を追加できるリ
ストが示されます。

新しいリストの
作成

選択したメタ値を追加する新しいリストを作成するダイアログが開きます。

リスト名 新しいリストの名前。

説明 新しいリストの説明。

作成 必須入力フィールドを入力した後に新しいリストを作成します。

戻る 新しいリストの作成をキャンセルし、元のダイアログに戻ります。

キャンセル リストへのメタ値の追加をキャンセルし、ダイアログ ボックスを閉じます。

保存 リストに加えた変更を保存し、ダイアログを閉じます。

［イベント分析］ビューの簡単な説明 ( バージョン11.2以降 )
［イベント分析］ビューの［リストへの追加 /削除］ダイアログの例を次に示します。
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1 追加または削除するエンティティまたはメタ値。

2 選択したメタを使用して新しいリストを作成します。

3 任意のタブを選択します。［すべて］、［選択済み］、［未選択］のいずれかです。

4 リストの名前または説明を使用して検索します。

5 アクションをキャンセルします。

6 保存してリストを更新するか、新しいリストを作成します。

次の表に、［リストへの追加 /削除］ダイアログのオプションを示します。

オプション 説明

メタ値 1つまたは複数のリストに追加、またはリストから削除する必要がある選択した
エンティティまたはメタ値が表示されます。選択した値を使用して新しいリストを
作成することもできます。

新しいリストの作成 選択されたメタ値を使用して新しいリストを作成するダイアログが表示されま
す。

ALL 使用できるContext Hubリストがすべて表示されます。選択したエンティティまた
はメタ値を追加するリストを選択できます。リストにエンティティまたはメタ値を追
加するには、チェックボックスを選択します。リストから削除するには、チェックボッ
クスをオフにします。
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オプション 説明

選択済み 選択したエンティティまたはメタ値を含むリストのみが表示されます。( すべてのリ
ストが選択されます。)

未選択 選択したエンティティまたはメタ値を含まないリストのみが表示されます。( すべ
てのリストが選択解除されます。)

結果のフィルタ処
理

複数のリストから検索するため、特定のリストの名前または説明を入力しま
す。

リスト すべてのリストの名前を表示します。

説明 選択したリストに関する情報を表示します。「リストの作成時に指定した説明
がこのダイアログに表示されます。」 次に例を挙げます。「このリストには、ブラッ
クリストのIPアドレスがすべて含まれます。」

キャンセル 操作をキャンセルします。

保存 変更を保存します。
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［コンテキスト  ルックアップ］パネル

管理者がContext Hubサービスを構成した後、［ナビゲート］ビュー、［イベント］ビュー、［イベント分析］
ビュー( バージョン11.2) に、メタ値に関するコンテキスト情報を表示できます。Context Hubサービスでは、
メタ タイプとメタ キーのデフォルトのマッピングが事前に構成されています。Context Hubのメタ値と調査の
メタ キーのマッピングの詳細については、『Context Hub構成ガイド』の「メタ タイプとメタ キーのマッピング
の管理」を参照してください。

［コンテキスト  ルックアップ］パネルは、［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューの右側に表示されます。
Context Hubリストに追加されているメタ値は、［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューの結果中で灰
色でハイライト表示されます。［イベント分析］ビューでは、下線でマークされます。ハイライト表示されて
いる値を右クリックし、［コンテキスト  ルックアップ］を選択すると、表示されるコンテキスト  メニューで、選
択したメタ値の構成済みのソースの［コンテキスト  ルックアップ］パネルにルックアップ結果が表示されま
す。［コンテキスト  ルックアップ］パネル アイコン バーでソースを選択すると、コンテキスト情報を表示でき
ます。

「ナビゲート」ビューまたは「イベント」ビューで開いたときと、［イベント分析］ビューで開たときとでは、［コン
テキスト  ルックアップ］パネルの外観と内容にいくつかの違いがあります。

ワークフロー 
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実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータ
を分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンター メタ値の追加のコンテキス
トを検索する

［ナビゲート］および［イベント］ビューでの追加のコン
テキストの検索、および［イベント分析］ビューで追
加のコンテキストを検索する

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ［イベント］ビュー

 l ［ナビゲート］ビュー

 l ［イベント分析］ビュー

 l 「Liveサービス管理ガイド」の「NetWitnessのフィードバックとデータ共有」

( ［ナビゲート］ビューおよび［イベント］ビューでの) 簡単な説明

次の図は、［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューに表示される［コンテキスト  ルックアップ］パネルの例で
す。コントロールと機能については、表で説明します。              
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機能 説明

ソース オプ
ション バー                     

使用可能なソースのアイコンが表示されます。エンドポイント、インシデント、アラー
ト、リストを示します。

ソース名 選択したアイコンに基づいてソース名が表示されます。                          
 l エンドポイント

 l インシデント

 l アラート

 l リスト

 l Live Connect

ソート 表示されたコンテキスト情報をソートするオプションをドロップダウンで選択できます。
ソート  オプションには［重大度  - 高い順］、［重大度  - 低い順］、［日付  - 古い順］、
［日付  - 新しい順］があり、ソースのタイプによって異なります。

ルックアップ結果を更新します。

<n件のアイテ
ム>( 最初の
<n>件の結
果)

フッターに現在表示されている結果の件数と結果の総数が表示されます。たとえ
ば、［5件のアラート ( 最初の50件の結果) ］のように表示されます。

インシデント

インシデントは時間順( 新しい順) に表示され、さらに優先度のステータスでソートされます。インシデン
トのルックアップでは、次の情報が表示されます。
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 l インシデントの名前とID

 l インシデントの優先度のステータス                             

 l インシデントのリスク スコアの値                              

 l インシデントが作成された日付

 l インシデントのステータス

 l インシデントの割り当て先

 l 更新日：コンテキスト  データを最後にデータ ソースからフェッチして、キャッシュを更新した時刻を示し

ます。

 l タイム ウィンドウ: これは［Respondの構成］ウィンドウの［クエリの対象期間( 日数) ］フィールドに設定

された値に基づいています。詳細については、「Context Hub構成ガイド」の［データ ソースとしての

Respondの構成］のトピックを参照してください。

 l ソート：このドロップダウン フィールドのオプションを使用して、時間または優先度に基づいて結果の

ソートを変更できます。

アラート

アラートが重大度に基づいて表示されます。アラートのルックアップでは、次の情報が表示されます。

 l アラート名

 l アラートの重大度の値

 l アラートが作成された日付

 l インシデント ID：アラートが関連づけられているインシデントのIDです( 該当する場合) 。

 l ソース：イベント  ソース名

 l アラートに関連するイベントの数。

 l 最終更新 : コンテキスト  データを最後にデータ ソースからフェッチして、キャッシュを更新した時刻を示

します。

 l タイム ウィンドウ: これは［Respondの構成］ウィンドウの［クエリの対象期間( 日数) ］フィールドに設定

された値に基づいています。詳細については、「Context Hub構成ガイド」の［データ ソースとしての

Respondの構成］のトピックを参照してください。

 l ソート：このドロップダウン フィールドのオプションを使用して、時間または優先度に基づいて結果の

ソートを変更できます。

リスト

リストのルックアップでは、次の情報が表示されます。

 l リスト名

 l リストを作成したオーナー

 l 作成日
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 l 更新日

 l リストの説明

エンドポイント

エンドポイントのルックアップでは、次の情報が表示されます。

 l マシン名とマシンのIPアドレス。

IPまたはエンドポイント  マシン名をクリックすると、エンドポイントUIに移動してさらに詳しい調査を実

行できます。

 l 最終更新 : コンテキスト  データを最後にデータ ソースからフェッチして、キャッシュを更新した時刻を示

します。

 l マシン スコア：マシンIIOCスコアは、モジュールのスコアに基づいて集計されます。

 l モジュールの数：選択したマシンのアクティブなファイルの数。

 l 最終更新 : エンドポイント  データベースでスキャン結果が最後に更新された時刻を示します。

 l 最後にログインしたユーザ

 l マシンのMACアドレス

 l オペレーティング システムのバージョン

 l 管理メモ( 該当する場合)

 l 管理ステータス( 該当する場合)

 l 最も疑わしいモジュール( IIOCスコアが500を超えるモジュール) 。これは［エンドポイントの構成］ウィン

ドウの［最小IIOCスコア］フィールドに設定された値に基づいています。［最小IIOCスコア］のデフォル

ト値は500です。

 l マシンIIOCレベル

［イベント分析］ビューの簡単な説明 ( バージョン11.2以降 )
次の図は、［イベント分析］ビューに表示される［コンテキスト  ルックアップ］パネルの例です。
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［コンテキスト  ルックアップ］パネルに表示されるコンテキスト情報やクエリの結果は、選択したエンティティ
と関連するデータ ソースに依存します。［コンテキスト  ルックアップ］パネルには、データ ソースごとに個別
のタブがあります。タブには、［データ ソースのリスト］、［Archer］、［Active Directory］、［エンドポイン
ト］、［インシデント］、［アラート］、［Live Connect］があります。次の図は、［インシデント］タブで表示され
る［インシデントの詳細］ビューで選択したエンティティの［コンテキスト  ルックアップ］パネルを示していま
す。

次の表は、各タブおよびサポートされるエンティティで使用可能なデータを示しています。
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タブ 説明 サポートされるエンティティ

( リスト )

選択したエンティティまたはメタ値に関連
付けられているすべてのリストのデータを
表示します。リストの最終更新日時に
よってソートされます。

すべてのエンティティ

( Archer)

Archerデータ ソースから、重要度評価と
資産情報を表示します。

IP、ホスト、MAC

( Active 
Directory)

選択したユーザのすべてのユーザ情報を
表示します。

ユーザ

( NetWitness 
Endpoint)

マシン、モジュール、IIOCレベルを含む選
択したエンティティまたはメタ値の
NetWitness Endpointデータ ソースの情報
を表示します。モジュールは最大IOCス
コアから最小IIOCスコアの順にソートさ
れ、IIOCレベルは最高IOCレベルから最
低IOCレベルの順にソートされます。

IP、MACアドレス、ホスト

( インシデント )

選択したエンティティまたはメタ値に関連
付けられているインシデントのリストを表
示します。最新のインシデントから最も
古いインシデントの順にソートされます。

すべてのエンティティ

( アラート )

選択したエンティティまたはメタ値に関連
付けられているアラートのリストを表示し
ます。最新のアラートから最も古いアラー
トの順にソートされます。

すべてのエンティティ

( Live Connect)

Live Connectから関連する情報を表示
します。

IP、ドメイン、Filehash
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［リスト］タブ

［コンテキスト  ルックアップ］パネルの［リスト］タブには、選択したエンティティまたはメタ値に関連する1つ以
上のリストが表示されます。次の図は、［コンテキスト  ルックアップ］パネルの［リスト］タブの例です。表に
はフィールドの説明が記載されています。

フィールド 説明

名前 リストの名前( リストの作成時に定義) 。

説明 リストの説明( リストの作成時に定義) 。

作成者 リストを作成したオーナー。

作成日時 リストが作成された日付。

更新日 リストが最後に更新または変更された日付。

件数 選択したエンティティまたはメタ値が使用可能なリストの数。

タイム ウィンドウ ［レスポンスの構成］ダイアログの［クエリの対象期間］フィールドに設定された値
に基づくタイム ウィンドウ。デフォルトでは、［リスト］のすべてのデータがフェッチさ
れます。

最終更新 Context Hubがルックアップ データをフェッチしてキャッシュに保存した時刻。
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［Archer］タブ

［コンテキスト  ルックアップ］パネルの［Archer］タブには、IP、ホスト、およびMACのエンティティについて、
Archerデータ ソースから取得した重要度評価と資産情報が表示されます。次の図は、［コンテキスト  
ルックアップ］パネルの［Archer］タブの例です。表には各フィールドの説明が記載されています。

フィールド 説明

重要度評価 デバイスがサポートするアプリケーションに基づいて算出されたデバイスの業務
上の重要度。重要度評価は、未評価、低、中-低、中、   中-高、高：

リスク評価 最新のアセスメント結果と、このデバイスを使用する施設の平均リスク評価か
ら、デバイスのリスク評価を計算します。リスク評価は、重大、高、中、低、最
低のいずれかに設定されます。

デバイス名 デバイスの固有の名前。

ホスト名 デバイスのホスト名。

IPアドレス デバイスのプライマリ内部IPアドレス。

デバイスID システム内のすべてのアプリケーションにおいてデバイス レコードを一意に識別
する、自動的に設定された値。

タイプ サーバ、ラップトップ、デスクトップなどのデバイスの種類。

施設 このデバイスに関連する施設アプリケーション内のレコードへのリンク。

ビジネスユニット このデバイスに関連するビジネス ユニット  アプリケーション内のレコードへのリン
ク。3を越えるビジネスユニットの値については、フィールドにカーソルを合わせる
と表示されます。

デバイス管理責任
者

デバイスを担当し、レコードの読み取りおよび更新権限を持つデバイスの管理
責任者。

件数 使用可能な資産の数。
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フィールド 説明

タイム ウィンドウ ［レスポンスの構成］ダイアログの［クエリの対象期間］フィールドに設定された値
に基づいたタイム ウィンドウ。デフォルトでは、Archerのすべてのデータをフェッチ
します。

最終更新  Context Hubがルックアップ データをフェッチしてキャッシュに保存した時刻。

注：ローカライズ バージョンでは、次の12個のフィールドのみが表示されます。重要度評価、リスク評
価、デバイス管理責任者、ビジネスユニット、ホスト名、MACアドレス、施設、IPアドレス、タイプ、デ
バイスID、デバイス名、およびビジネス プロセス。
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［Active Directory］タブ

次の図は、Active Directoryの［コンテキスト  ルックアップ］パネルの例です。

Active Directoryの［コンテキスト  ルックアップ］パネルには、ユーザのすべての関連情報、インシデント、ア
ラートが表示されます。次の形式を使用して検索を実行できます。

 l userPrincipalName

 l Domain\UserName

 l sAMAccountName

マルチ ドメインまたはマルチ フォレストのユーザが存在する場合は、特定のユーザのすべての関連コンテ
キスト情報が表示されます。

Active Directoryについて次の情報が表示されます。

フィールド 説明

表示名 ユーザの名前。

従業員ID ユーザの従業員ID。

電話 ユーザの電話番号。

メール ユーザのメールID。

ADユーザID 組織内の特定ユーザの固有ID。

役職 ユーザの役職。

マネージャ ユーザのマネージャーの名前。

グループ ユーザが所属するグループのリスト。

会社 ユーザの会社の名前。
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フィールド 説明

部門 ユーザが所属する組織内の部門名。

場所 ユーザの場所。

最終ログオン ユーザがシステムにログインした時刻( グローバル カタログが定義されている場
合のみ) 。

最終ログオンのタイ
ム スタンプ

ユーザがシステムにログインした時刻。

識別名 ユーザに割り当てられている固有の名前。

件数  ユーザの数。

タイム ウィンドウ ［データ ソース設定の構成］ダイアログの［クエリの対象期間］フィールドに設定
された値に基づいたタイム ウィンドウ。デフォルトでは、Active Directoryのすべ
てのデータをフェッチします。

最終更新 Context Hubがルックアップ データをフェッチしてキャッシュに保存した時刻。

［NetWitness Endpoint］タブ

次の図は、［コンテキスト  ルックアップ］パネルの［NetWitness Endpoint］タブの例です。

IIOCについて次の情報が表示されます。

フィールド 説明

モジュール数 検索されたモジュール数。
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フィールド 説明

管理ステータス 管理ステータス( 該当する場合) 。

最終更新日 データが最後に更新された時刻。

最終ログイン ユーザが最後にログインした時間。

MACアドレス マシンのMACアドレス。

オペレーティング シ
ステム

NetWitness Endpointマシンで使用されるオペレーティング システムのバージョン。

マシン ステータス 表示されているモジュールの状態：オンライン、オフライン、アクティブ、または非
アクティブ。

IPアドレス 特定のモジュールのIPアドレス。

モジュールについて次の情報が表示されます。

フィールド 説明

IIOCスコア マシンIIOCスコアは、モジュールのスコアに基づいて集計されたスコアです。これ
は［Context Hubデータ ソース設定］ダイアログの［最小IIOCスコア］フィールドに
設定された値に基づいています。［最小IIOCスコア］のデフォルト値は500で
す。「Context Hub構成ガイド」の「Context Hubのデータ ソース設定の構成」を
参照してください。

モジュール名 検索されたモジュールの名前。

解析スコア 選択したマシンのアクティブなファイルの数。

マシン数  特定のIOCがトリガーしたマシンの数。

署名 ファイルが署名されているかどうか、有効か無効かのインジケータ。Googleや
Appleなどの署名情報。

マシンについて次の情報が表示されます。

フィールド 説明

IOCレベル IOCレベル。

説明 IOCレベルの説明( 使用可能な場合) 。

前回の実行  アクションが実行された時刻。

件数 検索されているホスト数。

タイム ウィンドウ ［データ ソース設定の構成］ダイアログの［クエリの対象期間］フィールドに設定
された値に基づいたタイム ウィンドウ。デフォルトでは、NetWitness Endpointの
すべてのデータがフェッチされます。

最終更新日 NetWitness Endpointデータベースでスキャン結果が最後に更新された時刻。
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［Alerts］タブ

次の図は、最初に時間( 新しい順) 次に重大度に基づいて表示された［Alerts］の［コンテキスト］パネ
ルの例です。

［コンテキスト  ルックアップ］パネルの［アラート］タブには以下の情報が表示されます。

フィールド 説明

作成日 アラートが作成された日時。

重大度 アラートの重大度の値

名前 アラートのファイル名。名前をクリックすると特定のアラートの詳細が表示されま
す。

ソース アラートをトリガーしたアラート  ソースの名前。

イベント数 アラートに関連するイベントの数。

インシデント ID アラートが関連づけられているインシデントのID( 該当する場合) 。IDをクリック
すると特定のアラートの詳細が表示されます。

件数 アラート数  デフォルトでは、最初の100件のアラートのみが表示されます。設定
の構成方法の詳細については、『Context Hub構成ガイド』の「Context Hubの
データ ソース設定の構成」を参照してください。

タイム ウィンドウ ［データ ソース設定の構成］ダイアログの［クエリの対象期間］フィールドに設定
された値に基づいたタイム ウィンドウ。デフォルトでは、過去7日間のアラート  
データをフェッチします。

最終更新日 データ ソースからコンテキスト  データを最後に取得した時刻。

［インシデント］タブ

次の図は、最初に時間( 新しい順) 次に優先度のステータスに基づいた［コンテキスト  ルックアップ］パネ
ルの［インシデント］タブの例です。
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［コンテキスト  ルックアップ］パネルの［インシデント］タブには以下の情報が表示されます。

フィールド 説明

作成日 インシデントが作成された日付。

優先度 インシデントの優先度のステータス。

リスク スコア インシデントのリスク スコア。

ID インシデントのインシデント ID。IDをクリックするとインシデントの詳細が表示され
ます。

名前 インシデントの名前。

ステータス インシデントのステータス。

割り当て先 インシデントの現在のオーナー。

アラート インシデントに関連するアラートの数。

件数 インシデントの数。デフォルトでは、最初の100件のインシデントのみが表示され
ます。設定の構成方法の詳細については、『Context Hub構成ガイド』の
「Context Hubのデータ ソース設定の構成」を参照してください。

タイム ウィンドウ ［データ ソース設定の構成］ダイアログの［クエリの対象期間］フィールドに設定
された値に基づいたタイム ウィンドウ。デフォルトでは、過去7日間のアラート  
データをフェッチします。

最終更新日 データ ソースからコンテキスト  データを最後に取得した時刻。
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［Live Connect］タブ

次の図は、［コンテキスト］パネルの［Live Connect］タブの例であり、表では表示される以下の情報につ
いて説明しています。
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フィールド 説明

レビュー ステータス 選択したLive Connectエンティティ( IP、ファイル、ドメイン) をアナリストがレビューし
たステータス。これにより、組織内で、アナリストのアクティビティの可視性が高まり
ます。   
ステータス
ステータスのタイプを以下に示します。   

 l 新規： IPアドレスのルックアップの結果が組織内で最初に表示された場合。  

 l 表示済み： 組織内のアナリストがIPアドレスのルックアップの結果をすでに表

示済みの場合。

 l 安全と判定： 組織内のアナリストがIPアドレスのルックアップの結果をすでに表

示済みで安全と判定している場合。  

 l 高リスクと判定： 組織内のアナリストがIPアドレスのルックアップの結果をすでに

表示済みで高リスクと判定している場合。

リスク評価 Live Connectの分析とアナリスト  フィードバックに基づく、選択したLive Connectエ
ンティティ( IP、ファイル、ドメイン) のリスク評価を表示します。リスク評価のカテゴ
リは次のとおりです。

 l 安全： Live Connectエンティティは、安全であると見なされています。

 l 不明： Live Connectには、このエンティティのリスクを計算するための十分な情

報がありません。  

 l 高リスク：コミュニティによる分析とリスクの理由に基づいて「高リスク」と判定し

ます。「高リスク」と判定されたエンティティは、直ちに注意を要します。

 l 疑わしい：コミュニティによる分析とリスクの理由に基づいて「疑わしい」と判定

します。分析は、アクションを必要とする脅威となる可能性のあるアクティビ

ティを示しています。

 l 危険： コミュニティによる分析とリスクの理由に基づいて「危険」と判定しま

す。
 高リスク、疑わしい、危険と評価されたエンティティには、適宜関連するリスクの
理由が表示されます。
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フィールド 説明

リスク評価のフィー
ドバック

リスク評価のフィードバックにより、アナリストはエンティティに関する脅威インテリ
ジェンスのフィードバックをLive Connectサーバに送信できます。

 l アナリスト  スキル レベル

アナリスト  スキル レベルのオプションを以下に示します。

 o Tier 1：このレベルのアナリストは改善のための処理手順を定義し、SOC
( セキュリティ オペレーション センター) の他の領域にインシデントをエスカ

レーションする必要があるかどうかを判断します。これがデフォルト値です。

 o Tier 2：アナリストはインシデントを調査し、インテリジェンスを収集し、SOC
内のさまざまなワークフローにフィードバックします。

 o Tier 3：調査結果をSOC組織と共有するアナリストです。一般的にインシ

デントを管理し、インシデント対応に必要なスキルとツールに関する幅広く

深い知識があります。

注：NetWitness Platform( アナリスト ) の新しいユーザを作成するときに、管
理者はユーザの階層( Tier 1、Tier 2、Tier 3) を指定する必要があります。

 l リスクの確認：選択したLive Connectエンティティ( IP、ファイル、ドメイン) のリス

クを確認します。リスクの確認のカテゴリは次のとおりです。

 o 安全：Live Connectエンティティは、安全であると見なされています。

 o 不明：リスクの確認を行うために十分な情報がアナリストにありません

 o 高リスク：コミュニティによる分析とリスクの理由に基づいて「高リスク」と判定

します。「高リスク」と判定されたエンティティは、直ちに注意を要します。

 o 疑わしい：コミュニティによる分析とリスクの理由に基づいて「疑わしい」と判

定します。分析は、アクションを必要とする脅威となる可能性のあるアク

ティビティを示しています。

 o 危険：コミュニティによる分析とリスクの理由に基づいて「危険」と判定しま

す。

 l 信頼度レベル：Live Connectエンティティのフィードバックに対するアナリストの

信頼度レベルです。信頼度レベルのカテゴリは次のとおりです。［高］、［中］、

［低］。

 l リスク インジケータ タグ：分析に基づいてタグ カテゴリーを選択できます。
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フィールド 説明

コミュニティ アク
ティビティ 

コミュニティ アクティビティについて次の情報が表示されます。   

 l コミュニティで最初に表示された日付。  

 l IP/ファイル/ドメインが最初に表示された時間からの経過時間( 現在の時間-
初めて表示された時間) 。

コミュニティ アクティビティのトレンドが表示されます。

RSAコミュニティの既知のIPアドレスである場合は、次のようなコミュニティ アクティ
ビティのトレンドがグラフィカル表示されます。   

 l 所定の期間にLive ConnectコミュニティでIPアドレスを閲覧したユーザの割合

( %) 。  

 l IPアドレスに関するフィードバックを送信したユーザの割合( %) 。  

 l 所定の期間にIPアドレスを危険と判定したユーザの割合( %) 。  

リスク インジケータ

リスク インジケータは、コミュニティによってエンティティ( IPアドレス、ファイル、ドメイ
ン) に割り当てられたタグをハイライト表示します。

タグは次のように分類されます。スキャン、デリバリ、コマンド＆コントロール、ラテ
ラル ムーブメント、特権エスカレーション、パッケージ＆漏洩。

これらのタグはサンプルであり、Live Connectサーバがコミュニティから受信した入
力によって異なります。アナリストは、レビューのフィードバックを提供する時に、適
切なリスク指標タグを選択できます。ハイライト表示されたタグは、選択したエン
ティティがその特定のカテゴリとタグに関連づけられていることを示します。ハイライ
ト表示されているタグをクリックすると、タグの説明が表示されます。

ID 選択したエンティティまたはメタ値の次の識別情報を提供します。

IPアドレスの場合：ASN( 自律システム番号) 、プレフィックス、国コードと国名、
登録者( 組織) 、日付。

ファイル ハッシュの場合：ファイル名、ファイルサイズ、MD5、SH1、SH256、コンパ
イル時刻、Mimeタイプ。

ドメインの場合：ドメイン名と関連IPアドレス。

証明書情報 選択したファイル ハッシュの次の証明書情報を示します。証明書の発行者、証
明書の有効性、署名アルゴリズム、証明書のシリアル番号。
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フィールド 説明

WHO IS情報

WHO IS情報は、特定のドメインの所有権の詳細を提供します。

ドメイン所有者の次の情報が表示されます。作成日、更新日、期限切れの日
付、タイプ( 登録タイプ) 、名前、組織、郵便番号と住所、国、電話、ファクス、
メール。

関連ファイル 関連ファイルはエンティティ タイプがIPおよびドメインの場合に表示されます。既
知の関連するファイルのリストが、次の情報とともに表示されます。Live Connect
のリスク評価( 安全、危険、または不明) 、ファイル名、MD5、コンパイル日時、
API関数、インポート  ハッシュ、Mimeタイプ。

関連ドメイン 関連ドメインはエンティティ タイプがIPおよびファイルの場合に表示されます。既
知の関連するドメインのリストが、次の情報とともに表示されます。Live Connect
のリスク評価( 安全、危険、または不明) 、ドメイン名、国名、登録日、期限切
れの日付、登録者のメール アドレス。

関連IP

関連IPはエンティティ タイプがドメインおよびファイルの場合に表示されます。既
知の関連するファイルのリストが、次の情報とともに表示されます。Live Connect
のリスク評価( 安全、危険、または不明) 、IPアドレス、ドメイン名、国コードと国
名、国名、登録日、期限切れの日付、登録者のメール アドレス。
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［インシデントの作成］ダイアログ

［インシデントの作成］ダイアログでは、アナリストは［イベント］ビューで選択したイベントからインシデント
を作成できます。インシデントは[対応]ビューで作業しているインシデント対応者が使用できるようにな
ります。

サービスを調査中にこのダイアログにアクセスするには、［調査］＞［イベント］ビューで、ツールバーから
［インシデント］＞［新しいインシデントの作成］を選択します。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータ
を分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する
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ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンターまた
はインシデント対
応者

既存のインシデントまたは
新規のインシデントへの1
つまたは複数のイベントの
追加*

対応のためのインシデントへのイベントの追加

関連トピック
 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ［ナビゲート］ビュー

 l ［イベント］ビュー

簡単な説明
次の図に、［インシデントの作成］ダイアログの例を示します。機能は表で説明します。
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機能 説明

アラートの作成 ［アラート  サマリ］フィールドには、アラートを選択した時のクエリが自動入力されま
す。これは、このインシデントを作成する時に選択されていたクエリです。［重大
度］フィールドには、選択したアラートの重大度として、1~100の整数が示されま
す。

名前 ( 必須) インシデントを識別する名前を指定します。この例では、名前は
「Sample Incident」です。このインシデントに追加されるイベントの特性を明確に
識別する名前を指定します。

サマリ ( オプション) インシデントのオプションの説明を指定します。優れたサマリを指定
すると、他のアナリストや対応者がインシデントを明確に識別することができま
す。

割り当て先 ( オプション) インシデントをSOC内のユーザに割り当てます。［割り当て先］をクリッ
クすると、インシデントに対応するSOC担当者のユーザ名がドロップダウン リスト
に表示されます。

カテゴリ ( オプション) インシデントのカテゴリーを識別します。［カテゴリー］をクリックすると、
インシデントのカテゴリーとサブカテゴリーのドロップダウン リストが表示されます。イ
ンシデントが属するカテゴリー( 複数可) を選択できます。カテゴリは主要なグルー
プ ( 環境、エラー、ハッキング、マルウェア、誤用、ソーシャル) に分類されます。
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機能 説明

優先度 インシデントの優先度を識別します。［優先度］をクリックすると、優先度のドロッ
プダウン リストが開きます。ドロップダウン リストには、［クリティカル］、［高］、
［中］、［低］が表示されます。

キャンセル 変更を保存せずにダイアログを閉じます。

保存 インシデントを保存して、ダイアログ ボックスを閉じます。インシデントが正常に作
成されたことを示すメッセージが表示されます。
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［イベント分析］ビュー

［イベント分析］ビューでは、アナリストは対話型機能を使用してRAWイベントとメタ データを表示でき
ます。対話型機能により、意味のあるパターンをデータから検出する能力が向上します。これは、静的
な［イベントの再構築］ビューの代替となります。［イベント分析］ビューでは、ネットワーク、ログ、エンドポ
イントのイベントを調査できます。［イベント分析］ビューにはパケット、テキスト、ログの再構築機能があ
りますが、メールとWebの再構築は直接はサポートされていません。ただし、バージョン11.1以降では、
［イベント］ビューで現在の結果のメールまたはWebの再構築を開くことができます。

注：アナリストがこのビューにアクセスするためには、管理者が権限を設定します。管理者からアクセス
権限が付与されていない状態で［イベント分析］ビューに移動すると、次のメッセージが表示されま
す。Forbidden. You cannot access the requested page. たとえば、［イベント］ビューの再
構築を表示している場合に［イベント分析］ビューで同じ再構築を表示しようとすると、Forbidden
メッセージが表示されます。

［イベント分析］ビューに表示されているイベントは、［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューの現在の
ドリルダウン ポイントのイベントです。バージョン11.1以降、イベントは、［イベント分析］ビューの階層リン
クに入力されたクエリの結果であることがあります。クエリのソースに関係なく、［イベント分析］ビューには
イベントが時間順に表示されます。バージョン11.1以降では列の並べ替えまたはサイズ変更ができま
す。また、表示する列を選択し、標準提供の列グループの1つまたはカスタム列グループを選択できま
す。

イベントをクリックすると、同じブラウザ ウィンドウに［ネットワーク イベントの詳細］パネル、［ログ イベント
の詳細］パネル、［エンドポイント  イベントの詳細］パネルのいずれかが開きます。イベントのタイプごとに1
つまたは複数のタイプの分析があります。テキスト分析、パケット分析、ファイル分析があります。

このビューには複数のアクセス ポイントがあります。詳細については「［イベント分析］ビューで調査を開
始する」を参照してください。

注：［対応］ビューから［イベント分析］にアクセスすると、インシデントで選択したイベントのイベント分
析を確認できます。［調査］ビューでイベントを開くときにオプションのサブセットを使用できます。機能
を完全に有効化し、他のイベントを確認するには、［イベント分析］ビューに直接移動します( ［調
査］＞［イベント分析］) 。
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ワークフロー 
次の図は、NetWitnessの[調査]で実行できるタスクを示す概要レベルのワークフローです。［イベント分
析］ビューのタスクが赤色でハイライト表示されています。

実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータを
分析する*

［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター ［イベント分析］ビューでイ
ベントのクエリを実行する
( バージョン11.1) *

［イベント分析］ビューでの結果のフィルタリング

脅威ハンター ［イベント分析］ビューでイ
ベントとファイルをエクスポー
トする*

［イベント分析］ビューでのデータのダウンロード
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ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター ［イベント分析］ビューでイ
ベントを再構築する*

［イベント分析］ビューでのイベントの調査

脅威ハンター ［イベント分析］ビューから
外部ルックアップを実行す
る( バージョン11.1) *

［イベント分析］ビューでのデータの操作

脅威ハンター ［ナビゲート］ビューでイベン
トをクエリする

［ナビゲート］ビューでのメタデータの調査

脅威ハンター ［イベント］ビューでイベント
をクエリする

［イベント］ビューでのRAWイベントの調査

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ［イベント分析］ビュー：［パケット分析］パネル

 l ［イベント分析］ビュー：［テキスト分析］パネル

 l ［イベント分析］ビュー：［ファイル分析］パネル

簡単な説明

[調査]を初めて開くと、クエリの入力フィールドが表示されるので、サービスや時間範囲を選択し、オプ
ションのクエリを入力できます。

 l バージョン11.0では、［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューに入力フィールドが表示されます。

 l バージョン11.1では、［ナビゲート］ビュー、［イベント］ビュー、［イベント分析］ビューに入力フィールドが

表示されます。

［イベント分析］ビューでドリルダウン ポイントを開くと、調査対象のサービスが最初のクエリの結果を最
大で100,000件のイベントまでカウントし、最初の100件のイベント ( パケット、ログ、エンドポイント ) が［イ
ベント］パネルにロードされます。［イベント］パネルの列には、［イベント  タイム］、［イベント  タイプ］( ［ネッ
トワーク］、［ログ］、［エンドポイント］) 、［イベント  サイズ］、［サマリ］が表示されます。次のことが可能で
す。
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 l リストをスクロールして［さらに読み込み］をクリックし、次の100件のイベントを表示できます。

 l 列グループを選択できます( バージョン11.1以降) 。

 l 追加する列を選択できます( バージョン11.1以降) 。

 l 列をドラッグして順序を並べ替えることができます。

 l 列の幅を広げることや狭めることができます。

 l イベントのイベント分析を表示できます。

次の図は、バージョン11.1以降の［イベント分析］ビューの主な機能を示します。

注：バージョン11.2には、ドキュメント化されていないベータ機能が含まれていました。これは次世代
モードと呼ばれる［イベント分析］ビューのクエリ ビルダーで、まだ開発およびテスト段階にありました。
この次世代モードは11.2.0.1パッチで無効化されています。次世代モードは使用しないでください。ク
エリ ビルダーで整合性があり予測可能な結果を得るには、ガイド  モードと自由形式モードのみを使
用する必要があります。

 

1 対話形式の階層リンク：サービスを選択すると、サービス セレクタ、時間範囲セレクタ、入力した
クエリが表示されます。バージョン11.1以降では、「［イベント分析］ビューで調査を開始する」の説
明に従ってサービスを選択し、「［イベント分析］ビューでの結果のフィルタリング」の説明に従って
クエリを調整できます。［クエリの送信］ボタンをクリックすると、クエリが送信され、選択したサービス
に対してデータ ロードの要求が送信されます。

2 分析されているイベントのタイプは、ヘッダーに反映されます。ネットワーク イベントの詳細、ログ 
イベントの詳細、エンドポイント  イベントの詳細があります。各ビューの詳細については、「［イベン
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ト分析］ビューでのイベントの調査」を参照してください。

3 イベント  タイプに利用可能な分析のタイプ。ネットワーク イベントは、全種類の分析( テキスト、
パケット、ファイル) を使用できます。ログおよびエンドポイントのイベントでは、テキスト分析のみを
使用します。

4 メールとWebの分析では、［イベント］ビューで現在のイベントがメールまたはWebの再構築として
開かれます。

5 これらのオプションは、分析のタイプによって異なります。詳細については、「［イベント分析］ビュー
でのイベントの調査」を参照してください。

6 イベント  ヘッダーの表示 /非表示、リクエストと応答の表示 /非表示、イベント  メタ パネル( 16) の
表示を行うコントロール。これらのコントロールの詳細については、「［イベント分析］ビューでのイベ
ントの調査」を参照してください。

7, 
11

パネルのサイズを変更して、パネルを閉じるコントロール。

8 閉じている場合、［イベント］パネルまたは［イベント  メタ］パネルを再度開きます。

9 ［イベント分析］ビューの環境設定を設定します( 「［イベント分析］ビューの構成」を参照) 。
10 バージョン11.1の［イベント］パネルは対話形式であり、更新したクエリを送信するとクエリ結果が

表示されます。［イベント］パネルにはイベントの数が表示されます。列の並べ替えとサイズ変更
ができます。リストの一番下までスクロールし、イベントをさらにロードすることができます( 「［イベン
ト分析］ビューでのイベントの調査」を参照) 。

12 ［列グループ］ドロップダウンには、［イベント］パネルに適用できる標準提供の列グループとカスタ
ム列グループが表示されます。標準提供の列グループは、Email Analysis、Endpoint Analysis、
Malware Analysis、Outbound HTTP、Outbound SSL/TLS、Summary Listです。デフォルトの列グ
ループはSummary Listです。

13 ［イベント］パネルに表示される列を選択するための設定。

14 イベント  ヘッダーには、イベントに関するサマリ情報が表示されます。この情報は、イベント  タイプ
( パケット、ログ、エンドポイント ) によって異なります。

15 イベント  データ( パケットのペイロードと呼ばれる場合があります) 。ログ イベントまたはエンドポイン
ト  イベントのイベント  データは、パケットに示されるリクエストと応答ではなく、通常、RAWログから
のテキスト行です。

16 ［イベント  メタ］パネルは、データで見つかったメタ キーと値を一覧表示します。一部のメタ データ
は検索可能です。双眼鏡アイコンをクリックすると、関連するデータがイベント  データでハイライト
表示されて表示できます( 「［イベント分析］ビューでのイベントの調査」を参照) 。

 

309 Investigateの参考情報



NetWitness Investigateユーザガイド

次の図は、バージョン11.0.0.xの［イベント分析］ビューの主な機能を示します。

 

1 読み取り専用階層リンクは、選択されたサービス、時間範囲、［ナビゲート］ビューまたは［イベン
ト］ビューに入力されたクエリを表示します。

2 これは、［ナビゲート］または［イベント］ビューで作成されたクエリに基づくイベントの読み取り専用
リストです。［イベント］パネルにはイベントの数が表示されます。列の並べ替えとサイズ変更がで
きます。リストの一番下までスクロールし、イベントをさらにロードすることができます( 「［イベント分
析］ビューでのイベントの調査」を参照) 。

3, 8 パネルのサイズを変更して、パネルを閉じるコントロール。

4 分析されているイベントのタイプは、ヘッダーに反映されます。ネットワーク イベントの詳細、ログ 
イベントの詳細、エンドポイント  イベントの詳細があります。各ビューの詳細については、「［イベン
ト分析］ビューでのイベントの調査」を参照してください。

5 イベント  タイプに利用可能な分析のタイプ。ネットワーク イベントは、テキスト、パケット、ファイル
の全3種類の分析を使用できます。ログおよびエンドポイントのイベントでは、テキスト分析のみを
使用します。

6 これらのオプションは、分析のタイプによって異なります。詳細については、「［イベント分析］ビュー
でのイベントの調査」を参照してください。

7 イベント  ヘッダーの表示 /非表示、リクエストと応答の表示 /非表示、イベント  メタ パネル( 12) の
表示を行うコントロール。これらのコントロールの詳細については、「［イベント分析］ビューでのイベ
ントの調査」を参照してください。

9 閉じている場合、［イベント］パネルまたは［イベント  メタ］パネルを再度開きます。

10 イベント  ヘッダーには、イベントに関するサマリ情報が表示されます。この情報は、イベント  タイプ
( パケット、ログ、エンドポイント ) によって異なります。

11 イベント  データ( パケットのペイロードと呼ばれる場合があります) 。ログ イベントまたはエンドポイン
ト  イベントのイベント  データは、パケットに示されるリクエストと応答ではなく、通常、RAWログから
のテキスト行です。
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12 ［イベント  メタ］パネルは、データで見つかったメタ キーと値を一覧表示します。一部のメタ データ
は検索可能です。双眼鏡アイコンをクリックすると、関連するデータがイベント  データでハイライト
表示されて表示できます( 「［イベント分析］ビューでのイベントの調査」を参照) 。
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［イベント分析］ビュー：［ファイル分析］パネル

［］ファイル分析パネル( ［イベント分析］＞［ファイル分析］) では、安全にファイルのリストを表示し、イベ
ントの1つまたは複数のファイルをダウンロードできます。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータ
を分析する                     

［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター ［イベント分析］ビューでイ
ベントのクエリを実行する
( バージョン11.1)                      

［イベント分析］ビューでの結果のフィルタリング
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ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター ［イベント分析］ビューでイ
ベントとファイルをエクス
ポートする*

［イベント分析］ビューでのデータのダウンロード

脅威ハンター ［イベント分析］ビューでイ
ベントを再構築する

［イベント分析］ビューでのイベントの調査

脅威ハンター ［イベント分析］ビューから
外部ルックアップを実行す
る( バージョン11.1)                      

［イベント分析］ビューでのデータの操作

脅威ハンター ［ナビゲート］ビューでイベ
ントをクエリする                     

［ナビゲート］ビューでのメタデータの調査

脅威ハンター ［イベント］ビューでイベン
トをクエリする

［イベント］ビューでのRAWイベントの調査

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャ
ンしてマルウェアを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優
先順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ［イベント分析］ビュー

 l ［イベント分析］ビュー：［テキスト分析］パネル

 l ［イベント分析］ビュー：［パケット分析］パネル

簡単な説明

［ファイル分析］パネルには、ネットワーク イベントに関連づけられているファイルのリストが表示されます。
このビューでファイルをダウンロードすることができます。

［ファイル分析］パネルの例を次に示します。各機能にラベルを付けています。

注：この図の上部に表示されているメールとWebの再構築タイプは、バージョン11.1以降で使用できま
す。
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1 クリックして1つまたは複数の選択したファイルをダウンロードします。

2 イベント  ヘッダーには、ファイルを含むネットワーク イベントのサマリ情報が表示されます。

3 選択してダウンロードできる、関連づけられているファイルのスクロール可能なリスト。

4 悪意のある可能性があるファイルをダウンロードするときに警告を通知する必要がある確認事
項。
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［イベント分析］ビュー：［パケット分析］パネル

［パケット分析］パネル( ［イベント分析］＞［パケット分析］) では、イベントのパケットとペイロードを安全
に表示し、対話形式で分析できます。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータ
を分析する                     

［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター ［イベント分析］ビューでイ
ベントのクエリを実行する
( バージョン11.1)                      

［イベント分析］ビューでの結果のフィルタリング
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ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター ［イベント分析］ビューでイ
ベントとファイルをエクス
ポートする*

［イベント分析］ビューでのデータのダウンロード

脅威ハンター ［イベント分析］ビューでイ
ベントを再構築する*

［イベント分析］ビューでのイベントの調査

脅威ハンター ［イベント分析］ビューから
外部ルックアップを実行す
る( バージョン11.1) *                    

［イベント分析］ビューでのデータの操作

脅威ハンター ［ナビゲート］ビューでイベ
ントをクエリする                     

［ナビゲート］ビューでのメタデータの調査

脅威ハンター ［イベント］ビューでイベント
をクエリする

［イベント］ビューでのRAWイベントの調査

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャ
ンしてマルウェアを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優
先順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ［イベント分析］ビュー

 l ［イベント分析］ビュー：［テキスト分析］パネル

 l ［イベント分析］ビュー：［ファイル分析］パネル

簡単な説明

［パケット分析］パネルでは、ネットワーク イベントのみを分析できます。［パケット分析］パネルには、イベ
ントの各パケットが表示されます。パケットのリストはスクロール可能です。スクロールすると、リクエストと
レスポンスのラベルと同様にパケットまたはテキストの識別情報も、スクロールされて見えなくならず表示
され続けます。

バージョン11.1以降では、ページ操作コントロールを使用して、前後のページへの移動、特定のページ
への移動、1ページあたりに表示するパケット数( 100、300、500) の選択ができます。
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一般的なファイル パターン( 重要なヘッダーとペイロードのバイト数、16進数とASCIIのバイト数、一般
的なファイル シグネチャ) を識別しやすいように、各パケットは塗りつぶしとハイライト表示を使用して表
示されます。また、リクエスト /レスポンスの表示、パケット  サマリの表示または非表示を調整することがで
きます。

［パケット分析］パネルの例を次に示します。各機能にラベルを付けています。各機能の詳しい説明と
例については、「［イベント分析］ビューでのイベントの調査」を参照してください。

1 ネットワーク イベントをエクスポートするためのオプションです。より詳細な分析のため、PCAP、す
べてのペイロード、要求ペイロード、レスポンス ペイロードをエクスポートし、他者と共有できま
す。

2 一般的なファイル シグネチャを識別するためのオプションはデフォルトでアクティブ化されます。一
般的なファイル シグネチャはオレンジ色でハイライト表示されます。ハイライト表示にカーソルを合
わせると、ファイル タイプが表示されます。

3 ［バイトの濃淡化］オプションは、16進数バイト ( 00～FF) を識別しやすくするため濃淡を変えてバ
イトを表示する機能です。

4 ペイロードを表示するオプションは、パケット  ヘッダーのみを非表示にして、ペイロードのスペースを
多く残します。

5 イベント  ヘッダー。

6 重要なバイトは、青色の背景でハイライト表示されます。ハイライト表示にカーソルを合わせる
と、吹き出しにメタデータが表示されます。

7 ( バージョン11.1以降) ページ操作コントロールで、パケットのリストのページ操作を柔軟に実行で
きます。使用できないコントロールのイメージはグレー表示になります。たとえば、ページ1を表示
しているときには、 と のコントロールがグレー表示になります。
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 - 最初のページに移動

 - 前のページに移動

 - 特定のページに移動

 - 次のページに移動

 - 最後のページに移動

- 1ページあたりのパケット数を選択
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［イベント分析］ビュー：［テキスト分析］パネル

［テキスト分析］パネル( ［イベント分析］＞［テキスト分析］) では、イベントのRAWテキスト  ペイロードを
安全に表示し、分析できます。［テキスト分析］パネルには、解凍または圧縮済みのテキストの表示、
トランケートされたエントリの展開、URLとBase64のエンコーディング/デコーディングの実行、ネットワーク 
イベント、ログ、エンドポイント  イベントのダウンロードを実行できる機能が含まれています。［テキスト分
析］パネルはすべてのタイプのイベント ( ネットワーク、ログ、エンドポイント ) に使用できます。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータを
分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する
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ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター ［イベント分析］ビューでイ
ベントのクエリを実行する
( バージョン11.1)

［イベント分析］ビューでの結果のフィルタリング

脅威ハンター ［イベント分析］ビューでイ
ベントとファイルをエクスポー
トする*

［イベント分析］ビューでのデータのダウンロード

脅威ハンター ［イベント分析］ビューでイ
ベントを再構築する*

［イベント分析］ビューでのイベントの調査

脅威ハンター ［イベント分析］ビューから
外部ルックアップを実行す
る( バージョン11.1) *

［イベント分析］ビューでのデータの操作

脅威ハンター ［ナビゲート］ビューでイベン
トをクエリする                     

［ナビゲート］ビューでのメタデータの調査

脅威ハンター ［イベント］ビューでイベント
をクエリする

［イベント］ビューでのRAWイベントの調査

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ［イベント分析］ビュー

 l ［イベント分析］ビュー：［パケット分析］パネル

 l ［イベント分析］ビュー：［ファイル分析］パネル
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簡単な説明

［イベント分析］ビューは、［テキスト分析］パネルに1つのイベントのテキストを表示します。イベント  リスト  
パネルでイベントをクリックすると、隣接するパネルにテキスト分析が表示されます。ログ イベントとエンド
ポイント  イベントのRAWログのみが［テキスト分析］パネルに表示されます。ネットワーク イベントでは、
パケットの方向( リクエストまたはレスポンス) と各パケットの内容がテキスト形式で提供されます。テキス
ト分析のその他の例については、「［イベント分析］ビューでのRAWイベントとメタデータの分析」を参照
してください。詳細な手順については、「［イベント分析］ビューでのイベントの調査」を参照してくださ
い。

1 ログ、PCAP、ファイルをエクスポートして、より詳細な分析や、他のユーザとの共有を行うためのオ
プションです。このダウンロード  メニューはネットワーク データ用です。

2 イベントのヘッダー情報。

3 ネットワーク イベントのペイロードには、リクエストとレスポンスが含まれています。これは、パケット
のリクエスト側です。

4 これは、パケットのレスポンス側です。

5 ( バージョン11.2以降) ページ操作コントロールで、イベントのリストのページ操作を柔軟に実行で
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きます。使用できないコントロールのイメージはグレー表示になります。たとえば、ページ1を表示
しているときには、 と のコントロールがグレー表示になります。

 - 最初のページに移動

 - 前のページに移動

 - 次のページに移動

 - 最後のページに移動( 最後のページがすでに移動　した後にのみ利用可能)
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［イベントの再構築］ビュー

［イベントの再構築］ビューでは、［イベント］ビューから選択したイベントの再構築を提供します。デフォ
ルトでは、NetWitness Platformはイベントのコンテンツから判断されたイベントに最適な再構築形式
か、調査の［デフォルト  セッション表示］の設定で選択したデフォルトの再構築形式を表示します。［イ
ベントの再構築］ツールバーのオプションを使用して、再構築方法の変更、複数の結果の上下または
並行表示、リクエストとレスポンス ビューの選択、イベントのエクスポート、メタ値のエクスポート、ファイル
の展開、メールの添付ファイルの表示、新しいタブでのイベントの表示を行うことができます。

このビューにアクセスするには、次のいずれかを実行します。

 l 任意の［イベント］ビューで、イベントをダブルクリックします。

 l 詳細ビューを選択した［イベント］ビューで、イベントの最後の［イベント分析］を右クリックし、［イベント

の再構築］を選択します。

 l プレビューした再構築の［イベント再構築］ツールバーで、［イベントを新しいタブで開く］をクリックしま

す。

 l ［ナビゲート］ビューで、［アクション］＞［イベント再構築に移動］を選択し、イベント IDを入力します。

ワークフロー
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実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータ
を分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンター イベントの再構築 イベントの再構築

脅威ハンター 再構築されたイベントから
のファイルの抽出

イベントの再構築

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ［イベント分析］ビュー

簡単な説明

次の図は、［イベントの再構築］ビューの例です。次の表に、ツールバーの各オプションについて説明しま
す。
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機能 説明

リクエストとレ
スポンス

ビューで次の項目を表示するかどうかを選択するためのドロップダウン メニューを表示
します。

 l リクエストとレスポンス

 l リクエスト

 l レスポンス

構成 情報を上下に並べて表示するか、左右に並べて表示するかを選択するためのドロッ
プダウン メニューを表示します。

表示 表示する情報を選択するためのドロップダウン メニューを表示します。デフォルトでは
［最適な表示］が選択されています。その他のオプションは次のとおりです。

 l メタの表示

 l テキストの表示

 l 16進数の表示

 l パケットの表示

 l Webの表示

 l メールの表示

 l ファイルの表示
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機能 説明

アクション ［イベントの再構築］ビューで利用できるアクションが、ドロップダウン メニューに表示さ
れます。

イベントを新
しいタブで開
く

新しいブラウザ タブでイベントを開きます。

ツールバーの下にはメタ キーと値の一覧が表示されます。いくつかのキーでは、利用できるアクションがド
ロップダウン メニューに表示されます。

ビューの下部に表示されるバーには、いくつかのオプションが表示されます。

機能 説明

前のイベントが表示されます。

次のイベントが表示されます。

再構築ログの
表示

ビューの下部に再構築ログが表示されます。このボタンをクリックすると、［再構築ログ
の非表示］に変わります。
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［イベント］ビュー

［［イベント］ビュー］では、セッションに関連付けられているイベントのリストを表示できます。このビュー
は、RAWイベントを時系列で表示するために最適化されています。イベントのリストは複数の形式で
表示できます。イベントのフィルタ、イベントの検索、イベントの再構築の表示も可能です。

［イベント］ビューを表示するには、次の2つの方法があります。

 l ［調査］＞［イベント］に移動します。NetWitness Platformは、デフォルトのサービス( 設定されている

場合) の直近3時間についてデフォルト  クエリを実行するか、またはサービスを選択するダイアログを

表示してからデフォルト  クエリを実行します。デフォルト  クエリではすべてのイベントが選択され、選択

したサービスのイベントが古い順に［イベント］ビューに表示されます。

 l ［ナビゲート］ビュー内でイベントをダブル クリックします。［イベント］ビューには、［ナビゲート］ビューのド

リルダウン ポイントに基づいて、選択したサービスのイベントが表示されます。

ワークフロー
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実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する* ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータ
を分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンター ［イベント］ビューのユーザ
環境設定を設定する*

［ナビゲート］ビューおよび［イベント］ビューの構成

脅威ハンター イベントの再構築* イベントの再構築

脅威ハンター イベントとファイルをエクス
ポートする*

［イベント］ビューでのイベントのエクスポート

脅威ハンター 内部ルックアップを実行す
る

［ナビゲート］および［イベント］ビューでの追加のコン
テキストの検索

脅威ハンター 外部ルックアップを実行す
る

メタ キーの外部ルックアップの起動

脅威ハンターまた
はインシデント対
応者

既存のインシデントまたは
新規のインシデントへの1
つまたは複数のイベントの
追加*

対応のためのインシデントへのイベントの追加

   

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ［イベント］ビューでのRAWイベントの調査
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 l ［ナビゲート］ビューおよび［イベント］ビューでのクエリとデータの処理

簡単な説明
［イベント］ビューには、詳細ビュー、リスト  ビュー、ログ ビューという、ビルトインの3種類の表示形式でイ
ベント  データを表示できます。リスト  ビューおよび詳細ビューは、パケット  データ イベントを表示するため
のものであり、タイムスタンプ、イベント  タイプ、イベント  テーマ、サイズなど、各イベントの詳細な情報が
確認できます。

 l リスト  ビューでは、イベントのソース アドレスおよび宛先  アドレスとポート番号がグリッドに表示されま

す。

 l 詳細ビューでは、イベントについて収集された主なメタデータがページ ビュー形式で表示されます。

 l ログ ビューは、ログ情報の表示のために最適化されたビューであり、タイムスタンプ、イベント  タイプ、

サービス タイプ、サービス クラス、ログなど、各ログの詳細情報が確認できます。

［イベント］ビューのフィルタ表示では、クエリ、時間範囲設定、プロファイルを使用できます。［イベント］
ビューのいずれの表示形式からも、ファイルの展開、イベント、ログ、メタ値のエクスポート、［イベントの
再構築］パネルの表示、イベント分析の表示を行うことができます。

次の図は、詳細ビューのイベントの例です。［コンテキスト  ルックアップ］パネルはContext Hubサービスが
構成されている場合にのみ表示されます。

次の図は、リスト  ビューのイベントの例です。
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次の図は、ログ ビューの例です。
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詳細説明

［イベント］ビューには、上部に以下のオプションを備えたツールバーがあります。

機能 説明

サービスを選択 アイコンの横に選択したサービス名が表示されます。［調査するサー
ビス］ダイアログを開きます。このダイアログでは、イベント  リストを表
示するサービスを選択できます。

時間範囲 イベント  リストに適用する時間範囲を選択するためのドロップダウン 
メニューが表示されます。標準的なオプションのなかから1つを選択す
るか、カスタム時間範囲を指定できます。

クエリ ［フィルタの作成］ダイアログが表示されます。ここでは、データをドリル
ダウンするのではなく、カスタム クエリを直接入力できます( 「カスタム 
クエリの作成」を参照してください) 。

プロファイル ［プロファイルの使用］メニューが表示されます。現在選択されている
プロファイルがツールバーに表示されます。プロファイルでは、カスタム 
メタ グループ、デフォルトの列グループ、プレクエリなどを管理および
使用できます。プロファイルは、［ナビゲート］ビュー( メタ グループとク
エリ) および［イベント］ビュー( 列グループとクエリ) に適用されます。

ビューの選択のドロップダウン イベント  ビューのタイプを選択するためのドロップダウン メニューを表
示します。

 l 詳細ビューでは、各イベントの詳細情報がページ形式で表示さ

れます。

 l リスト  ビューでは、各イベントのサマリが1行ずつグリッド形式で表

示されます。

 l ログ ビューでは、各ログのサマリが1行ずつログ専用のイベント  グ
リッドに表示されます。

 l カスタム列グループでは、ドロップダウン リストから選択した列グ

ループを使用してイベント  リストを表示します。

 l 列グループの管理では、カスタム列グループの作成および編集の

ためのダイアログが表示されます。
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機能 説明

アクション ［イベント］ビューのアクションが、ドロップダウン メニューに表示されま
す。

 l アクションには、ファイルの展開、PCAPファイルとしてのイベントのエ

クスポート、ログのエクスポート、メタ値のエクスポートなどがありま

す。

 l ポップアップ ウィンドウまたは新しいタブにイベントの再構築を表示

します。

 l イベント分析の表示

 l ［イベント］ビューのフィルタをすべてリセットします。

インシデント Respondで新しいインシデントを作成して選択したイベントを追加す
るか、Respondの既存のインシデントに選択したイベントを追加しま
す。

検索 ［イベントの検索］オプションを表示します。これにより、エクスポート  
ログを指定し、「テキスト  パターンの検索」で説明されている追加の
オプションを使用してメタ値形式をエクスポートすることができます

設定 調査の［イベント］ビューの設定を表示します( ［プロファイル］ビューで
も設定可能です) 。これにより、［イベント］ビューから移動せずに調
査の設定を変更できます。［イベント］ビューで設定を変更すると、
［プロファイル］ビューでも設定が変更されます( 「［ナビゲート］ビューお
よび［イベント］ビューの構成」を参照してください) 。
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［ファイル］ビュー

注：このトピックに記載されている情報はRSA NetWitness® Platform バージョン11.1以降に適用され
ます。

［ファイル］ビューでは、導入環境に固有の実行可能ファイルのリストを表示できます。このビューにアクセ
スするには、［調査］＞［ファイル］に移動します。デフォルトで、［ファイル］ビューには100個のファイルが表
示されます。それ以上のファイルを表示するには、ページの下部にある［さらに読み込み］をクリックしま
す。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する
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ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター RAWイベントとメタデータを
分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1) *

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンター ホストの属性とグローバル 
ファイルをエクスポートする* 

ファイルの調査

*このタスクは現在のビューで実行できます

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ホストとファイルの調査

簡単な説明

以下は、［ファイル］ビューの例です。

1 ［フィルタの追加］ドロップダウン メニュー。オペレーティング システム( Windows、Linux、または
Mac) または保存されたフィルタを選択するか、［フィルタの追加］ドロップダウン メニューでオプ
ションを選択して、ファイルをフィルタできます。詳細については、「ファイルのフィルタ」を参照して
ください。

2 ［保存されたフィルタ］。  ［保存されたフィルタ］パネルには、保存済みのフィルタが一覧表示さ
れます。詳細については、「ファイルのフィルタ」を参照してください。
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3 ソート列  リストを以下でソートできます。

ファイル名：ファイルの名前。

初回確認時刻：ハッシュがホストで初めて確認された時刻。

署名：ファイルが署名されているかどうかと、有効か無効かを示し、署名情報を提供します。

サイズ：ファイルのサイズ。

エントロピー：コンテンツが圧縮または暗号化されているかどうかを判断します。

形式：ファイルの形式。Windows( PE) 、Linux( ELFとスクリプト ) 、Mac( Macho) 。
PE.Resources.Company：会社名。

注：列のソートでは大文字と小文字が区別されます。数字、大文字、小文字の順にソート
されます。

4 ［設定］メニュー。  ［設定］メニューから列を選択して［ファイル］ビューの環境設定を設定できま
す。詳細については、「ファイル環境設定の設定」を参照してください。

5 ［CSVにエクスポート］：グローバル ファイルをCSVファイルに抽出します。詳細については、「ファ
イルの調査」を参照してください。

6 ［ナビゲート］ビューと［イベント分析］ビューへの移動。  特定のファイル名またはハッシュ
( SHA256とMD5) を調査するには、［ナビゲート］ビューまたは［イベント分析］ビューに移動しま
す。詳細については、「［ナビゲート］ビューと［イベント分析］ビューへの移行」を参照してくださ
い。
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［調査］ダイアログ

［調査］ダイアログでは、アナリストは調査するサービスまたはコレクションを選択できます。このダイアログ
は、最初に［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューに移動したときに、調査するデフォルト  サービスを
選択していない場合に自動的に表示されます。現在の調査からこのダイアログにアクセスするには、
ツールバーで現在のサービス名を選択します。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータ
を分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する
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ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンター 調査するサービスを選択
する*

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

 
*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ［ナビゲート］ビュー

 l ［イベント］ビュー

簡単な説明
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［調査］ダイアログには ［サービス］と［収集］の2つのタブがあります。

注：収集は、Workbenchコレクションと呼ばれることもあります。表示できるのは、自分が作成した
Workbenchコレクションだけです。また、Workbenchコレクションを作成できるのは管理者だけです。

［サービス］タブには、調査で使用可能なサービスのリストと3つのボタンがあります。次の表で、すべての
機能について説明します。

機能 説明

デフォルト  サービス このボタンをクリックすると、調査するデフォルト  サービスが設定またはクリアされま
す。サービスがデフォルト  サービスとして設定されると、サービス名に「( デフォル
ト ) 」という表記が追加されます。

名前 サービスの名前です。

アドレス サービスのIPアドレス。

タイプ サービスのタイプ。

キャンセル ダイアログを閉じます。

ナビゲート 選択したサービスを［ナビゲート］または［イベント］ビューで開きます。

［収集］タブには2つのボタンと、［Workbench］と［収集］の2つのパネルがあります。

［Workbench］パネルには、使用可能なWorkbenchサービスの名前がリストされます。Workbenchサービス
を選択すると、［収集］パネルから収集を選択できます。

［収集］パネルには、調査する使用可能な収集がリストされます。収集を選択すると、［ナビゲート］をク
リックして収集を表示できます。

次の表は、［収集］パネルの機能について説明しています。

機能 説明

名前 収集の名前。

タイプ 収集のタイプ。

サイズ 収集のサイズ。

データ タイプ 収集内のデータのタイプ。

作成日 収集が作成された日付。
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［調査］タブ：［ユーザ環境設定］パネル

［プロファイル］ビュー＞［環境設定］パネル＞［調査］タブで、NetWitness Investigateでのデータの分析、
イベントの表示、イベントの再構築時のNetWitness Platformのパフォーマンスと動作に影響を与える、

いくつかの環境設定を行うことができます。このタブにアクセスするには、 ＞ を選択します。
［プロファイル］ビューが表示されたら、［環境設定］＞［調査］を選択します。ユーザ環境設定は、
NetWitness Platformで作業しているときにいつでも変更できます。

実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター 調査のユーザ環境設定の
表示および変更*

［ナビゲート］ビューおよび［イベント］ビューの構成

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ［ナビゲート］ビュー

 l ［イベント］ビュー

簡単な説明

この図は、［調査］タブの例です。次の表では、調査に影響する環境設定について説明します。バー
ジョン11.1と11.2で検索設定に若干の違いがあり、これらは「テキスト  パターンの検索」で説明されていま
す。
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機能 説明

閾値 この設定は、［ナビゲート］ビューでのロード中にメタ キー値に表示されるカウントを制御し
ます。閾値を高くすると、計算値が正確になります。ただし、閾値を高くすると、ロードに
かかる時間が長くなります。閾値に達すると、NetWitness Platformは、計算値とその計算
値に達するまでにかかった時間のパーセンテージ( その値ですべてのセッションをロードする
ために必要な時間と比較したパーセンテージ) を表示します。
たとえば、( >100000 - 18%) と表示された場合、閾値が100000に設定され、閾値が設定
されていない場合にロードにかかると想定された時間の18%しかロードの時間がかからな
かったことを意味します。デフォルト値は100000です。

結果の
最大数

この設定は、［ナビゲート］ビューで開いているメタ キーについて、［メタ キー］メニューで［最
大まで表示］を選択した場合にロードする値の最大数を制御します。デフォルト値は
1000です。

最大セッ
ション エ
クスポー
ト

この設定で、エクスポート可能なセッションの最大数を制御します。デフォルト値は100000
です。

ログ 
ビューの
最大文
字数                      

この設定は、［調査］＞［イベント］＞［ログ テキスト］に表示するログ テキストの最大文字
数を制御します。デフォルト値は1000です。
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機能 説明

ログのエ
クスポー
ト形式

この設定は、［調査］からログをエクスポートするためのデフォルトの形式を指定します。使
用可能なオプションは、テキスト、XML、CSV、JSONです。ログ エクスポート形式のデ
フォルト設定はありません。ここで形式を選択しない場合、ログのエクスポートを呼び出す
ときに、NetWitness Platformで選択のダイアログが表示されます。［ログのエクスポート形
式］ドロップダウン メニューから1つのオプションを選択し、［適用］をクリックすると、設定がす
ぐに反映されます。

メタのエ
クスポー
ト形式

この設定は、［調査］からメタ値をエクスポートするためのデフォルトの形式を指定します。  
使用可能なオプションは、テキスト、XML、CSV、JSONです。メタ エクスポート形式の の
デフォルト設定はありません。ここで形式を選択しない場合、  メタのエクスポートを呼び出
すときに、NetWitness Platformで選択のダイアログが表示されます。  ［メタのエクスポート
形式］ドロップダウン メニューからオプションを1つ選択し、［適用］をクリックすると、設定が
すぐに反映されます。  

デバイス
ごとの
ローカル 
キャッシュ
を使用

 

デバッグ
情報の
表示

このオプションが選択されている場合、NetWitness Platformはwhere句を［ナビゲート］
ビューの階層リンクの下に表示します。ロードされるメタ値ごとに、ロード時間が表示され
ます。サービスがBrokerの場合は、各集計サービスでの経過時間が報告されます。デフォ
ルト値はオフです。

イベント  
パネルに
イベント
を追加

このオプションを選択すると、［イベント］パネルに表示されるイベントは、現在表示されて
いるイベントを上書きするのではなく、段階的に追加されます。                          次のページ アイコンをク
リックするたびに、1～25、次が1～50、その次が1～75などのように前のイベントに追加のイ
ベントが付加されます。                          

注：このオプションは、［調査ページのロードを最適化］オプションが有効な場合にのみ
使用できます。

  

値の自
動ロード

このオプションが選択されている場合、［ナビゲート］ビューでサービス値が自動的にロード
されます。選択されていない場合、NetWitness Platformには［値のロード］ボタンが表示さ
れ、値をロードする前に表示オプションを変更できるようになります。デフォルト値はオフで
す。

完了した
PCAPの
ダウン
ロード

この設定は、抽出されたPCAPのダウンロードを自動化します。これにより、PCAPファイル
をダウンロードしてPCAP形式のデータを扱えるアプリケーション( Wiresharkなど) で開くまで
の操作を手動で実行する必要がなくなります。

Live 
Connect：
リスクの
ある値を
ハイライ
ト表示
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機能 説明

調査
ページの
ロードを
最適化

［イベント］ビューでイベントを取得する方法を制御します。この設定はオプションで、デフォ
ルトで有効( オン) に設定されています。最適化した場合には、［イベント］ビューでの結果
の取得が最大限、高速になります。ただし、イベント  リストが複数ページで構成される場
合のページ移動機能が無効になります。このボックスをオフにすると、イベント  リストのペー
ジ移動機能が有効になり、リストの特定のページ( または最後のページ) に移動できるよう
になります。複数ページのイベント  リストで任意のページに移動できるようにするため、
ロード時にはイベントをあらかじめ処理しておく必要があります。このため、追加のオーバー
ヘッドが生じ、結果の取得に時間がかかるようになります。

デフォル
ト  セッ
ション表
示

この設定では、セッションの再構築を表示する時のデフォルトの再構築のタイプを選択し
ます。デフォルトでは、そのイベントに最適な再構築タイプでイベントが再構築されます。

Web
ビューの
CSS再
構築を
有効化

この設定では、Webコンテンツの再構築の実行方法が制御されます。有効化すると、
Webの再構築にカスケード  スタイル シート ( CSS) とイメージが含まれるようになり、再構築
の表示と元のWebブラウザの表示が一致するようになります。これには、関連するイベント
のスキャンと再構築、ターゲット  イベントで使用されるスタイル シートとイメージの検索が含
まれます。このオプションは、デフォルトで有効化されています。特定のWebサイトの表示
で問題がある場合は、このオプションの選択を解除します。

注：関連するイメージとスタイル シートが見つからないかWebブラウザのキャッシュにロー
ドされていない場合は、再構築されたコンテンツの外観が元のWebページと一致しない
場合があります。また、クライアント側のすべてのjavascriptがセキュリティ目的で削除さ
れるため、クライアント側のjavascriptを経由して動的に実行されるレイアウトまたはスタ
イルは、再構築では表示されません。

検索オプ
ション

この設定によりデフォルト検索オプションが設定されて、［ナビゲート］ビューおよび［イベン
ト］ビューでの検索に適用されます。詳細については、「テキスト  パターンの検索」を参照
してください。

適用 環境設定を保存すると、即座に反映されます。
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［調査］ビュー

［Investigate］ビュー( ［調査］) が、NetWitness Investigateへの最初のエントリー ポイントです。［調査］
ビューには6つのサブメニューがあり、それぞれ異なる視点からイベントを分析できるビューを開きます。サ
ブメニューは ［ナビゲート］、［イベント］、［イベント分析］、［ホスト］、［ファイル］、［ユーザ］、［Malware 
Analysis］です。

注：［イベント分析］、［ホスト］、［ファイル］サブメニューはバージョン11.1以降で使用できます。［ユー
ザ］メニューは、バージョン11.2以降で使用できます。表示されるサブメニューは、ユーザのロールと権
限によって決まります。

サブメニュー オプションを使用して、ビュー間を移動できます。

 l ［ナビゲート］ビュー、［イベント］ビュー、［イベント分析］ビューには相互リンクがあるので、現在の結果

をさまざまな視点から確認できます。これにより、ビューを切り替えるときの調査の継続性が保たれま

す。

 l ［ホスト］ビューと［ファイル］ビューでは、NetWitness Endpointが調査に組み込まれています。それぞ

れ、NetWitness Endpointエージェントがインストールされているすべてのホストと、導入環境で検出さ

れた固有の実行可能ファイルが表示されます。

 l ［ユーザ］ビューでは、NetWitness UEBAを使用して、エンタープライズ全体で危険なユーザの行動を

可視化できます。危険度の高いユーザのリストと、環境での危険な行動に関する上位の警告サマ

リーを表示します。ユーザまたは警告を選択すれば、危険な行動と発生したタイムラインの詳細を

表示できます。

 l ［Malware Analysis］ビューでは、その他のいずれかのビューで検出されたファイル、またはネットワーク 
トラフィックの継続的スキャンにより収集されたファイルをスキャンできます。

ワークフロー

以下のワークフローは、イベントを調査するための概要レベルのタスクを示しています。
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実行したいことは何ですか？

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する* ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータを
分析する*

［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1) *

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファイ
ルを探す( バージョン11.1) *

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す*

Malware Analysisの実施

*このタスクは現在のビューで実行できます。
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関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l 調査の開始

 l NetWitnessの［調査］ビューおよび環境設定の構成

 l ［ナビゲート］ビュー

 l ［イベント］ビュー

 l ［イベント分析］ビュー

 l ［ホスト］ビュー

 l ［ファイル］ビュー

 l ［Malware Analysis］ビュー

 l NetWitness UEBAユーザ ガイド

簡単な説明

［調査］ビューを構成する6つのビューは、それぞれ異なるデータ分析方法を表しています。デフォルトで
は、［調査］では［ナビゲート］ビューが開きます。デフォルト  ビューをその他のビューに変更できます。各
ビューの使用法については、「NetWitness Investigateの仕組み」を参照してください。次の図は［調査］
のサブメニューを示します。
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［ホスト］ビュー

注：このトピックに記載されている情報はRSA NetWitness® Platform バージョン11.1以降に適用され
ます。

NetWitnessの[調査]の[ホスト］ビューには、Endpointエージェントがインストールされているすべてのホスト
が一覧表示されます。次の表に、ホストについて表示されるデフォルトの列を示します。このビューは、
ホストの環境設定でカスタマイズできます。このビューにアクセスするには、［調査］＞［ホスト］に移動し
ます。

ワークフロー

次の図は、調査のワークフローの概要を示しています。「エンドポイント  タスクの調査」がハイライト表示
されています。

実行したいことは何ですか？

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する
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ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータを
分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1) *

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンター ホストの属性とグローバル 
ファイルをエクスポートする* 

ホストの調査

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ホストとファイルの調査

 l ［ホスト］ビュー：［概要］タブ

 l ［ホスト］ビュー：［プロセス］タブ

 l ［ホスト］ビュー：［Autorun］タブ

 l ［ホスト］ビュー：［ファイル］タブ

 l ［ホスト］ビュー：［ドライバ］タブ

 l ［ホスト］ビュー：［ライブラリ］タブ

 l ［ホスト］ビュー：［システム情報］タブ

簡単な説明

［ホスト］ビューでは、ホスト属性とグローバル ファイルのエクスポート、オン デマンド  スキャンの実行、ホス
ト環境設定の設定、ホスト一覧の参照、［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューでの調査が可能で
す。

以下は、［ホスト］ビューの例です。
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1 ［フィルタの追加］ドロップダウン メニュー。オペレーティング システム( Windows、Linux、または
Mac) または保存されたフィルタを選択するか、［フィルタの追加］ドロップダウン メニューでオプショ
ンを選択して、ホストをフィルタできます。詳細については、「ホストのフィルタ」を参照してくださ
い。

2 ［保存されたフィルタ］。  ［保存されたフィルタ］パネルには、保存済みのフィルタが一覧表示され
ます。詳細については、「ホストのフィルタ」を参照してください。

3 列のソート。列をソートすることができます。

注：列のソートでは大文字と小文字が区別されます。数字、大文字、小文字の順にソート
されます。
［エージェント  スキャン ステータス］フィールドと［エージェント最終確認時間］フィールドでソート
しても正しい順序で表示されません。

 

4 ツールバーのアクション：
［スキャン開始］：選択したホストのスキャンを開始します。
［スキャン停止］：選択したホストのスキャンを停止します。  
［CSVにエクスポート］：ホスト属性をCSVファイルに抽出します。詳細については、「ホスト属性
のエクスポート」を参照してください。
［エンドポイントに移行］：NetWitness Endpointのホストを調査できます( バージョン4.4.0.2または
それ以降) 。詳細については、「NetWitness Endpoint 4.4.0.2以降のホストの調査」を参照してく
ださい。
［削除］：ユーザ インタフェースからホストを手動で削除できます。削除後は、Endpoint Serverは
そのホストからのリクエストを処理しません。

注：ユーザ インタフェースから削除する前に、エージェントがホストからアンインストールされてい
ることを確認してください。詳細については、「ホストの削除」を参照してください。

5 ［設定］メニュー。  ［設定］メニューで列を選択して［ホスト］ビューの環境設定を設定できます。
詳細については「ホスト環境設定の設定」を参照してください。

6 ［ナビゲート］ビューと［イベント分析］ビューへの移動。特定のホスト、IPアドレス、またはユーザ
名を調査するには、［ナビゲート］ビューか［イベント分析］ビューに移動します。詳細について
は、「［ナビゲート］ビューと［イベント分析］ビューへの移行」を参照してください。
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［ホスト］ビュー：［Autorun］タブ

注：このトピックに記載されている情報はRSA NetWitness® Platform バージョン11.1以降に適用され
ます。

［Autorun］パネルでは、ホストで実行されているAutorun、サービス、タスク、cronジョブが一覧表示されま
す。このタブにアクセスするには、［ホスト］ビューからホストを選択して、［Autorun］タブをクリックします。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザの

ロール
実行したいこと 手順

脅威ハン
ター

イベント  メタデータを参照する ［ナビゲート］または［イベント］
ビューで調査を開始する

脅威ハン
ター

RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］
ビューで調査を開始する
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ユーザの

ロール
実行したいこと 手順

脅威ハン
ター

RAWイベントとメタデータを分析する ［イベント分析］ビューで調査を開
始する

脅威ハン
ター

エンドポイントを調査する( バージョン11.1) * ホストの調査

脅威ハン
ター

不審なエンドポイント  ファイルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハン
ター

ファイルとイベントをスキャンしてマルウェアを探す Malware Analysisの実施

インシデント
対応者

調査でインシデントを優先順位付けする NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハン
ター

ホストで実行されているAutorun、サービス、タス
ク、cronジョブを表示する*[65]

Autorunの分析

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ホストとファイルの調査

 l ［ホスト］ビュー

簡単な説明

以下は、［Autorun］タブの例です。
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カテゴリ 説明

Autorun 起動時に実行されるファイル。次の列が表示されます。   

 l ファイル名：cmd.exe

 l レジストリ パス：HKEY_LOCAL_
MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot 
@AlternateShell

サービス 選択したホストでサービスとして実行されているファイル。次の列が表示されます。

 l サービス名：acsock

 l 実行ステータス：stopped

 l ファイル作成日時：07/11/2017 11:47:00 am

 l 署名：Microsoft, signed, valid

 l ファイル パス：C:\Windows\System32\drivers

タスク/Cron
ジョブ

スケジュール タスクとして実行するように構成されたファイルとそのトリガー。次の列が表
示されます。

 l 名前：shell32.dll

 l ハッシュ：
cafa6e7b6a9220e7c805ea476a89a78800f48bb48c66fe5f935057940df3909c

 l 前回の実行時間：01/19/2018 05:34:50 pm

 l 次回の実行日時：12/30/1899 05:30:00 am

 l トリガー：No Trigger

［Autorunプロパティ］パネル

このパネルには、選択したファイルのすべてのプロパティが表示されます。これは、次のようにグループ化さ
れます。

カテゴリ 説明

署名 署名についての情報。

ハッシュ ファイルのハッシュ タイプ( MD5、SHA256、SHA1) 。

時間 ファイルが作成、変更、またはアクセスされた日時。

場所 ファイルの場所。

イメージ イメージのロード
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［ホスト］ビュー：［ドライバ］タブ

注：このトピックに記載されている情報はRSA NetWitness® Platform バージョン11.1以降に適用され
ます。

［ドライバ］タブでは、スキャン時にホストで実行されていたドライバが一覧表示されます。このタブにアク
セスするには、［ホスト］ビューからホストを選択して、［ドライバ］タブをクリックします。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザのロー

ル
実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調
査を開始する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調
査を開始する
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ユーザのロー

ル
実行したいこと 手順

脅威ハンター RAWイベントとメタデータを分析する ［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター エンドポイントを調査する( バージョン
11.1) *

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファイルを探す
( バージョン11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャンしてマルウェ
アを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対
応者

調査でインシデントを優先順位付けす
る

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンター ホストで実行されているドライバを表示
する* 

ホストの調査

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ホストとファイルの調査

 l ［ホスト］ビュー

簡単な説明

以下は、［ドライバ］タブの例です。
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フィールド 説明

ファイル名 ファイルの名前。例： acpi.sys

署名  ファイルが署名されているかどうかと、有効か無効かを示し、署名情報を提供しま
す。

パス ファイルのパス。例：C:\Windows\System32\drivers。

ファイル作成時
間

ファイルが作成された日時。

［ドライバ プロパティ］パネル

このパネルには、選択したファイルのすべてのプロパティが表示されます。これは、次のようにグループ化さ
れます。

カテゴリ 説明

全般  ファイル名、エントロピー、サイズ、形式など、ファイルに関する全般情報。

署名 署名についての情報。

ハッシュ ファイルのハッシュ タイプ( MD5、SHA256、SHA1) 。

時間 ファイルが作成、変更、またはアクセスされた日時。

場所 ファイルの場所。

イメージ ロードされたイメージ。
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［ホスト］ビュー：［ファイル］タブ

注：このトピックに記載されている情報はRSA NetWitness® Platform バージョン11.1以降に適用され
ます。

［ファイル］タブには、ホストでスキャンされたすべてのファイルが表示されます。このタブにアクセスするに
は、［ホスト］ビューからホストを選択し、［ファイル］タブをクリックします。デフォルトでは、100個のファイル
が表示されます。それ以上のファイルを表示するには、ページの下部にある［さらに読み込み］をクリック
します。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する
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ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター RAWイベントとメタデータを
分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1) *

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンター ホストでスキャンされたファ
イルを表示する*

ファイルの分析

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ホストとファイルの調査

 l ［ホスト］ビュー

簡単な説明

以下は、［ファイル］タブの例です。
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フィールド 説明  

ファイル名 ファイルの名前。例：7-zip.dll。

エントロピー PEヘッダーを除く、イメージ データのエントロピー。コンテンツがパック化( 圧縮また
は暗号化) されているかどうかを判断します。

サイズ ファイルのサイズ。ファイルを評価するときのインジケータにもなります。

パス ファイルのパス。マルウェアの作成者はマルウェア ファイルを、通常はそのようなファ
イルがないディレクトリに配置することがあります。悪意のあるファイルは、正当な
フォルダにある一連のファイル( たとえば、C:\Program Files\<folder 
name>\にある複数のファイル) ではなく、通常はスタンドアロン ファイルです( たと
えば、ルートのC:\ProgramDataにある1つのファイル) 。

署名 ファイルが署名されているかどうかと、有効か無効かを示し、署名情報を提供し
ます。

作成日時 ファイルのタイム スタンプ。

ユーザ名 ファイルのユーザ( Linuxの場合) 。例：root。

グループ名 ユーザが所属するグループ( Linuxの場合) 。例：root (0)。

［ファイル プロパティ］パネル

このパネルには、選択したファイルのすべてのプロパティが表示されます。これは、次のようにグループ化さ
れます。

カテゴリ 説明

全般  ファイル名、エントロピー、サイズ、形式など、ファイルに関する全般情報。

署名 署名についての情報。

ハッシュ ファイルのハッシュ タイプ( MD5、SHA256、SHA1) 。

時間 ファイルが作成、変更、またはアクセスされた日時。

場所 ファイルの場所。
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［ホスト］ビュー：［ライブラリ］タブ

注：このトピックに記載されている情報はRSA NetWitness® Platform バージョン11.1以降に適用され
ます。

［ライブラリ］タブでは、スキャン時にロードされていたライブラリが一覧表示されます。このタブにアクセス
するには、［ホスト］ビューからホストを選択して、［ライブラリ］タブをクリックします。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータを
分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する
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ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1) *

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンター ロードされているライブラリ
を表示する*

ライブラリの分析

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ホストとファイルの調査

 l ［ホスト］ビュー

簡単な説明

以下は、[ライブラリ]タブの例です。

フィールド 説明

プロセス コンテ
キスト

メモリ内にライブラリをロードしたプロセスの名前とPID。例：explorer.exe: 1916。

359 Investigateの参考情報



NetWitness Investigateユーザガイド

フィールド 説明

ファイル名 ファイルの名前。例：7-zip.dll。

署名 ファイルが署名されているかどうかと、有効か無効かを示し、署名情報を提供しま
す。例：signed, valid。

ファイル パス ファイルのパス。例：C:\Program Files\7-Zip。

ハッシュ ファイルのSHA256。例：
c3bb3b42dcdf80446c622219513070757e618c06afd9ee0ac37cbce5befcb897
。

ファイル作成
時間

ファイルが作成された日時。

最新更新時
刻

ファイルが最後に更新された時刻。

［ライブラリ プロパティ］パネル

このパネルには、選択したファイルのすべてのプロパティが表示されます。これは、次のようにグループ化さ
れます。

カテゴリ 説明

全般  ファイル名、エントロピー、サイズ、形式など、ファイルに関する全般情報。

署名 署名についての情報。

ハッシュ ファイルのハッシュ タイプ( MD5、SHA256、SHA1) 。

時間 ファイルが作成、変更、またはアクセスされた日時。

場所 ファイルの場所。

プロセス イメージ サイズやPIDなどのプロセスの詳細。
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［ホスト］ビュー：［概要］タブ

注：このトピックに記載されている情報はRSA NetWitness® Platform バージョン11.1以降に適用され
ます。

［概要］タブでは、選択したホストの詳細なスキャン結果を確認できます。デフォルトでは、最新のスキャ
ン結果が表示されます。このビューにアクセスするには、［調査］＞［ホスト］に移動し、［ホスト］ビューか
らホストを選択します。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザのロー

ル
実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調
査を開始する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調
査を開始する
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ユーザのロー

ル
実行したいこと 手順

脅威ハンター RAWイベントとメタデータを分析する ［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター エンドポイントを調査する( バージョン
11.1) *

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファイルを探す
( バージョン11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャンしてマルウェ
アを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対
応者

調査でインシデントを優先順位付けす
る

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンター ホストのサマリを表示する* ホストの調査

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ホストとファイルの調査

 l ［ホスト］ビュー

簡単な説明

以下は、［概要］タブの例です。

1 ［エージェントとスキャンの詳細］：選択したホストのエージェントとスキャンについて次の詳細を確
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認できます。

［ホスト名］：ホストの名前。例：WIN-ABC。
［オペレーティング システム］：エージェントが実行されているオペレーティング システム( Linux、
Windows、Mac) 。
［エージェント  スキャン ステータス］：スキャンの現在のステータス。アイドル状態、スキャン中、ス
キャンの開始中、またはスキャンの停止中。詳細については、「ホストの調査」を参照してくださ
い。

［エージェント最終確認時間］：エージェントが最後にサーバと通信した日時。

［最後のスキャン時間］：エージェントが最後にスキャンされた日時。日付と時刻はユーザ環境設
定で設定されたタイム ゾーンに基づいており、サーバのローカル日時です。

［エージェント  バージョン］：エージェントのバージョン。例：11.1.0.0。

2 ツールバーのアクション：
［スナップショット時間］：スキャンのタイム スタンプを一覧表示します。スキャン履歴を表示する
には、ドロップダウン メニューからスナップショット時間を選択します。  
［スキャン開始］：選択したホストのスキャンを開始します。詳細については、「ホストの調査」を
参照してください。
［CSVにエクスポート］：ホスト属性をCSVファイルに抽出します。詳細については、「ホスト属性
のエクスポート」を参照してください。
［エンドポイントに移行］：NetWitness Endpointのホストを調査できます( バージョン4.4.0.2または
それ以降) 。詳細については、「NetWitness Endpoint 4.4.0.2以降のホストの調査」を参照して
ください。
［JSONにエクスポート］：ホスト属性とエンドポイント  データを、選択したスナップショットのJSON
ファイルに抽出します。

3 スナップショットの検索。すべてのスナップショットを検索できます( ファイル名、ファイル パス、
SHA-256チェックサム) 。詳細については、「スナップショットの検索」を参照してください。

4 選択したホストのサマリ。次のフィールドが表示されます。

［IPアドレス］：ホストに関連付けられているIPアドレス。例：10.10.10.3。

［ログイン ユーザ］：ホストにログインしているユーザ。例：abc。

［セキュリティ構成］：ホストのセキュリティ構成の詳細。たとえば、ファイアウォールが無効または
有効、スマート  スクリーン フィルタが無効または有効。このフィールドはWindowsとMacのみに適
用されます。

注：エージェント  バージョン、IPアドレス、ログイン ユーザ、セキュリティ構成は、スキャンごとに
異なります。

5 ［ホスト  プロパティ］パネル。選択したホストのすべてのプロパティが表示されます。これは、次の
ようにグループ化されます。  
［エージェント］：エージェント ID、ドライバのエラー コード、インストール時間、エージェント  モード
などのエージェント関連情報。

［オペレーティング システム］：オペレーティング システムのバージョンとビルド情報。

［ハードウェア］：アーキテクチャ関連の情報。

［ネットワーク インタフェース］：MACアドレスやゲートウェイなどのネットワーク アダプタの情報。

［ユーザ］：ユーザに関連する情報。

［ロケール］：ホストのローカル タイム ゾーンと言語。
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［ホスト］ビュー：［プロセス］タブ

注：このトピックに記載されている情報はRSA NetWitness® Platform バージョン11.1以降に適用され
ます。

［プロセス］パネルには、ホストで実行されているプロセスの一覧が表示されます。このタブにアクセスする
には、［ホスト］ビューからホストを選択して［プロセス］タブをクリックします。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザのロー

ル
実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調
査を開始する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調
査を開始する
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ユーザのロー

ル
実行したいこと 手順

脅威ハンター RAWイベントとメタデータを分析する ［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター エンドポイントを調査する( バージョン
11.1) *

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファイルを探す
( バージョン11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャンしてマルウェ
アを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対
応者

調査でインシデントを優先順位付けす
る

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンター ホストで実行されているプロセスを表示
する*

ホストの調査

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ホストとファイルの調査

 l ［ホスト］ビュー

簡単な説明

以下は、［プロセス］タブの例です。

［プロセス］パネルには、［プロセスの詳細］に次の情報が表示されます。
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フィールド 説明

プロセス名 プロセスの名前。例：server.exe。

PID プロセスID。例：492。

親プロセス
( PPID)

親の名前とプロセスID。例：4。

オーナー プロセスのオーナー。例：SYSTEM。

署名 ファイルが署名されているかどうかと、有効か無効かを示し、署名情報を提供しま
す。

パス プロセスと関連付けられたファイルのディスク上のパス。
例：C:\Windows\System32。

起動の引数  プロセスが起動したときに渡されるコマンドライン引数。例：-k 
LocalServiceNoNetwork。

作成時間 プロセスが作成された日時。例：01/19/2018 11:32:29.908 am。

 l DLL( Windows) 、Dylib( Mac) 、 .SO( Linux) などの、選択されたプロセスに対してロードされているラ

イブラリのリスト。

 l Autorunのリスト ( 構成されている場合) 。

［プロセスのプロパティ］パネル

このパネルには、選択したプロセスのすべてのプロパティが表示されます。これは、次のようにグループ化
されます。

カテゴリ 説明

全般  ファイル名、エントロピー、サイズ、形式など、ファイルに関する全般情報。

署名 署名についての情報。

ハッシュ ファイルのハッシュ タイプ( MD5、SHA1、SHA256) 。

時間 ファイルが作成、変更、またはアクセスされた日時。

場所 ファイルの場所。

プロセス イメージ サイズやPIDなどのプロセスの詳細。

イメージ プロセスがロードしたイメージの詳細。
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［ホスト］ビュー：［システム情報］タブ

注：このトピックに記載されている情報はRSA NetWitness® Platform バージョン11.1以降に適用され
ます。

［システム情報］タブでは、エージェントのシステム情報が一覧表示されます。このタブにアクセスするに
は、［ホスト］ビューからホストを選択して、［システム情報］タブをクリックします。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザのロー

ル
実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調
査を開始する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調
査を開始する
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ユーザのロー

ル
実行したいこと 手順

脅威ハンター RAWイベントとメタデータを分析する ［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター エンドポイントを調査する( バージョン
11.1) *

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファイルを探す
( バージョン11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャンしてマルウェ
アを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対
応者

調査でインシデントを優先順位付けす
る

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンター エージェントのシステム情報を表示する* システム情報の分析

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ホストとファイルの調査

 l ［ホスト］ビュー

簡単な説明

次は、［システム情報］タブの例です。

フィール

ド
説明

ホスト  
ファイル 
エントリー

ホスト  ファイルに書かれている、すべてのネットワーク リダイレクトです。たとえば、IPアドレ
ス：10.10.10.3とDNS
名：
localhost,localhost.localdomain,localhost4,localhost4.localdomain4
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フィール

ド
説明

ネットワー
ク共有

共有リソースのネットワーク名( Windowsのみ) 。たとえば、名前：Admin$、説明：Remote 
Admin、パス：C:\、権限：None、タイプ：disk, special、最大ユーザ
数：4294967295、現在のユーザ：0。

セキュリ
ティ製品  

インストールされているセキュリティ製品( Windowsのみ) 。たとえば、表示名：Windows 
Defender、インスタンス：D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46、機
能：Enabled、タイプ：antiVirus。

Windows
パッチ

Windows Updateにより適用されたパッチのリスト。例：KB2959936。

マウント  
パス

マウントされているパス。たとえば、パス： /、ファイル システム：rootfs、リモート  パ
ス：rootfs、オプション：rw。

Bashヒス
トリ

ユーザ名と実行されたコマンド。たとえば、ユーザ名：root 、コマンド：ls。

注：Macホストの場合、マウント  パスとBashヒストリ フィールドは空です。
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［Malware Analysis］ビュー

NetWitnessの[調査]の[Malware Analysis］ビューは、マルウェア解析を行うためのユーザ インタフェースを
提供します。［Malware Analysis］ビューは、カスタマイズ可能なダッシュボード形式になっており、最初
に表示されるデフォルトのダッシュボードは、ユーザのロール( 管理またはアナリスト ) とユーザが行ったカス
タマイズに基づいて設定されます。［Malware Analysis］ビューにアクセスすると、最初に［イベントのサマ
リ］ダッシュレットが表示されます。これ以外の追加のダッシュレットとして、イベントのさまざまなビューを表
示できます。各ビューを構成して、セキュリティ侵害インジケータを検索する際の表示をさらに調整する
こともできます。ダッシュボードで使用できるMalware Analysisダッシュレットは、［Malware Analysis］
ビューでも使用できます。

このビューにアクセスするには、［調査］＞［Malware Analysis］を選択します。デフォルトのサービスが選
択されていない場合は、［Malware Analysisサービスの選択］ダイアログが表示されます。サービスを選
択して、［常時スキャン モードの表示］をクリックします。

ワークフロー
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実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータ
を分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す*

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンター イベントとファイルをエクス
ポートする*

リスト  フォームでのスキャン ファイルおよびイベントの
調査

脅威ハンター 外部ルックアップを実行す
る*

イベントの詳細なマルウェア解析の表示

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ［ナビゲート］ビューからのMalware Analysisスキャンの起動

簡単な説明

以下は、［Malware Analysis］ビューの例です。
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［Malware Analysis］ビューは、［イベントのサマリ］パネルに加え、このビューに固有の4つのダッシュレット
から構成されます。どのダッシュレットにも同じ［オプション］ダイアログが備わっています。［監視］ビューの
［Malware Analysis］ダッシュレットも利用できます。「RSA NetWitness Platform向けのRSコンテンツA」ス
ペースの「Dashlets」のトピックを参照してください。

［イベントのサマリー］パネル

［イベントのサマリ］パネルでは、サービス、スキャン モード、時間範囲を選択できます。また、データ ポイ
ントを選択して、それに関連づけられたイベントを表示することもできます。

次の表に、［イベントのサマリ］パネルのすべての機能とその説明を示します。

機能 説明

表示するサービスを選択します。

スキャン 
モード

使用可能なスキャン モードのドロップダウン リストを表示します。

時間範囲 イベントを表示する時間範囲のドロップダウン リストを表示します。

開始日 ［時間範囲］が「カスタム」に設定されている場合に、時間範囲の開始日を選択するた
めのカレンダーを表示します。

終了日 ［時間範囲］が「カスタム」に設定されている場合に、時間範囲の終了日を選択するた
めのカレンダーを表示します。

ビューに追加できるダッシュレットのドロップダウン リストを表示します。
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機能 説明

このビューで実行できるアクションのドロップダウン リストを表示します。

 l デフォルトの構成をリストア

 l ダッシュレットの整列

 l 閾値フィルタの適用

［Malware Analysis］ビューの表示を更新します。

［オプション］ダイアログ

［オプション］ダイアログでは、ダッシュレットに表示する結果をカスタマイズできます。このダイアログにアク

セスするには、各ダッシュレットの右上隅の アイコンをクリックします。次の表に、［オプション］ダイアロ
グの機能とその説明を示します。

機能 説明

タイトル 表示されたデータが高確率フラグの付いたイベントに制限されているかどうかを
示します。データが制限されていない場合、この行は表示されません。

高確率フラグのみ 表示されたデータが高確率フラグの付いたイベントに制限されていることを示しま
す。

静的、ネットワー
ク、コミュニティ、サ
ンドボックス

スコア モジュールのスコアに基づいて結果をフィルタできます。

キャンセル 変更を保存せずにダイアログを閉じます。

適用 ダッシュレットに変更をただちに適用して、ダイアログを閉じます。

メタの内訳

メタの内訳には、円グラフ形式でイベントが表示されます。各スライスは、指定されたメタ キーのメタ値
を表します。チャートにレンダリングするメタ キーとそのキーのメタ値の数を選択できます。イベント数が一
番多いメタ値から始まります。スライスの上にマウス ポインタを移動すると、イベント数が表示されます。
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次の表に、［メタの内訳］ダッシュレットのオプションとその説明を示します。

機能 説明

高確率のみ 表示されたデータが高確率フラグの付いたイベントに制限されているかどうかを
示します。データが制限されていない場合、この行は表示されません。

メタ キー 使用可能なメタ キーのドロップダウン リスト。

件数 上位何件の結果を表示するかを指定するドロップダウン リスト。

メタ ツリーマップ

メタ ツリーマップには、ヒート  マップ形式でイベントが表示されます。チャートにレンダリングするメタ キーと
そのキーのメタ値の数を選択できます。イベント数が一番多いメタ値から始まります。さらに、イベントの
メタ値を検出したモジュール( 静的、ネットワーク、コミュニティ、サンドボックス) を選択することもできま
す。
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次の表に、［メタ ツリーマップ］ダッシュレットのオプションとその説明を示します。

機能 説明

高確率のみ 結果が高確率フラグの付いたイベントに制限されているかどうかを示します。結
果が制限されていない場合、この行は表示されません。

メタ キー フィルタとして選択できるメタ キーのドロップダウン リスト。

件数 上位何件の結果を表示するかを指定するドロップダウン リスト。

モジュール どのモジュールから結果を取得するかを指定するドロップダウン リスト。

値 結果の上にカーソルを置いたときに表示される情報を指定するドロップダウン リ
スト ( 平均スコアなど) 。

スコア ホイール

スコア ホイールには、イベントが同心円のリングとして表示されます。色は、セキュリティ侵害インジケー
タおよびスコア モジュールに基づいたイベントのスコアを表します。上下の矢印を使用してリングの位置
を変更して、あるスコア モジュールで検出( 赤で表示) されたイベントで、他のスコア モジュールでは検
出されなかったイベントを強調して表示することができます。
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次の表に、［スコア ホイール］ダッシュレットの機能とその説明を示します。

機能 説明

高確率のみ 結果が高確率フラグの付いたイベントに制限されているかどうかを示します。結
果が制限されていない場合、この行は表示されません。

モジュールの順序
グリッド

スコア ホイールにおけるリングの順序を表示します。リング1は最も内側のリング、
リング4は最も外側のリングです。［上へ］ボタンと［下へ］ボタンをクリックしてモ
ジュールの順序を変更し、［更新］をクリックして変更を適用できます。

イベント  タイムライン

イベント  タイムラインでは、発生時刻順に並べられたイベントが棒グラフに表示されます。クリックしてド
ラッグすることによってグラフ内の時間範囲を選択すると、その時間範囲が拡大されます。
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次の表に、［イベント  タイムライン］ダッシュレットの機能とその説明を示します。

機能 説明

高確率のみ 結果が高確率フラグの付いたイベントに制限されているかどうかを示します。結
果が制限されていない場合、この行は表示されません。

イベントの表示 ［調査］＞［イベント］ビューが表示されます。
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Malware Analysisのイベント  リストとファイル リスト

Malware Analysisのイベント  リストとファイル リストには、イベントまたはファイルの詳細情報が表示され
ます。どちらかのリストでイベントまたはファイルをダブル クリックすると、新しいブラウザ タブに［解析結果］
ビューが表示されます。

このビューにアクセスするには［調査］＞［Malware Analysis］＞［Malware Analysisサービスの選択］ダ
イアログに移動します。左側のパネルからサービスを選択し、右側のパネルからジョブを選択して［スキャ
ンの表示］をクリックします。[イベントのサマリ]ビューで、次のいずれかを実行します。

 l ［合計］パネルまたは［高確率］パネルで、［作成されたイベント］セクションに表示されている数をク

リックします。

 l ファイル リストを表示するには、［処理されたファイル］セクションに表示されている数をクリックします。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する
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ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータ
を分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す*

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンター イベントとファイルをエクス
ポートする*

リスト  フォームでのスキャン ファイルおよびイベントの
調査

脅威ハンター 外部ルックアップを実行す
る*

イベントの詳細なマルウェア解析の表示

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

簡単な説明

これは［イベント  リスト］ビューの表示例です。
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これは［ファイル リスト］ビューの表示例です。
 

これらは、［イベント  リスト］ツールバーの機能です。［ファイル リスト］ツールバーは同じですが、イベントを
削除するオプションがありません。
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機能 説明

サマリに戻る ［イベントのサマリ］に戻ります。

イベントの削除 現在のイベント  リストから選択したイベントを削除します。

ファイルのダウンロード ［マルウェア ファイルのダウンロード］ダイアログが表示されま
す。使用可能なファイルは、ここからダウンロードできます。

ドロップダウン メニューが表示されます。リストのソート方法をこ
こで選択できます。ソートのオプションは次のとおりです。

 l 高確率

 l 静的

 l ネットワーク

 l コミュニティ

 l サンドボックス

 l アンチ ウィルス

 l ファイル名

 l ファイル タイプ

 l ハッシュ

 l アーカイブされた日時

 l サイズ
 このドロップダウンのすぐ右にあるボタンは、リストが昇順値で
ソートされるか、降順値でソートされるかを示します。

ドロップダウン メニューが表示されます。セカンダリのソート順
序をここで選択できます。このメニューには［NetWitness 
Platformなし］もあります。セカンダリのソート順序を選択する
必要がない場合に選択します。

ドロップダウン ウィンドウが表示されます。ここで、リストをファイ
ル名またはMD5ハッシュでフィルタできます。

イベント  リストには、次の機能があります。

機能 説明

イベントが高確率フラグに影響されるかどうかを示します。

静的、ネットワーク、コミュニティ、サン
ドボックス

各スコアリング モジュールのスコアを表示します。

アンチ ウィルス このイベントが疑わしいものとしてAVフラグが設定されている
かどうかを示します。
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機能 説明

イベントがカスタマイズされたルールに影響されるかどうかを示
します。

アーカイブされた日時 イベントがアーカイブされた日時を表示します。

セッション日時 イベントのセッション時間を表示します。

ハッシュ値が信頼されるとしてマークされているかどうかを示し
ます。

ファイル数 イベントに含められるファイルの数を表示します。

ソース アドレス イベント  ソースのアドレスを表示します。

ID イベント  ソースのIDを表示します。

宛先アドレス イベンの宛先のアドレスを表示します。

宛先の国名 イベントの宛先の国を表示します。

エイリアス ホスト このエイリアスのホスト名を表示します。

イベント  タイプ イベントのタイプを表示します。手動アップロードなど。

サービス イベントが発生したサービスを表示します。

宛先の組織 宛先の組織を表示します。

ファイル リストのグリッドの機能は次のとおりです。

機能 説明

イベントが高確率フラグに影響されるかどうかを示します。

静的、ネットワーク、コミュニティ、サン
ドボックス

各スコアリング モジュールのスコアを表示します。

アンチ ウィルス このイベントが疑わしいものとしてAVフラグが設定されている
かどうかを示します。

ファイル名 ファイルの名前を表示します。

ファイル タイプ ファイルのタイプを表示します( PDFやx86 PEなど)

MD5ハッシュ MD5ハッシュを表示します。

ソース アドレス ファイル ソースのアドレスを表示します。

宛先アドレス ファイルの宛先のアドレスを表示します。

アーカイブされた日時 ファイルがアーカイブされた日時を表示します。

サイズ ファイルのサイズを示します。
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［列グループの管理］ダイアログ

列として表示するメタ、グリッド内の列の位置、列のデフォルトの幅を設定することにより、データの表示
方法をカスタマイズできます。［列グループの管理］ダイアログでは、特定のメタ キーを表示するよう、列
グループの追加、削除、インポート、エクスポート、編集を行うことができます。新規インストールでは、
OOTB( Out-of-the-Box) 列グループは［列グループの管理］ダイアログで使用可能です。OOTB列グルー
プは、識別のためにRSAのプレフィックスが付いており、複製できますが、編集または削除することはでき
ません。また、カスタム列グループを作成することもできます。

このダイアログにアクセスするには、［調査］＞［イベント］に移動し、［ビュー］ドロップダウン リストから［列
グループの管理］を選択します。［ビュー］オプションは、詳細ビュー、リスト  ビュー、ログ ビュー、現在選
択されている列グループなどの名前が付きます。
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ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータ
を分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す

Malware Analysisの実施
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ユーザのロール 実行したいこと 手順

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンター 列グループを構成する ［イベント］ビューでの列グループの管理

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ［イベント］ビュー

簡単な説明

［列グループの管理］ダイアログには、［グループ］と［設定］という2つのパネルがあります。

このダイアログの下部には、［閉じる］、［キャンセル］、［保存］、［保存して適用］という4つのボタンがあり
ます。次の表にこれらのボタンの説明を示します。
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機能 説明

閉じる 保存しないでダイアログを閉じます。

キャンセル 未保存の変更をすべて取り消します。

保存 ダイアログを閉じずに、すべての変更を適用します。

保存して適用 すべての変更を保存してただちに適用し、ダイアログを閉じます。

［グループ］パネル

左側のパネルは［グループ］パネルです。ここでは、列グループの追加、削除、インポート、エクスポートを
行うことができます。パネルの上部には、各種アクションを選択できるツールバーがあります。ツールバー
の下には、追加された列グループのリストが表示され、グループを選択できるようになっています。

次の表は、ツールバーで選択できるアクションを示しています。

ア

ク

ショ

ン

説明

列グループを追加します。このボタンをクリックすると、右側の［設定］パネルがハイライト表示さ
れます。［設定］パネルでは、列グループに名前をつけたり、メタ キーを追加または削除したりす
ることができます。グループを追加するには、少なくとも1個のメタ キーが必要です。

列グループを削除します。選択したグループが削除される前に、確認のダイアログが表示されま
す。

［列グループのインポート］ダイアログを表示します。このダイアログでは、アップロードするファイル
を選択できます。

選択されたグループをコンピューターにエクスポートします。

［設定］パネル

右側のパネルは［設定］パネルです。ここでは、列グループを作成して編集できます。このパネルには、
［名前］フィールド、ツールバー、グリッドがあります。

次の表で、［設定］パネルの各機能について説明します。

機能 説明

名前 選択した列グループの名前。

メタ キーのリストに新しい行を追加します。ここでは、ドロップダウン メニューを開
いて新しいメタ キーを選択できます。

選択されたメタ キーを削除します。削除する前に確認のダイアログを表示しま
す。
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機能 説明

リセット 列グループを前回保存された設定に戻します。

メタ キー 選択した列グループに追加されたメタ キーを一覧表示します。

表示名 ［イベント］ビューに表示されるメタ キーの名前を一覧表示します。

幅 各メタ キーの列の幅を指定します。幅には10～1000の値を設定できます。デ
フォルトの幅は100です。
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［デフォルトのメタ キーの管理］ダイアログ

［デフォルトのメタ キーの管理］ダイアログでは、アナリストが特定のサービスのナビゲート時に表示するメ
タ キーを指定できます。これにより必要なデータをさらに迅速に見つけることができ、関係のないメタ 
データはロードされません。このダイアログにアクセスするには、［ナビゲート］ビューのツールバーで、［メ
タ］＞［デフォルトのメタ キーの管理］を選択します。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータ
を分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する
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ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンター サービスのデフォルト  メタ 
キーの構成*

［ナビゲート］ビューでの結果のフィルタリング

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック
 l メタ グループの管理

 l メタ グループの管理

簡単な説明
次の図は、［デフォルトのメタ キーの管理］ダイアログを示します。これには、メタ キーのリスト、ツール
バー、［閉じる］ボタン、［適用］ボタンがあります。リストでは、デフォルトのメタ キーを表示、ソート、管
理できます。メタ キーをクリックしてドラッグすると、並べ替えることができます。次の表は、リストの列を説
明したものです。
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列 説明

メタ キー この列には、サービスで使用できるメタ キーが表示されます。バージョン11.1以
降では、デフォルトのメタ エンティティも含まれます。たとえば、[All Domain 
Keys］や［All Email Address Keys］などです。
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列 説明

表示 この列には、各メタ キーに割り当てられているビューのタイプが表示されます。
各行でビューをクリックすると、メタ キーを別のデフォルト  ビューに割り当てること
ができます。4つの表示タイプがあります。

 l ［自動］：サービス インデックス ファイルで指定されている、メタ キーのデフォル

トのビューに復元します。

 l ［折りたたみ表示］：このメタ キーの値はデフォルトでは折りたたみ表示され、

手動で展開することができます。

 l ［非表示］：これらのメタ キーはデフォルトでは非表示で、調査では一切表

示されません。

 l ［展開表示］：このメタ キーの値はデフォルトでは表示されます。

デフォルトのメタ キーを変更すると、インデックスなしのメタ キーを展開表示に

設定できません。メタ グループのデフォルト  ビューを展開表示に変更し、一

部のメタ キーがインデックスなしであった場合、インデックスなしのメタ キーは

自動的に自動に戻ります。したがって、メタ キーはインデックス付きである場

合にのみ自動的にロードされます。インデックスなしのメタ キーは手動で開く

まで折りたたみ表示になります。

次の表に、ツールバー オプションとボタンの説明を示します。

機能 説明

［アクション］メニューをクリックすると、すべてのメタ キーのデフォルト  ビューを変更
できます。4つの表示タイプがあります。

 l ［自動］：サービス インデックス ファイルで指定されている、メタ キーのデフォルト

のビューに復元します。

 l ［折りたたみ表示］：このメタ キーの値はデフォルトで折りたたまれています。

 l ［非表示］：このメタ キーの値はデフォルトで非表示になっています。

 l ［展開表示］：このメタ キーの値はデフォルトでは表示されます。

閉じる ダイアログを閉じます。保存していない変更はすべて失われます。

適用 変更を適用します。適用した変更はただちに有効になります。
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［メタ グループの管理］ダイアログ

新規インストールでは、OOTBメタ グループは［メタ グループの管理］ダイアログで使用できます。OOTB
メタ グループは、識別のためにRSAのプレフィックスが付いており、複製できますが、編集または削除す
ることはできません。［メタ グループの管理］ダイアログでは、メタ グループの追加、削除、インポート、エ
クスポートを行うことができます。

このダイアログにアクセスするには、［調査］＞［ナビゲート］ビューツールバーで、［メタ］＞［メタ グループの
管理］を選択します。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する
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ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター RAWイベントとメタデータ
を分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンター メタ グループの追加、編
集、削除*

メタ グループの管理

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック
 l ［ナビゲート］ビューでの結果のフィルタリング

 l NetWitness Investigateの仕組み

簡単な説明            
以下に、バージョン11.1のダイアログの例を示します。バージョン11.1では次の追加のOOTBメタ グループ
が使用可能です。RSA Endpoint Analysis、RSA Outbound HTTP、RSA Outbound SSL/TLS ［メタ グ
ループの管理］ダイアログには2つのパネルがあります。次の表は、ダイアログの下部にあるボタンについて
説明しています。
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機能 説明

閉じる ダイアログを閉じます。

キャンセル すべての変更をキャンセルします。

保存 すべての変更を保存します。

保存して適用 すべての変更を保存して、直ちに適用します。

［メタ グループ］パネルは［メタ グループの管理］ダイアログの左側にあります。このパネルではメタ グルー
プの追加、削除、インポート、エクスポートを行うことができます。

次の表は、［メタ グループ］パネルの機能を説明しています。
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機能 説明

［メタ グループの管理］ダイアログの右側にある［設定］パネルを使ってメタ グループを追加し
ます。

選択されたメタ グループを削除します。メタ グループが削除される前に、確認ダイアログが
表示されます。

［メタ グループのインポート］ダイアログを表示します。このダイアログではファイルのアップロー
ドを行うことができます。

選択したメタ グループをコンピューターにエクスポートします。

グループ
名

すべてのメタ グループの名前を一覧表示します。

［設定］パネルは［メタ グループの管理］ダイアログの右側にあります。このパネルではメタ グループの作
成と編集を行うことができます。［名前］フィールドの下にメタ キーのグリッドがあります。

次の表で、［設定］パネルの各機能について説明します。

機能 説明

名前 選択したメタ グループの名前を表示します。

［利用可能なメタ キー］ダイアログを表示します。このダイアログではグループに
追加するメタ キーを選択することができます。

選択されたメタ キーを削除します。

ドロップダウン メニューを表示します。このドロップダウン メニューを使うと、すべて
のメタ キーのビューを選択することができます。4つのオプションがあり、
defaultActionプロパティの値に対応しています。このプロパティは、サービス
のカスタム インデックス ファイルのキーを定義するために使用します。                          
 l ［非表示］：これらのメタ キーはデフォルトでは非表示で、調査では一切表示

されません。

 l ［展開表示］：このメタ キーの値はデフォルトでは表示されます。

 l ［折りたたみ表示］：このメタ キーの値はデフォルトでは折りたたみ表示され、

手動で展開することができます。

 l ［自動］：サービス インデックス ファイルで指定されている、メタ キーのデフォルト

のビューに復元します。

表示名 ［調査］ビューでキーに表示される名前を示します。サービスのカスタム インデック
ス ファイルで、キーのdescriptionプロパティにより定義されます。

キーの名前 サービスのカスタム インデックス ファイルで定義される、メタ キーのnameを示しま
す。
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機能 説明

ビュー メタ キーが設定されるビューを示します。次の手順によって変更できます。                          
 l すべてのメタ キーのビューを変更するには、［ビュー］列ヘッダーの［v］をクリック

して、ビューを選択します。

 l 個別のメタ キーのビューを変更するには、［ビュー］列で1つのメタ キーを選択

し、ドロップダウン メニューを開くと、すべての利用可能なビューが表示されま

す。

Investigateの参考情報 396



NetWitness Investigateユーザガイド

［プロファイルの管理］ダイアログ

プロファイルを使用すると、［ナビゲート］ビューおよび［イベント］ビューでカスタム ビューを設定することが
できます。新規インストールでは、OOTBプロファイルは［プロファイルの管理］ダイアログで使用できま
す。OOTBプロファイル グループは、識別のためにRSAのプレフィックスが付いており、複製できますが、
編集または削除することはできません。［プロファイルの管理］ダイアログでは、プロファイルを構成、追
加、削除、インポート、エクスポートできます。バージョン11.2以降では、プロファイル グループにプロファイ
ルをまとめることができます。

このダイアログにアクセスするには、［調査］＞［ナビゲート］または［イベント］ビューのツールバーで、［プロ
ファイル］＞［プロファイルの管理］を選択します。

実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータ
を分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンター ［ナビゲート］ビューまたは
［イベント］ビューのプロファ
イルの構成*

プロファイルを使用したカスタム ビューのカプセル化

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ［ナビゲート］ビュー

 l ［イベント］ビュー
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簡単な説明  
これは［プロファイルの管理］ダイアログの例で、複数のプロファイル グループを示しています。

［プロファイルの管理］ダイアログには2つのパネルがあります。このダイアログの下部にボタンが並んでいま
す。以下の表は、ボタンについての説明です。

フィールド 説明

閉じる ダイアログを閉じます。

キャンセル すべての変更をキャンセルします。

保存 すべての変更を保存します。

保存して適用 すべての変更をすぐに保存して適用します。

ダイアログの左側にある［プロファイル］パネルには、使用できるプロファイルが表示されます。ここでは、プ
ロファイルを追加、削除、インポート、エクスポートできます。次の表は、［プロファイル］パネルのフィール
ドについて説明しています。
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フィールド 説明

［プロファイルの管理］ダイアログの右側にある［設定］パネルを使用して、新しいプロファ
イルを追加します。

選択したプロファイルを削除します。プロファイルが削除される前に、確認ダイアログが表
示されます。

［プロファイルのインポート］ダイアログを表示します。ここでファイルをアップロードできま
す。

選択したプロファイルをコンピューターにエクスポートします。

プロファイ
ル名

すべてのプロファイル名のリストを表示します。

ダイアログの右側にある［設定］パネルには、プロファイルを構成するためのオプションがあります。このパ
ネルは、1つのプロファイルが選択されている場合にのみ使用できます。次の表は、［設定］パネルの
フィールドについて説明しています。

機能 説明

名前 プロファイルの名前を表示します。                      

メタ グループ 使用できるメタ グループのリストが表示されたドロップダウン メニューを表示しま
す。                      

列グループ 使用できる列グループのリストが表示されたドロップダウン メニューを表示します。
デフォルトでは、3つのグループを使用できます。                          
 l リスト  ビュー

 l 詳細ビュー

 l ログ ビュー

プレ クエリ 調査の結果をフィルタするための制限クエリを定義します。このクエリは、関連づ
けられたプロファイルがアクティブ化されているときに使用されます。プレ クエリは、
［調査］の［ナビゲート］ビューおよび［イベント］ビューで使用されるすべてのクエリ
に適用されます。プレ クエリの例：                         
'service=80,25,110'。                      
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［ナビゲート］ビュー

［ナビゲート］ビュー( ［調査］＞［ナビゲート］) には、選択したサービスの収集データで検出されたイベン
ト  メタデータ( メタ キーとメタ値) が表示されます。データは、プロファイル、時間範囲、メタ グループ、クエ
リで設定したオプションに基づいて、フィルタおよび表示されます。メタ キーとメタ値をクリックして、データ
をドリルダウンすることもできます。［ナビゲート］ビューは、NetWitness Investigateへのデフォルトのエント
リー ポイントです。プロファイルの環境設定でデフォルトのエントリー ポイントを他のビューに変更すること
ができます。

ワークフロー

次の図は、イベント  メタデータを調査するための概要レベルのワークフローを示しています。

これらは［ナビゲート］ビューで実行できるタスクです。

 l サービスを選択して、データを調査およびロードする。

 l クエリの結果を表示して、時間範囲、プロファイル、メタ グループでフィルタする。

 l 結果をソートして、集計方法を選択する。

 l イベントの保存、イベント IDを使用したイベントへの移動、イベントのビジュアル化、イベントの印刷を

行う。

 l 特定のメタ キーと値の追加のコンテキスト  データを表示する。
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 l ［イベント］ビューまたは［イベント分析］ビューに移動することで、イベントの時系列リストの表示、イベ

ントの再構築、イベントの対話形式での分析を行うことができます。イベントを表示および分析する

ときに、イベント、ファイル、ログをローカル ファイル システムにエクスポートできます。

実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する*

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する* ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータ
を分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンター ［ナビゲート］ビューのユー
ザ環境設定を設定する*

［ナビゲート］ビューおよび［イベント］ビューの構成

脅威ハンター クエリの送信またはデータ
セットへのドリルダウン*

［ナビゲート］ビューでのメタデータの調査

脅威ハンター クエリの結果の絞り込み* ［ナビゲート］ビューおよび［イベント］ビューでのクエリ
とデータの処理

脅威ハンター 内部ルックアップを実行す
る*

［ナビゲート］および［イベント］ビューでの追加のコン
テキストの検索

脅威ハンター 外部ルックアップを実行す
る*

メタ キーの外部ルックアップの起動

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ［イベント］ビュー
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 l ［イベント分析］ビュー

 l ［Malware Analysis］ビュー

簡単な説明

［ナビゲート］ビューは次の機能で構成されます。

 l ツールバー

 l 一時停止 /再ロード  ボタンと階層リンク

 l 時間バナー

 l オプションのデバッグ情報

 l 折りたたみ可能なチャート  パネル

 l 値パネル

 l ［コンテキスト  ルックアップ］パネル

 l コンテキスト  メニュー

ツールバー

ツールバーからは以下の操作を行うことができます。

 l 調査するサービスを変更する。

 l 表示するデータの範囲を調整する。使用プロファイルの選択、時間範囲の設定、メタ グループの使

用、データに適用するクエリの作成が可能です。
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 l 値パネルのデータの集計方法とソート方法を設定する。

 l 結果に対してアクションを実行する。結果のエクスポートや印刷、イベント IDが分かっているイベント

の［イベント］ビューまたは［イベント分析］ビューでの表示、Informerへのクエリの送信が可能です。

 l ［調査］ビューを表示したまま調査の設定を構成する。

ツールバーの一部のオプション ラベルでは、そのオプション名が表示されるのではなく、デフォルト値また
は選択された値がラベル表示されます。たとえば、前の図の例の時間範囲オプションは、現在選択さ
れている値を反映して、「直近5分」というラベルで表示されています。これは、ツールバーのオプションで
す。

オプション 説明

アイコンの横に選択したサービス名が表示されます。このアイコンをクリックすると、
［サービスの調査］ダイアログが開きます。このダイアログで、調査するサービスを
選択したり、調査するデフォルト  サービスを設定したりできます( 「［ナビゲート］ま
たは［イベント］ビューで調査を開始する」を参照してください) 。サービスを変更し
ても、データが再ロードされるわけではありません。

時間範囲  時間範囲オプションが表示されます。ツールバーには現在選択されているオプ
ションが表示されます( 「［ナビゲート］ビューでの結果のフィルタリング」を参照して
ください) 。選択可能なオプションは次のとおりです。                          
 l すべてのデータ

 l 直近5、10、15、30分

 l 直近1、3、6、12、24時間

 l 直近2、5日間

 l 早朝

 l 午前

 l 午後

 l 夕方

 l 終日

 l 昨日

 l 今週

 l 先週

 l カスタム

注：カスタムの開始時刻と終了時刻を秒単位で指定しても、開始時刻の秒
は常に:00に、終了時刻の秒は常に:59に変更されます。たとえば、時間を使
用して問題にドリルダウンする場合、ドリル時間は「HH:MM:00 - HH:MM:59」
と解釈されます。［調査］では、この形式による秒の表示が使用されます。
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オプション 説明

クエリ ［クエリ］ダイアログが表示されます。ここでは、データをドリルダウンするのではな
く、カスタム クエリを直接入力できます。このダイアログの詳細については、「［クエ
リ］ダイアログ」を参照してください。                      

プロファイル ［プロファイル］メニューを表示します。現在選択されているプロファイルがツール
バーに表示されます。プロファイルでは、カスタム メタ グループ、デフォルトの列グ
ループ、プレクエリなどを管理および使用できます。プロファイルは、［ナビゲート］
ビュー( メタ グループとクエリ) および［イベント］ビュー( 列グループとクエリ) に適用さ
れます。詳細については、「プロファイルを使用したカスタム ビューのカプセル化」
を参照してください。

メタ ［メタ グループ］メニューを表示します。デフォルトのメタ キーまたはカスタム メタ グ
ループを使用できます。両方のグループ タイプで、設定を変更することができま
す( 「メタ グループの管理」を参照してください) 。

ソート  フィールド ［ソート  フィールド］メニューが表示されます。ツールバーには現在選択されている
オプションが表示されます。メニューには次の2つのオプションがあります。「合計で
整列」と「値で整列」です。ソート  フィールドはソート順オプションと一緒に使用し
ます。各メタ キーのデータが、合計( 緑の数字) またはメタ値( 青のテキスト ) に基
づいて並べ替えられます( 「［ナビゲート］ビューでの結果のフィルタリング」を参照し
てください) 。

ソート順                      ［ソート順］メニューが表示されます。ツールバーには現在選択されているオプショ
ンが表示されます。メニューには次の2つのオプションがあります。「昇順でソート」
と「降順でソート」です。ソート順はソート  フィールド  オプションと一緒に使用しま
す。各メタ キーについて選択したフィールドが昇順または降順で並べ替えられま
す( 「［ナビゲート］ビューでの結果のフィルタリング」を参照してください) 。                      

集計方法  ［集計方法］メニューが表示されます。ツールバーには現在選択されているオプ
ションが表示されます。集計方法は、［値］パネルのメタ キーの結果にのみ適用
されます。タイムラインには適用されません。
ドロップダウン メニューには、メタ値の数量( かっこで囲まれた緑色の数字) を計
算するための3つのオプション、［イベント数で集計］、［イベント  サイズで集計］、
［パケット数で集計］が表示されます( 「［ナビゲート］ビューでの結果のフィルタリン
グ」を参照してください) 。                          
これらのオプションがどのように適用されるかは、表示されているデータのタイプに
よって異なります。                          
パケット  データの場合：                         
 l ［イベント数で集計］を選択すると、セッション数が示されます。

 l ［イベント  サイズで集計］を選択すると、サイズ( バイト ) が示されます。

 l ［パケット数で集計］を選択すると、パケット数が示されます。
                         ログ データの場合：                         
 l ［イベント数で集計］を選択すると、ログの数が示されます。

 l ［イベント  サイズで集計］を選択すると、サイズ( バイト ) が示されます。

 l ［パケット数で集計］を選択すると、ログの数が示されます。
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オプション 説明

イベントの保存 ［イベントの保存］メニューが表示されます。このメニューには、イベントに関連づ
けられているファイルを抽出するオプション、現在のドリルダウン ポイントをPCAP
ファイルとしてエクスポートするオプション、現在のドリルダウン ポイントをログ ファイ
ルとしてエクスポートするオプションがあります( 「ドリルダウン ポイントのエクスポー
ト」を参照してください) 。

アクション                     アクション メニューには、［ナビゲート］ビューで実行できるアクションが表示されま
す( 「［ナビゲート］ビューでのメタデータの調査」を参照してください) 。  バージョン
11.0.0.xでは、オプションは ［Visualize］、［イベントに移動］、［印刷］です。バー
ジョン11.1以降では、オプションは［Visualize］、［イベント再構築に移動］、［イベ
ント分析に移動］、［印刷］です。

イベントの検索                      現在のイベント  セット内でテキスト  パターンを検索できます。［検索］フィールドを
クリックすると、検索オプションを示すドロップダウン メニューが表示されます。［適
用］をクリックすると、選択したオプションが保存され、［イベント］ビューとプロファイ
ルの調査の検索オプションも更新されます( 「テキスト  パターンの検索」を参照) 。
                     

設定 ［ナビゲート］ビューの設定( ［プロファイル］ビューでも編集可能) が表示されま
す。これにより、［ナビゲート］ビューから移動せずに調査の設定を変更できます。
［ナビゲート］ビューで変更した設定は、［プロファイル］ビューでも変更されます
( 「［ナビゲート］ビューおよび［イベント］ビューの構成」を参照してください) 。

一時停止 /再ロード  ボタンと階層リンク

階層リンクでは、サービスのメタデータをドリル ダウンするときに、各クエリがトラッキングされます。各クエリ
は、ドロップダウン メニューにパイプ区切りの文字列として表示されます。最後尾のクエリが現在のドリル
ダウン ポイントです。チップとも呼ばれます。階層リンクの横のアイコンを使用して、メタ値のロードを一
時停止したり、メタ値を再ロードしロードしたりすることができます。

階層リンクにはサービス名は含まれず、有効なクエリがある場合にのみクエリが表示されます。表示する
ドリル ポイントが多すぎて、表示しきれない場合には、階層リンクの最後尾に二重山括弧( >>) が表
示されます。

階層リンクの各ドロップダウン メニューは、リンクの位置に応じた多少の違いがあります。

次の表は、階層リンクのコントロールとメニュー オプションについて説明したものです。

機能 説明

一時停止 /再ロード  ボタン。ビューへのデータのロードを制御します。ロードの一
時停止、ロードの続行、再ロードという3つの機能を備えています。

ここからナビゲート 選択されているドリルダウン ポイントを現在の値パネルで開きます。

ここからナビゲート
(新しいタブ)

選択されているドリルダウン ポイントを新しい タブで開きます。

前にクエリを挿入 現在のドリルダウン ポイントの前にクエリを挿入します。［フィルタの作成］ダイア
ログが開き、階層リンクに挿入するカスタム クエリを定義できるようになります
( 「カスタム クエリの作成」を参照してください) 。
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機能 説明

後にクエリを挿入                      現在のドリルダウン ポイントの後にクエリを追加します。［フィルタの作成］ダイア
ログが開き、階層リンクに挿入するカスタム クエリを定義できるようになります
( 「カスタム クエリの作成」を参照してください) 。                      

削除 選択されているドリルダウン ポイントを階層リンクから削除します。

編集                      選択されているドリルダウン ポイントが［フィルタの作成］ダイアログで開き、クエリ
を編集できるようになります。                      

>> 二重山括弧をクリックすると、階層リンクに表示しきれなかったドロップ ポイント
がドロップダウン メニューに表示されます。                      

( オプション) デバッグ情報

［デバッグ情報の表示］設定を有効化していて、ナビゲートしているサービスが10.4以降のBrokerである
場合、階層リンクの下にデバッグ情報が表示されます。

デバッグ情報とは、現在のクエリに含まれているwhere 句を指します。［時間範囲］オプションで［すべて
のデータ］が選択され、ドリルダウン ポイントがない場合に限ってwhere 句は表示されません。Brokerに
オフラインの集計サービスが少なくとも1つある場合は、デバッグ情報にもオフラインのサービスが表示され
ます。

次に例を挙げます。

(attachment exists)&&(tcp.dstport = '80')&&(risk.info exists)$$time='2014-05-
04 18:50:00"-"2014-05-09 18:59:59(attachment exists) && (tcp.dstport = '80') 
&& (risk.info exists) && time="2014-05-04 18:50:00"-"2014-05-09 18:50:59"

また、ロードに要する時間は値パネルの各メタ キーの末尾に表示されます。

時間バナー

階層リンクとデバッグ情報( ある場合) のすぐ下にある時間バナーには、チャートの作成に使用される時
間範囲が示されます。

ビジュアル画像

［ナビゲート］ビューの上部には、現在のドリルダウン ポイントが表示されます。これを使用して、［チャー
ト］パネルのデータをドリル ダウンできます( 「［ナビゲート］ビューでの結果のフィルタリング」を参照してくだ
さい) 。チャートの表示では、表示と非表示を切り替えたり、オプション ( タイムライン表示または座標表
示のいずれか) を選択することができます。最初に表示されるのは、前回保存したチャート設定です。

タイムライン チャート

タイムラインは、特定のインスタンスで発生するイベント数のカウントです。タイムラインでは、イベント数
が特定のポイント  イン タイムで急増したかどうかを確認できるように、イベントのカウントを提供します。
タイムラインには、指定したサービスと時間範囲のアクティビティが表示されます。表示の形式は、［オプ
ション］メニューでの選択に応じて、折れ線グラフか棒チャートになります。2番目の図は折れ線チャー
ト、3番目の図は棒チャートを示しています。
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タイムラインには、指定したサービスと時間範囲のアクティビティが表示されます。表示の形式は、［オプ
ション］メニューでの選択に応じて、折れ線グラフか棒チャートになります。

機能 説明

イベント数( タイムラ
イン)   

チャートのY軸はイベント数を表しています。                      

時間軸( タイムライ
ン)  

チャートのX軸は、イベントが発生した時刻を表しています。                      

イベント  ポイント ( タ
イムライン)  

特定の時間範囲のセッションについて調査する場合は、チャートから範囲を
選択します。新しい時間範囲がチャートに反映されます。

Investigate( タイムラ
イン)

選択した時間範囲のメタ値が結果パネルに表示されます。

ズームのリセット ( タイ
ムライン)                      

元の時間範囲に戻るには、［ズームのリセット］をクリックします。                      

オプション ［チャート  オプション］ダイアログが表示されます。データ ポイントは折れ線
チャート ( デフォルト ) 、棒チャート、座標チャートのいずれかで表示できます。
チャートのタイプを選択すると、関連するオプションが表示されます。

非表示                      チャートを折りたたみます。                      

座標表示チャート

座標表示チャートは、現在のドリルダウン ポイントをビジュアル化するために［オプション］メニューから選
択できるオプションの1つです。［チャート  オプション］ダイアログで［座標表示］が選択されている場合は、
表示するメタ データを選択できます( 「座標表示チャートへのメタデータの追加」を参照してください) 。
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機能 説明

軸 各軸はメタ キーです。メタ キーの数は、チャートのロード時間に影響します。す
べてのメタ キーがロードされますが、メタ キーあたりのイベント数は制限されてい
ます。                      

行 線はイベントを表し、軸上の値を接続することで、複数のメタ キー間の相関関
係を示します。                      

オプション ［チャート  オプション］ダイアログが表示されます。データ ポイントは折れ線チャー
ト ( デフォルト ) 、棒チャート、座標チャートのいずれかで表示できます。チャート
のタイプを選択すると、関連するオプションが表示されます。                      

イベントのサブセッ
トのみが表示され
ます。                      

このメッセージは、値パネルのすべてのイベントがチャートに表示されているわけで
はないことを示す通知メッセージです。値パネルで軸を削除するか、データをフィ
ルタすると、すべてのイベントを表示できる場合があります。

見つかったイベント
の数  | 一意のパス
の数                      

チャートに表示されているイベントの総数とチャートに表示されている一意のパス
の数の比率が表示されます。［すべてのメタ キーを含むイベントのみ表示］オプ
ションを設定すると、チャートが再描画され、目的が明確で分かりやすくなりま
す。                      

DNE このメタ キーの値がイベント内にないことを示します。

座標表示の［チャート  オプション］ダイアログでは、チャートに含めるメタ キーを選択できます。

機能 説明

チャートの選択 ビジュアル化タイプのドロップダウン リストを表示します。タイムライン表示と座標
表示                      

すべてのメタ キーを
含むイベントのみ表
示  

チャートに表示するデータを、選択したメタ キーをすべて含んでいるイベントの
みに制限します。これにより、目的が明確で整然としたチャートになります。                      
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機能 説明

［座標表示チャートへのキーの追加］ダイアログが表示され、チャートに軸を追
加できるようになります。この機能は、デフォルトのメタ キーと追加のメタ キーと
の間の関係を調べる場合に便利です。                      

選択したキーを削除して、チャートの軸に表示されないようにします。これによ
り、チャートが整然とし、より多くのデータ ポイントをチャートに含められるように
なります。                      

チャートのメタ キーを、現在のドリルダウン ポイント内のすべてのメタ キーで構
成されるデフォルト値に戻します。                      

選択された軸の数と推奨される軸の数の比較に関する追加情報の表示を制
御します。これにより、軸を削除することによるパフォーマンス向上の可能性に
ついて認識できます。                      

軸                       チャートで軸として選択されているメタ キーが表示されます。                      

キャンセル チャート  オプションに対して加えられたすべての変更を取り消します。                      

適用                      チャート  オプションに対する変更を保存し、現在のチャートに変更を適用しま
す。                      

［座標表示チャートへのキーの追加］ダイアログでは、座標表示チャートの軸として使用するメタ キーま
たはメタ グループを選択できます。

機能 説明

チャートの選択    キーの選択：メタ キーを選択するためのオプションは次の2つです。                          
 l デフォルトのメタ キーから追加

 l メタ グループから追加
                         いずれのオプションにも、メタ キーを選択するためのドロップダウン リストがありま
す。                      

選択したメタ キー
の追加オプション 

メタ キーの追加方法に関するオプションにより、次の操作を実行できます。                          
 l 現在のキーのリストを置き換え

 l 現在のキーのリストの後に挿入

 l 現在のキーのリストの先頭に挿入

キャンセル キーを追加せずにダイアログが閉じられます。                      

追加                      ダイアログが閉じられ、選択したキーが指定したとおりに追加されます。                      

値パネル

［ナビゲート］ビューの主要機能である値パネルは、データを分析するために使用されます( 「［ナビゲー
ト］ビューでの結果のフィルタリング」を参照してください) 。
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デフォルトのビューは、デフォルトのメタ キーと折りたたみ表示されたインデックスなしのメタ キーで構成さ
れ、過去3時間の収集データが表示されます。メタ グループ内のメタ キーは、NetWitness Platformによ
るキーのクエリ順に表示されます。NetWitness Platformは、値パネルへのデータのロード中に、結果の一
部、ロードの進行状況、サービスのステータスを表示するよう最適化されています。

ロード動作は、複数の構成設定によって決まります。管理者によって構成された設定が最も優先され
ます。以下の設定があります。

 l このユーザに許可されているクエリの最大実行時間( クエリ タイムアウト ) 。

 l NetWitness Platformがセッション内のメタ値のカウントを停止する限界値( セッション閾値) 。セッション

の閾値を設定し、実際にユーザによるスキャンが閾値に達した場合、［ナビゲート］ビューは閾値に

達したこと、またロードされた結果の割合を表示します。割合を表示しないセッションは正確であり、

処理が完了しています。割合がある場合は、処理が完了した割合を反映しています。表示される

割合は、残りの作業量を考慮し、処理が完了した時点の値から推定することよって見積もられま

す。推定があまり必要ないため、一般的に大きな割合ほど正確です

 l NetWitness Platformがセッション内のメタ値のカウントを停止する限界値( セッション閾値) 。セッション

の閾値を設定し、実際にユーザによるスキャンが閾値に達した場合、［ナビゲート］ビューは閾値に

達したこと、また閾値に達するまでに要したクエリの時間の割合を表示します。

注：インデックスなしのメタ キーの値は、値パネルにロードされるのに時間がかかります。ロードを最適
化するため、デフォルトではインデックスなしのメタ キーは展開されません。調査での非インデックス メ
タ キーの詳細については、「調査でのデフォルト  メタ キーの管理と適用」を参照してください。

サービスの調査を開始すると、NetWitness Platformによって結果が値パネルに表示されます。

 1. NetWitness Platformによってメタ キーとメタ値が値パネルにロードされます。各メタ キーのロードは次

の段階に分けて行われます。

 a. ロードの待機中、または折りたたみ表示：折りたたみ表示の場合、そのキーのデータはロードさ

れません。

 b. ロード中

 i. ロードの進行状況：NetWitness Platformによって進行状況メッセージが受信され、表示され

ます。

 ii. 部分的結果：NetWitness Platformによって値のメッセージが受信され、部分的な結果が値

パネルに表示されます。

 c. ロード完了：すべての結果のロードが完了しました。

 2. 各メタ キーのロードが完了すると、最終的な値が表示され、次のメタ キーのロードが開始されま

す。メタ キーごとに同時にロードされる値の数は、調査の環境設定の表示スレッド値によって指定

されます。すべてのキーのロードが完了するまで、ロードが継続します。

 3. ［デバッグ情報の表示］が有効で、ナビゲートしているサービスが10.4以降のBrokerの場合は、

NetWitness Platformでは各メタ キーの値の下にロード時間情報が表示され、集計されたサービス

に関するロードの詳細情報が表示されます。また、NetWitness Platformでは階層リンクの下にはデ

バッグ情報も表示されます。
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反復的結果

反復的結果では、クエリのステータスに関するフィードバックがインタフェース内に表示され、データ ロー
ドの所要時間とサービス データの欠落の有無についてのコンテキストが提供されます。たとえば、2つの
Concentratorから集計しているBrokerに対してクエリを実行する場合、2番目のConcentratorからの結果
を待っている途中でも、最初のConcentratorからの結果が利用可能になり次第、NetWitness Platform
は結果を表示します。

また、反復的結果には、サービスにアクセスできないことが原因でサービス データが欠落している場合
に、そのことを示す通知も表示されます。

部分的結果

完全ではない部分的な値がCoreサービスから返されると、値のロードの進行状況を示すメッセージがメ
タ キー リストの末尾に表示されます。たとえば、現在38 ip.src値を処理中( 71%) とは、メタ キー値の
ロードが71%完了していることを示しています。

デバッグ情報

［デバッグ情報の表示］設定が有効な場合、値の末尾にあるフィールドには、NetWitness Platform内で
クエリしている各システムのステータスが表示されます。たとえば、複数のConcentratorからデータを取得
する10.4 Brokerに対してクエリを実行している場合は、各Concentratorに対するクエリのステータスが
NetWitness Platformに表示され、各Concentratorからのデータ ロードの相対的な速度を把握できま
す。クエリで使用される各サービスは、クエリ全体の経過時間とともに表示されます。

クエリで使用される各サービスは、クエリ全体の経過時間とともに表示されます。前掲の例では、2つの
サービスが3.207秒で結果を返し、 localhost:50005は結果を2秒で返していることを示しています。また、
階層リンクの下には、クエリのWHERE句も表示されます。この構文は、アプリケーション ルールまたは
ルールのReporting WHERE句に直接コピーできます。

ロード完了

現在のドリルダウン ポイントで見つかった各メタ キーの値( 青のテキスト ) とその数( 緑のテキスト ) のリスト
が表示されます。表示されているデータの特定のサブセットを詳しく調べるには、調査する値をクリックし
ます。表示が更新され、新しいドリルダウン ポイントに移動します。ツールバーのオプションを使用して、
値のソート方法と集計方法を指定することもできます。

注：インデックスなしのメタ キーについては、タイトル、値、数でのドリル ダウンができません。これらのメ
タ キーの値と数は黒いテキストで表示されます。

機能 説明

メタ キー リストに表示されているメタの名前。たとえば、Service Typeはメタ 
キーです。

表示されている値の数とロード
可能な値の数の比較                      

ロードする値の数は、調査の環境設定の表示スレッド値によって
指定されます。前の例では、メタ キーはService Typeで、20個以
上ある値のうちの20個が現在表示されています。［表示範囲の拡
大］をクリックすると、追加の値を表示できます。
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機能 説明

インデックス付きのメタ キーに対して をクリックすると、［検索］ダイ

アログが開き、現在のメタ キーに適用するフィルタを入力できるよう
になります。検索機能は、インデックスなしのメタ キーでは使用でき
ず、エイリアスではなく実際のメタの値に基づいています。エイリアス
を使用した［検索］ダイアログのドリル ダウンはサポートされていませ
ん。
注：調査でメタ キーに使用されるエイリアスのリストを取得するに
は、管理者に問い合わせてください。エイリアスが使用されると、
［検索］ダイアログには結果が表示されません。メタ キーのクエリに
は、エイリアスを使用するのではなく、右クリックのクエリ機能または
［クエリ］ダイアログを使用する必要があります。

オフライン サービ
ス：xxx.xxx.xxx.xxx:50004

10.4 Brokerによってクエリされたオフライン サービスが一覧表示され
ます。

メタの数。例：
(3)

セッションで特定のメタに対して見つかったインスタンスの数。

メタ値。例：
other src

見つかったメタに関連づけられている値。

表示範囲の拡大 メタ値の数が制限されている場合に( たとえば20個) 、これをクリック
すると、選択されているメタ キーの追加のメタ値が表示されます。

ロード時間：0.418秒  合計ラン
タイム0.434秒( localhost:50005
のロード時間：1秒 ....)

デバッグ統計には、［デバッグ情報の表示］設定に基づくロード時
間が表示されます。

メタ キーのドロップダウン メニュー

［値］パネルのメタ キーにはドロップダウン メニューがあります。各メタ ラベルの隣にある矢印をクリックする
と、そのメタ キーに適用可能なオプションが表示されます。オプションを選択して、現在のビューにおける
メタ キーの結果の表示方法を変更できます。現在のビューのメタ キー表示に対して行った変更は、
ページの表示を更新するか、［ナビゲート］ビューのツールバーで新しいサービスを選択するまで維持され
ます。「［値］パネルでのデータのドリルダウン」を参照してください。

ページの表示を更新すると、［デフォルトのメタ キーの管理］ダイアログで定義されているとおりに、メタ 
キーの現在のビューが復元されます( 「調査でのデフォルト  メタ キーの管理と適用」を参照してくださ
い) 。［デフォルトのメタ キーの管理］ダイアログで変更を行ったことがない場合は、コア サービスに設定さ
れているデフォルトのメタ キーが復元されます。

 l 表示範囲の拡大

 l 最大まで表示

 l 結果を折りたたみ表示

 l メタ キー情報

 l ［CSVとして表示］( バージョン11.0.0.x) または［値のエクスポート］( バージョン11.1以降)
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［コンテキスト  ルックアップ］パネル

［ナビゲート］ビューおよび［イベント］ビューの右側には［コンテキスト  ルックアップ］パネルがあります。［コン
テキスト  ルックアップ］パネルは、Context Hubサービスがインストールされ、構成されている場合にのみ表
示されます。Context Hubの構成の詳細については、「Context Hub構成ガイド」を参照してください。

アナリストが［値］パネルでメタ値のコンテキスト  データを検索すると、［コンテキスト  ルックアップ］パネルに
関連データが表示されます。

管理者がContext Hubサービスを構成した後、［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューに、メタ値に関する
コンテキスト情報を表示できます。Context Hubの構成の詳細については、「Context Hub構成ガイド」を
参照してください。メタ値のコンテキスト  ルックアップを実行する方法については、「［ナビゲート］および
［イベント］ビューでの追加のコンテキストの検索」を参照してください。

Context Hubサービスでは、メタ タイプとメタ キーのデフォルトのマッピングが事前に構成されています。
Context Hubのメタ値と調査のメタ キーのマッピングの詳細については、『Context Hub構成ガイド』の「メ
タ タイプとメタ キーのマッピングの管理」を参照してください。

ハイライト表示されているメタ値にマウス ポインターを合わせると、利用可能なコンテキスト  データのタイ
プが表示されます。インライン インジケータには、そのメタ値で利用可能なコンテキスト  データのタイプと
して、エンドポイント、インシデント、アラート、リストを示します。

メタ値を右クリックすると、メニューと［コンテキスト  ルックアップ］オプションが開きます。次の図は、メタ値を
右クリックしたときの［コンテキスト  ルックアップ］オプションの例です。
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IP、ホスト、MACアドレスなどのメタ キーでは、フラグが設定された値の詳細は、エンドポイント、インシ
デント、アラート、リストから収集されます。

ファイル、ファイル ハッシュ、ドメイン、ユーザなどのメタ キーでは、フラグが設定された値の詳細は、イン
シデント、アラート、リストから収集されます。

データは利用できる場合にのみ、コンテキスト  パネルに表示されます。

各種データ ソースのルックアップ結果とコンテキスト情報の詳細については、「［コンテキスト  ルックアップ］
パネル」を参照してください。
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［クエリ］ダイアログ

［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューでは、メタ キーや値をクリックする代わりにクエリを作成して、メ
タ データをドリル ダウンすることができます。クエリ作成のためのダイアログには、使用可能なメタ キーや
演算子がドロップダウン リストで表示される構文ヘルプが用意されています。このダイアログにアクセスす
るには、［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューのツールバーで、［クエリ］を選択します。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する*

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する* ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータ
を分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する
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ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンター カスタム クエリの作成* カスタム クエリの作成

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l ［ナビゲート］ビュー

 l ［イベント］ビュー

簡単な説明

［クエリ］ダイアログには次の3つのビューがあります。

 l シンプル

 l 詳細

 l 最近実行したクエリ

［シンプル］ビューでは、ダイアログに表示されているオプションを使用してクエリを作成できます。［詳細］
ビューでは、ガイダンスなしでクエリを作成できます。［最近実行したクエリ］では、最近実行したクエリの
ドロップダウン リストからクエリを選択できます。
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［シンプル］ビュー

［詳細］ビュー
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［最近実行したクエリ］ビュー

次の表は、［クエリ］ダイアログの機能について説明しています。

機能 説明

メタの選択 メタ グループのドロップダウン リストを表示します。

演算子 演算子(=,NetWitness Platform!=,NetWitness 
Platformexists,NetWitness Platform!exists)のドロップダウン リストを表示
します

値 クエリを完成させるための値を入力します。

ネットワーク ［ログ］が選択されていない場合に、クエリの対象をパケットに限定します。

ログ ［ネットワーク］が選択されていない場合に、クエリの対象をログに限定します。

クエリ ボックス ［詳細］ビューで、クエリを入力できます。入力を開始すると、サービスで使用可能な
メター キーのドロップダウン リストが表示され、入力内容に応じて演算子のドロップダ
ウン リストが表示されます。クエリ ボックスに入力されている式が無効な場合は、ボッ
クスの近くに警告が表示されます。クエリが有効になると、警告は消えます。

クエリ リスト ［最近実行したクエリ］ビューで、最近実行したクエリのリストからクエリを選択します。
クエリをダブル クリックすると、自動的に適用されます。

適用 現在の［調査］ビューに、新しいクエリを適用します。
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機能 説明

キャンセル                     変更を加えずにダイアログを閉じます。                      

リセット すべてのフィールドをリセットします。
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［マルウェアのスキャン］ダイアログ

［マルウェアのスキャン］ダイアログでは、Malware AnalysisアナリストはMalware Analysisで調査を行う
ファイルをアップロードできます。

このダイアログにアクセスするには、［Malware Analysis］ビューに移動します。［Malware Analysisサー

ビスの選択］ダイアログで、左側のパネルのサービスを選択し、次に右側のパネルの をクリッ
クします。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する
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ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター RAWイベントとメタデータ
を分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す*

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l Malware Analysisの調査の開始

 l ［ナビゲート］ビューからのMalware Analysisスキャンの起動

簡単な説明

次の図は、［マルウェアのスキャン］ダイアログを示しています。また、次の表では、このダイアログで使用
できる機能について説明します。
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機能 説明

コンピューターからファイルをアップロードします。

リストからファイルを削除します。

ファイル名 リストに追加されたファイルの名前を表示します。

名前 スキャン ジョブに名前を付けることができます。

コミュニティ 特定のタイプのファイルをバイパスまたは無視するためのコミュニティのオプションが表示さ
れます。

 l 実行プログラムのバイパス

 l Officeのバイパス

 l PDFのバイパス

サンドボック
ス

特定のタイプのファイルをバイパスまたは無視するためのサンドボックスのオプションが表
示されます。

 l 実行プログラムのバイパス

 l Officeのバイパス

 l PDFのバイパス

キャンセル 何もアクションを行わずにダイアログを閉じます。

スキャン アップロードされたファイルをスキャンします。
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［Malware Analysisサービスの選択］ダイアログ

［Malware Analysisサービスの選択］ダイアログには、［Malware Analysis］ビューからアクセスできます。こ
のダイアログで、Malware Analysisアナリストは、調査するサービスや、調査するそのサービスのスキャン
を選択したり、スキャンするファイルをアップロードしたり、サービスの常時スキャンを開始することができま
す。

ワークフロー

実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照
する

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開始
する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータ
を分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する
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ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファ
イルを探す( バージョン
11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す*

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み

 l Malware Analysisの調査の開始

 l ［ナビゲート］ビューからのMalware Analysisスキャンの起動

簡単な説明

［Malware Analysisサービスの選択］ダイアログには、左側に［マルウェア サービス］パネルがあり、右側に
［スキャン ジョブ リスト］パネルがあります。［スキャン ジョブ リスト］パネルには、スキャンを表示するための
ツールバー、リスト、ボタンがあります。
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［マルウェア サービス］パネルは、マルウェア解析に使用できるサービスのリストです。このパネルでは、調
査するサービスを選択できます。また、［デフォルト  サービス］アイコンを使用して、デフォルトのサービスを
設定します。サービスを選択すると、そのサービスで使用可能なスキャン ジョブがスキャン ジョブ リストに
表示されます。

スキャン ジョブ リストのツールバーの機能は次のとおりです。

機能 説明

［マルウェアのスキャン］ダイアログを表示します。このダイアログでは、ス
キャンするファイルをサービスにアップロードできます。

スキャン ジョブの削除( ) 選択したスキャン ジョブを1つ以上削除します。NetWitness Platformに
より、スキャン ジョブを削除する前に確認ダイアログが表示されます。

スキャン ジョブのキャンセル(
)

スキャン ジョブを1つ以上一時停止または再開します。

更新( ) スキャン ジョブのリストを更新します。

スキャン ジョブ リストの列を次に示します。このリストは、［Malware Analysisスキャン ジョブ］ダッシュレット
にも該当します。

機能 説明

名前 ジョブの名前を表示します。

静的、ネットワーク、コミュニ
ティ、サンドボックス

各スコア モジュールのスコアに基づいて結果をフィルタします。

進行状況 ジョブの現在の進行状況を表示します。                          
 l 緑：ジョブが終了しました。

 l 黒：ジョブが進行中です。

 l 赤：エラーが発生しました。

情報 補足情報を提供します。ジョブのクエリを表示します。ジョブが完了し
ていない場合は、ステータスに関するより詳細な説明も表示されま
す。

ユーザ ジョブを作成したユーザの名前を表示します。

イベント ジョブのイベントの数をカウントします。

削除 スコアが構成済み閾値を下回るために破棄されたジョブ内のファイル/
イベントの数を計算します。

イベント  タイプ ジョブのタイプ(  手動アップロード、オンデマンド、再実行) を表示しま
す。

スケジュール ジョブが実行された日時を表示します。

ダイアログで使用できるアクションを次に示します。
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機能 説明

［キャンセル］ボタン 選択したスキャン ジョブをキャンセルします。

［スキャンの表示］ボタン 選択したスキャンの［イベントのサマリ］が表示され、デフォルトのダッ
シュレットが表示されます。

［常時スキャン モードの表
示］ボタン

選択したスキャンの［イベントのサマリ］が表示され、デフォルトのダッ
シュレットが表示されます。
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［調査］ビューの設定ダイアログ

NetWitness Platformバージョン11.0では、設定ダイアログは、［ナビゲート］ビュー用のものと［イベント］
ビュー用のものの2つがあります。バージョン11.1では、［イベント分析］ビュー用の設定ダイアログが追加
されたので、調査の設定ダイアログは3つあります。

［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューの［設定］ダイアログの設定は、［プロファイル］＞［環境設定］パネ
ル＞［調査］タブで行う調査の設定のサブセットです。［調査］ビューの設定を指定することで、
NetWitness Platformでは、アナリストの時間を節約できます。ここで設定を変更すると、［プロファイル］
ビューで同じ設定が変更されます。［プロファイル］ビューで設定を変更すると、この場所の同じ設定が
変更されます。

このダイアログにアクセスするには、［ナビゲート］ビューまたは［イベント］ビューに移動し、ツールバーの
［設定］オプションを選択します。

［プロファイル］＞［環境設定］パネルには、［イベント分析］ビューの設定に対応する設定はありません。

実行したいことは何ですか?

ユーザのロール 実行したいこと 手順

脅威ハンター イベント  メタデータを参照す
る

［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開
始する

脅威ハンター RAWイベントを参照する ［ナビゲート］または［イベント］ビューで調査を開
始する

脅威ハンター RAWイベントとメタデータを
分析する

［イベント分析］ビューで調査を開始する

脅威ハンター エンドポイントを調査する
( バージョン11.1)

ホストの調査

脅威ハンター 不審なエンドポイント  ファイ
ルを探す( バージョン11.1)

ファイルの調査

脅威ハンター ファイルとイベントをスキャン
してマルウェアを探す

Malware Analysisの実施

インシデント対応
者

調査でインシデントを優先
順位付けする

NetWitness Respondユーザ ガイド

脅威ハンター Investigateの環境設定を構
成する*

NetWitnessの［調査］ビューおよび環境設定の構
成

*このタスクは現在のビューで実行できます。

関連トピック

 l NetWitness Investigateの仕組み
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簡単な説明

［ナビゲート］ビューおよび［イベント］ビューの［設定］ダイアログには、共通の機能が複数あります。

［ナビゲート］ビューの調査の設定のいくつかは、［値］パネルで値をロードする際のパフォーマンスに影響
します。デフォルト値は一般的な使用方法に基づいて設定されているため、アナリストはこれらの設定
を自分の調査内容に合わせて調整できます。次のイメージはダイアログの例です。また、その次の表で
はその機能について説明します。

機能 説明

閾値 ［値］パネルでメタ キー値にロードするセッションの最大数の閾値を設定しま
す。閾値を高くすると、値が正確にカウントされますが、その分ロード時間が長
くなります。デフォルト値は100000です。

結果の最大数 ［ナビゲート］ビューで開いているメタ キーについて、［メタ キー］メニューで［最大
まで表示］オプションを選択した場合にロードする値の最大数を設定します。
デフォルト値は1000です。

最大セッション エク
スポート

エクスポートできるセッションの最大数を設定します。デフォルト値は100000で
す。

ログのエクスポート形
式

エクスポートされたログのファイル形式を設定します。次の4つの形式を設定で
きます。

 l テキスト

 l SML

 l CSV

 l JSON
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機能 説明

メタのエクスポート形
式

エクスポートされたメタ値のファイル形式を設定します。次の4つの形式を設定
できます。

 l テキスト

 l SML

 l CSV

 l JSON

デバイスごとのローカ
ル キャッシュを使用

オフにすると、最初のロード後に[調査]のビューにキャッシュされたデータを表示
するのではなく、新しいクエリがデータベースに送信されます。オンにすると、
Investigateがローカル キャッシュのデータを使用します。  

デバッグ情報の表示 このオプションは、階層リンクの下のwhere句の表示と、Brokerで集計した
サービスごとの経過したロード時間の表示を制御します。オンにすると、デバッ
グ情報が表示されます。デフォルト値では、オフ( チェックの外れた状態) になっ
ています。

イベント  パネルのイ
ベントを挿入モード
で表示

このオプションは、［イベント］パネルのページングに影響します。オンにすると、
次のイベント  グループがすでに表示されているイベントに追加されます。オフに
すると、前のイベントのページが次のページに置き換えられます。デフォルト値
では、オフ( チェックの外れた状態) になっています

値の自動ロード このオプションは、［ナビゲート］ビューで選択したサービスの値の自動ロードを
制御します。オンにすると、調査するサービスを選択したときに、値が自動的
にロードされます。オフにすると、［値のロード］ボタンが表示されます。このボタ
ンを使用してオプションを変更できます。デフォルト値はオフです。

完了したPCAPのダ
ウンロード

この設定は、調査モジュールで抽出されたPCAPのダウンロードを自動化しま
す。これにより、PCAPファイルをダウンロードし、PCAPフォームのデータを処理
できるアプリケーション( Wiresharkなど) で抽出して開く操作を手動で実行する
必要がなくなります。

Live Connect: リスク
の高いIPのハイライ
ト表示

このオプションをオフにすると、Live Connectで使用可能なコンテキストを持つす
べてのメタ値が、［ナビゲート］ビューの［値］パネルでハイライト表示されます。こ
のオプションをオンにすると、Live Connectでコンテキストを持つ値のうち、コミュ
ニティによってリスクが高い/不審である/安全でないと判断された値のみがハイ
ライト表示されます。デフォルトでは、このオプションはチェックが外れています
( オフ) 。

適用 設定をただちに適用します。設定は、次回に値をロードしたときに表示されま
す。また、同じ変更が、［プロファイル］ビューにも適用されます。

キャンセル 編集操作をキャンセルし、設定を変更せずにダイアログを閉じます。

［イベント］ビューの［設定］ダイアログ

次のイメージは［イベント］ビューの［設定］ダイアログの例です。また、その次の表ではその機能について
説明します。
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機能 説明

ログのエクスポート形
式

エクスポートされたログのファイル形式を設定します。次の4つの形式を設定で
きます。

 l テキスト

 l SML

 l CSV

 l JSON

メタのエクスポート形
式

エクスポートされたメタ値のファイル形式を設定します。次の4つの形式を設定
できます。

 l テキスト

 l SML

 l CSV

 l JSON

完了したPCAPのダ
ウンロード

この設定は、調査モジュールで抽出されたPCAPのダウンロードを自動化しま
す。これにより、PCAPファイルをダウンロードし、PCAPフォームのデータを処理
できるアプリケーション( Wiresharkなど) で抽出して開く操作を手動で実行す
る必要がなくなります。

Live Connect：リスク
の高いIPのハイライ
ト表示                      

オンにすると、フィルタを使用して、RSAコミュニティによってリスクが高いとみなさ
れているIPアドレスのみがフェッチされます。選択しない場合、NetWitness 
PlatformではすべてのIPアドレスが表示されます。このオプションはデフォルトで
はオフになっています。                     
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調査ページのロード
を最適化

ページング オプションを設定します。最適化した場合、イベント  リストで可能
な限り速く結果が返されますが、イベント  リストのページ移動機能が無効にな
ります。このボックスをオフにすると、イベント  リストのページ移動機能が有効に
なり、リストの特定のページ( または最後のページ) に移動できるようになりま
す。デフォルト値は［有効］です。

デフォルト  セッション
表示

［イベント］ビューでのデフォルトの再構築のタイプを選択します。デフォルト値
は［最適な表示］で、イベントに最も適した表示方法でイベントが表示されま
す。

WebビューのCSS再
構築を有効化

この設定では、Webコンテンツの再構築の実行方法が制御されます。有効
化すると、Webの再構築にカスケード  スタイル シート ( CSS) とイメージが含ま
れるようになり、再構築の表示と元のWebブラウザの表示が一致するようにな
ります。これには、イベントに関連するスキャニングと再構築、ターゲット  イベン
トで使用されるスタイル シートとイメージの検索が含まれます。このオプション
は、デフォルトで有効化されています。特定のWebサイトの表示で問題がある
場合は、このオプションの選択を解除します。

適用 設定をただちに適用します。この設定は、次回にイベントを表示したときに示
されます。また、同じ変更が、［プロファイル］ビューにも適用されます。

キャンセル 編集操作をキャンセルし、設定を変更せずにダイアログを閉じます。

［イベント分析］ビューの［環境設定］パネル

バージョン11.1から、［イベント分析］ビューにユーザ環境設定が追加されました。この環境設定は、［イ
ベント分析］ビュー＞［イベント環境設定］パネルで設定できます。これらの設定は保持されるため、ロ
グインして［イベント分析］ビューに移動するたびに適用されます。次の図はダイアログの例です。また、
その次の表ではそのオプションについて説明します。
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機能 説明

デフォルトの［イベン
ト分析］ビュー 

［イベント分析］ビューを開くたびに表示されるデフォルトのイベント分析ビューを
選択します。たとえば［ファイル分析］を選択すると、［イベント分析］ビューでイ
ベントを調査するたびに［ファイル分析］パネルがハイライト表示されます。次に
オプションを示します。

 l テキスト分析：イベントのRAWテキスト  ペイロードを表示および分析します。

 l パケット分析：イベントのパケットとペイロードを表示し、対話形式で分析しま

す。

 l ファイル分析：イベントのファイルのリストを表示し、1つまたは複数のファイルを

ダウンロードします。

デフォルトのログ形
式

ログをダウンロードする際のデフォルトの形式を選択します。

 l ログのダウンロード：RAWログ( log) 形式でダウンロードするには、このオプショ

ンを使用します。

 l CSVのダウンロード：CSV( コンマ区切り値) 形式でダウンロードするには、こ

のオプションを使用します。

 l XMLのダウンロード：XML( Extensible Markup Language) 形式でダウンロー

ドするには、このオプションを使用します。

 l JSONのダウンロード：JSON( JavaScript Object Notation) 形式でダウンロード

するには、このオプションを使用します。

デフォルトのパケット
形式

パケットをダウンロードする際のデフォルトのパケット形式を選択します。

 l PCAPのダウンロード：イベント全体をパケット  キャプチャ( *.pcap) ファイルとし

てダウンロードします。

 l すべてのペイロードのダウンロード：ペイロードを*.payloadファイルとしてダウン

ロードします。

 l リクエスト  ペイロードのダウンロード：リクエスト  ペイロードを*.payload1ファイル

としてダウンロードします。

 l レスポンス ペイロードのダウンロード：レスポンス ペイロードを*.payload2ファイ
ルとしてダウンロードします。

クエリの時間形式 ［イベント分析］ビューには、データベースの時間または現在の時間に基づいて
結果を表示できます。この環境設定のデフォルト設定は［データベースの時間］
で、これは［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューでクエリ結果を表示するために
使用される時間形式と同じです。
［データベースの時間］を選択した場合、クエリの開始時刻と終了時刻は、イベ
ントが収集された時刻に基づく時刻になります。

［現在の時間］を選択した場合、クエリの実行に使用される終了時刻は現在
のブラウザの時刻に基づく時刻になり、開始時刻は終了時刻と時間範囲に基
づいて計算されます。
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抽出したファイルを
自動ダウンロード

［イベント環境設定］パネルの［デフォルトのログ形式］フィールドと［デフォルトの
パケット形式］フィールドで選択したデフォルト形式のファイルの自動ダウンロード
を有効にします。

選択した形式のファイルをローカル フォルダに自動的にダウンロードするには、こ
のチェック ボックスを選択します。このチェック ボックスを選択しない場合、ダウン
ロード  ジョブがジョブ キューに入れられるのでファイルを手動でダウンロードできま
す。
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