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はじめに
本書では、RSA® Security Analyticsの新機能と変更点、および既知の問題と回避策について説明しま
す。RSA Security Analyticsを導入または更新する前に本書をお読みください。
RSA Security Analytics 10.6.4.0は、Security Analytics 10.6.0.0用のサービスパックです。
l

ビルド番 号

l

製 品 マニュアル

l

新機能

l

更 新 に関 する注 意

l

修 正 された問 題

l

既 知 の問 題

l

カスタマーサポートへのお問 い合 わせ

ビルド番 号
以下の表に、RSA Security Analyticsバージョン10.6.4.0の各種コンポーネントのビルド番号を記載します。
コンポーネント

ビルド番号

Security Analytics Web Server

10.6.4.0-170720144433.5

Security Analytics Decoder

10.6.4.0-7147.5

Security Analytics Concentrator

10.6.4.0-7147.5

Security Analytics Broker

10.6.4.0-7153.4

Security Analytics Log Decoder

10.6.4.0-7147.5

Security Analytics Log Collector

10.6.4.0-14160.5

Security Analytics IPDB Extractor

10.6.4.0-17283.5

Security Analytics Incident Management

10.6.4.0-1054.5

Security Analytics Reporting Engine

10.6.4.0-5590.5
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Security Analytics Warehouse Connector

10.6.4.0-1942.5

Security Analytics Archiver( Workbench)

10.6.4.0-7147.5

Security Analytics Event Stream Analysis

10.6.4.0-306.g8e5339e.5

Security Analytics Malware Analysis

10.6.4.0-8287.5

Security Analytics Context Hub

10.6.4.0-602.5

製 品 マニュアル
本リリースでは、以下のマニュアルが提供されています。
マニュアル

場所

RSA Security Analytics

https://community.rsa.com/community/products/netwitness/1064

10.6.4.0オンラインヘルプ
RSA Security Analytics

https://community.rsa.com/community/products/netwitness/1064

10.6.4.0更新手順
RSA Security Analytics

https://community.rsa.com/community/products/netwitness/1064

10.6.4.0更新チェックリスト

はじめに
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新機能
RSA Security Analytics 10.6.4.0は、Security Analytics 10.6.0.0用のサービスパックです。このリリースでは、
次の新機能と機能拡張が追加されています。

セキュリティ
新しい認証機関のインポート時に既存の認証機関の上書きが可能に：［PKI設定］ビューでCA( 認証機
関) をインポートするとき、［既存のエントリーを上書き］チェックボックスを選択して既存のCAを上書きできま
す。詳しくは「ステップ5：( オプション) カスタム サーバ証明書の使用」トピック( 「システム セキュリティとユーザー
管理ガイド」内) を参照してください。

管理
カスタム フィードファイルの機能を拡張：CSVファイルに変更がある場合にのみ、カスタム フィードファイルが
DecoderまたはLog Decoderに転送されます。

Live
l

l

STIXフィードを拡張：複数のインデックス列を選択し、選択したすべての列の値の集合をインデックス列と
するフィードを生成できます。「Liveサービス管理ガイド」の「カスタムFeedの管理」トピックを参照してくださ
い。
追加のSTIXバージョンのサポート：STIXバージョン1.0、1.1および1.2のサポート。「Liveサービス管理ガイ
ド」の「カスタムFeedの作成」トピックを参照してください。

レポート
RSA SecurIDとThreat-Huntingのための新しいOOTBダッシュボード
o

RSA SecurIDダッシュボードを使用すると、アナリストは特定のIDとその行動を監視することができます。こ
のダッシュボードは、RSA SecurIDの2要素認証によりリソースへのアクセスを保護している組織を支援し
ます。

o

Threat-Huntingダッシュボードには、特定のメタキーによって分類されたイベントのサマリーが表示されま
す。詳しくは、 「NetWitness Hunting Guide」と「NetWitness Hunting Feed」を参照してください。
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Log Collector
AWS( Cloud Trail) プロキシのサポート：AWS( Cloud Trail) 用のプロキシを設定できます。［プロキシを使
用］オプションを選択し、プロキシ サーバの詳細と認証情報を指定することができます。「ログ収集ガイド」の
「参考資料：AWS( CloudTrail) 収集の構成パラメータ」トピックを参照してください。

Investigation
メタ値をエクスポートするための新しいオプション：［ナビゲート］ビューと［イベント］ビューから、選択したメタ値
またはすべてのメタ値をエクスポートできます。「InvestigationおよびMalware Analysisガイド」の「ドリル ポイン
トのエクスポート」トピックと「イベントのエクスポートとファイルの抽出」トピックを参照してください。

インシデント管 理
変数を使用したインデント管理アラートEメールのコンテキストの強化：受信者がすぐにアラートのコンテキス
トを理解できるように、インシデント管理アラートEメールの件名に変数を使用できます。「インシデント管理
ガイド」の「通知設定の構成」トピックを参照してください。

コア サービス
l

l

ユーザー名でのバックスラッシュのサポート：Security Analyticsコアサービスでは、たとえば、
WINDC\Administratorのように、ユーザー名にバックスラッシュ( \) 文字を使用できるようになりました。「ホ
ストおよびサービススタートガイド」の「［ユーザー］タブ」トピックを参照してください。
カスタムおよび基本のCEFパーサのサポート：Security AnalyticsLog Decoderサービスは、基本CEFパーサ
とカスタムCEFパーサの両方を読み取ります。Log Decoderサービスは、Liveから新しいバージョンのCEF
パーサがダウンロードされても、カスタムCEFパーサのマッピングを維持します。これによりお客様は、変更
が上書きされることなく、CEFパーサをカスタマイズすることができます。「RSA Security Analytics Content
Documentation」の「Custom CEF Parser」トピックを参照してください。

l

イベントログメッセージに年が見つからないときにLog Decoderがevent.time値を正規化：年を含まない
タイムスタンプのパースに対応するようLog Decoderのパースエンジンが拡張されました。その結果、Raw
ログに年が含まれないイベントソースのevent.timeを正規化するようログパーサを更新できます。ただし、
次の例外があります。
o

指定した日と時刻に現在の年を割り当てた結果、31日以上先の日付になる場合、年の値は1減ら
されます。たとえば、メッセージの実際の日付が2017年12月31日とします。現在の日付は2018年1月1
日です。計算された日付は、31日以上先の2018年12月31日になります。この場合、年の値を1減ら
し2017年にすることにより、メッセージの正確な日付が計算されます。

新機能
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o

指定した日と時刻に現在の年を割り当てた結果、334日以上過去の日付になる場合、年の値は1
加算されます。たとえば、メッセージの実際の日付が2018年1月1日とします。現在の日付は、2017年
12月31日です。計算された日付は、334日以上過去の2017年1月1日になります。この場合、年の値
を1追加して2018年にすることにより、メッセージの正確な日付が計算されます。

注：計算される年の値は、ログをLog Decoderに送信するタイミングによっては、正確でなくなる場合があり
ます。
10.6.4.0のLog Decoderを使用していて、event.timeの値が正確に追加されない場合は、デバイスパーサ
が最新であることを確認します。

Event Stream Analysis
l

l

l

l

Event Stream AnalysisのMIBファイル：アラートがトリガーされたコンポーネントを識別するために、Event
Stream AnalysisにMIBファイルが追加されました。「ESAを使用したアラートガイド」の「通知方法」トピック
を参照してください。
複数値メタキーのLIKE操作およびREGEX操作のサポート：EPLステートメントでの複数値メタキーのカ
スタム関数、matchLikeおよびmatchRegex。「ESAを使用したアラートガイド」の「詳細EPLルールのサン
プル」トピックを参照してください。
Event Stream Analysisアラートでの構成可能なステートメント名のサポート：ステートメント名がアラートを
トリガーするイベントに基づくように、アラートのステートメント名を構成できます。「ESAを使用したアラート
ガイド」の「詳細EPLルールの追加」トピックを参照してください。
イベント取得時間の機能拡張：Security Analyticsユーザー インタフェースで、アラートをトリガーしたイベ
ントの取得時間を、ユーザー プロファイルに設定されたブラウザのタイム ゾーン設定に基づいて表示しま
す。「ESAを使用したアラートガイド」の「ESAの統計とアラートの表示」トピックを参照してください。

ドキュメント
システム メンテナンスチェックリストの更新：Security Analyticsのホストとサーバの正常性を監視する日次、
週次、月次のリストに新しいタスクが追加されました。「システム メンテナンスガイド」を参照してください。
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更新に関する注意
Security Analytics 10.6.4.0では以下の更新パスがサポートされます。
l

Security Analytics 10.5.1.0から10.6.4.0

l

Security Analytics 10.5.1.1から10.6.4.0

l

Security Analytics 10.5.1.2から10.6.4.0

l

Security Analytics 10.5.2.0から10.6.4.0

l

Security Analytics 10.5.2.1から10.6.4.0

l

Security Analytics 10.5.3.0から10.6.4.0

l

Security Analytics 10.5.4.0から10.6.4.0

l

Security Analytics 10.6.0.0から10.6.4.0

l

Security Analytics 10.6.0.1から10.6.4.0

l

Security Analytics 10.6.0.2から10.6.4.0

l

Security Analytics 10.6.1.0から10.6.4.0

l

Security Analytics 10.6.1.1から10.6.4.0

l

Security Analytics 10.6.2.0から10.6.4.0

l

Security Analytics 10.6.2.1から10.6.4.0

l

Security Analytics 10.6.2.2から10.6.4.0

l

Security Analytics 10.6.3.0から10.6.4.0

l

Security Analytics 10.6.3.1から10.6.4.0

l

Security Analytics 10.6.3.2から10.6.4.0

注：サポートされている更新パスは、10.6.4.0リリース以前にリリースされた10.5.1.x( またはそれ以降) および
10.6.x.xパッチです。
10.6.4.0への更新の詳細については、「 製 品 マニュアル」セクションに記載されている更新手順を参照してくだ
さい。

更 新 に関 する注 意
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修正された問題
本セクションでは、Security Analyticsの最後のリリース以降に修正された問題について説明します。

セキュリティに関 する修 正
トラッキング番号

説明

ASOC-37603、ASOC-36254 sudoのセキュリティ更新：
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-1574.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-1382.html
ASOC-37354

glibcのセキュリティ更新：https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-20171480.html

ASOC-37353

カーネルのセキュリティ更新： https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-20171486.html

ASOC-36256

nssのセキュリティとバグ修正の更新：https://rhn.redhat.com/errata/RHSA2017-1364.html

ASOC-36255

カーネルのセキュリティ更新：https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-20171372.html

ASOC-35873

libtirpcのセキュリティ更新：https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-20171268.html

ASOC-35872

rpcbindのセキュリティ更新：https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-20171267.html

ASOC-35478

jasperのセキュリティ更新：https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-20171208.html

ASOC-35477

ghostscriptのセキュリティ更新：https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-20171230.html

ASOC-32650

openjpegのセキュリティ更新：https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-20170559.html

SACE-7729

TLS1.0とTLS1.1がEvent Stream Analysisポート50022で無効になります。

サーバの修 正
トラッキング番号
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SACE-7700

カスタム サーバ証明書がSecurity Analyticsで機能しません。

SACE-7639

Puppetが/etc/ssh/sshd_configファイルに<CR>と<LF>を追加して変更するた
め、大量のアラートがトリガーされます。

SACE-7201

Security Analyticsサーバの/var/log/messagesにLiveコンテンツエラーが連続
して( 1分あたり数千件) 記録されます。

SACE-7632

PKI設定の信頼されるCAに初めて証明書を追加した時に、証明書がリス
トに追加されません。

SACE-6395

データベースでカスタム フィードを無効にしても、正しいステータスがSecurity
Analyticsユーザー インタフェースに反映されません。

ヘルスモニタの修 正
トラッキング番号

説明

SACE-7583

イベントソースモニタリングに誤ったメッセージが表示されます。

SACE-7462

ヘルスモニタの重大度が「クリティカル」のアラームに関する修正。

SACE-7300

Device.groupメタはイベントソースのいくつかで表示されません。

Investigationの修 正
トラッキング番号

説明

SACE-7478

復号したYahoo Webメールで添付ファイルの抽出が失敗します。

SACE-7215

IPv4の値が含まれている場合、Source IPv6メタをドリルダウンすることができ
ません。

SACE-7324

リスト構文を使用してReporting Engineから生成されるチャートから、Investigatorにディスパッチできません。

Administrationの修 正
トラッキング番号

説明

SACE-7379

Security Analyticsを10.6.1.1から10.6.2.0に更新するとき、［Administration］
＞［サービス］にオレンジ色でサービスのステータスが表示されます。

修 正 された問 題
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SACE-7463

ユーザー( admin以外) がパスワードを［Administration］＞［サービス］＞［表
示］＞［セキュリティ］で変更すると、「お待ちください...」のステータスが表示さ
れたままページがハングします。

SACE-7300

イベントソースのタイプにハイフンが含まれると、タイプの値が正しく設定され
ません。

Context Hubの修 正
トラッキング番号

説明

SACE-6914

サードパーティベンダーのSTIX XMLのいくつかは、Security Analyticsで読
み取りおよびパースできません。

Reportingの修 正
トラッキング番号

説明

SACE-7375

ページにチャートの凡例が表示されず、チャート全体が正しく表示されませ
ん。

SACE-7342

現在スケジュールされているレポートを無効にすることができません。

SACE-7683

Reporting Engineにルール名とデータソース名が正しく表示されず、エンコー
ドされた文字が表示されます。

SACE-7631

チャートの凡例に正しい文字列が表示されません。

SACE-7876/ASOC-33210

レポートとチャートの操作をする時に、Reporting Engineページが読み込まれ
ません。

Log Collectorの修 正
トラッキング番号

説明

SACE-7744/ASOC-36163

AWS( Cloud Trail) ログに、エラー「Exception thrown translating event in
transform, check transform configuration file」が定期的に表示されます。
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SACE-7685

Log Collectorのユーザー インタフェースで、［イベントの宛先］のドロップダウン
メニューに複数のLog Decoderのエントリーがある場合、LD( Log Decoder)
名の読み込みが失敗します。

Event Stream Analysisの修 正
トラッキング番号

説明

SACE-7673

エンリッチメントジョブがスケジュールされたとおりに実行されず、ジョブステー
タス監査が誤っています。

SACE-7471

Event Stream Analysisルール ビルダーはタグとtoLower()関数との間にデフォ
ルトでスペースを追加するため、ルールの検証が失敗します。

SACE-7040

［アラートサマリー］ページで特定のアラートを開くと、空白のページが表示さ
れます。

コアの修 正
Security Analyticsコアサービスには、Broker、Concentrator、Decoder、Log Decoderが含まれます。
トラッキング番号

説明

SACE-7739

MaxMindのデータベースに誤った場所が表示されます。

SATCE-2204

event.timeパーサで異なる時間の形式を識別できません。

SACE-7531

BASE 64コンテンツのセッションを再構築できない場合があります。

SACE-6536

SSIDルールが正しくパースされません。

SACE-7693/ASOC-37203 Security Analyticsを10.6.3.0に更新すると、Concentratorサービスが安定しま
せん。
SACE-7540/ASOC-37250 Brokerが残りビットのスキャン処理でスタックしているにもかかわらず、
Concentratorsには100%完了と表示されます。

修 正 された問 題
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既知の問題
このセクションでは、本リリースで未解決の問題について説明します。回避策や修正に関する情報がある場
合は、その詳細の説明または参照先を記載します。

インストールと更 新
10.5.2.0から10.6.0.1以降に更新するときに、誤ったバージョンが表示される
トラッキング番号：ASOC-17443
問題：Security Analyticsを10.5.2.0から10.6.0.1以降に更新すると、更新ダイアログに「10.5.2.0に更新」という
誤ったメッセージが表示されます。これは、ユーザー インタフェースからSecurity Analyticsサーバを更新する場
合に発生します。
回避策：メッセージを無視して更新を続行します。
Security Analyticsユーザー インタフェースで、［ Repoに移動］をクリックすると、エラーが表示される
トラッキング番号：ASOC-17654
問題：10.6.0.1以降への更新中にSecurity Analyticsユーザー インタフェースに、「リポジトリへのファイルの適
用に失敗しました」というエラー メッセージが表示されます。これは、すべてのzipファイルをアップロードし、
［Repoに移動］をクリックすると発生します。
回避策：ページを更新する必要があります。
10.5.2.0または10.6.0.0から10.6.4.0への更新時のAll-in-One Logsのセットアップの問題
トラッキング番号：ASOC-21194
問題：Security Analyticsユーザー インタフェースで、All-in-One Logsのセットアップで10.5.2.0または10.6.0.0か
ら10.6.4.0に更新すると、puppetサービスとRabbitMQサービスが停止します。更新時にエラーが発生し、完了
までに長時間を要します。
回避策：次の手順を実行する必要があります。
1. 次のコマンドを使用して、puppetサービスを開始します。
service puppet start

2. Security Analyticsユーザー インタフェースで更新が成功したことを確認し、［再起動］をクリックします。
3. Security Analyticsが起動した後、［ホスト］ビューで更新を確認し、［更新］をクリックします。
4. ［再起動］をクリックします。
Security Analytics 10.6.0.0から10.6.4.0への更新時のAll-in-One のセットアップの問題
トラッキング番号：ASOC-23344
問題：Security Analyticsを10.6.0.0から10.6.4.0に更新すると、All-in-Oneのセットアップの問題によりSecurity
Analyticsが起動しません。
回避策：更新を開始したら、次のコマンドを実行します。
puppet agent -t
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Security Analytics 10.5.2.1から10.6.4.0への更新時にインストールされないRPMがある
トラッキング番号：ASOC-25944
問題：Security Analyticsを10.5.2.1から10.6.4.0に更新すると、libpcapとtcpdumpのRPMがインストールされて
いないのに、Security Analyticsユーザー インタフェースに「最新」と表示されます。
回避策：次のコマンドを使用して、すべてのrpmファイルがインストールされたことを確認します。
yum update
RSA Link を使用して10.5.2.0または10.5.2.1から10.6.4.0に更新している間にsa.repoファイルが変更される
トラッキング番号：ASOC-25943
問題：RSA Linkを使用してSecurity Analyticsを10.5.2.0または10.5.2.1から10.6.4.0に更新すると、sa.repoファ
イルが有効に設定されます。
回避策：sa.repoファイルを無効にする必要があります。次のコマンドを実行します。
sed -i -e 's/enabled=1/enabled=0/g' /etc/yum.repos.d/sa.repo
10.6.3.0から10.6.4.0に更新すると、 PAMサーバ設定ファイルが変更される
トラッキング番号：ASOC-33289
問題：pam_radius_auth RPMを使用して10.6.3.0から10.6.4.0に更新すると、新しいサーバ設定ファイルが、
/etc/raddbディレクトリに、古いサーバ設定ファイルを使用して作成されます。
回避策：RPM更新後に、新しいサーバ設定ファイル( /etc/raddb/server) を、古いサーバ設定ファイルの内
容で更新する必要があります。

セキュリティに関 する問 題
Security Analyticsサーバ証明書のエイリアス名の問題
トラッキング番号：SACE-7700
問題：カスタムSecurity Analyticsサーバ証明書を作成する場合、証明書のエイリアス名に次の文字を含め
ることはできません：[ ] { } ( ) <>& ! |
回避策：サーバ証明書のエイリアス名にこれらの文字を使用しないでください。詳しくは「ステップ5：( オプショ
ン) カスタム サーバ証明書の使用」トピック( 「システム セキュリティとユーザー管理ガイド」内) を参照してくだ
さい。

アプリケーションに関 する問 題
IE 10ブラウザを使用してログインすると、ページを表示できないというエラーが発生する
トラッキング番号：ASOC-9225
問題：Internet Explorer 10ブラウザ ウィンドウからSecurity Analyticsにログインすると、次のエラー メッセージ
が表示される場合があります。
The page can't be displayed.

回避策：ブラウザの使用可能なプロトコルに、TLS 1.2を追加します。

既 知 の問 題
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1. ［インターネットオプション］＞［詳細設定］＞［設定］＞［セキュリティ］に移動します。
2. TLS 1.2プロトコルが有効化されていることを確認します。
3. ［適用］をクリックして、ページを再ロードします。

プラットフォームに関 する問 題
Warehouse Analyticsジョブのキャンセル オプションが存在しない
トラッキング番号：SAENG-4706
問題：Warehouse Analyticsジョブが開始された後で、そのジョブをキャンセルするオプションがありません。
回避策：デーモンを手動でkillしてください。ジョブをkillするための手順は次のとおりです。
MapRの場合：
1. ログからJobidを取得します。
2. jobtracker UI にログインして、［Running Jobs］でkillするJobidを探します。
URLの例：http://<job-tracker-host>:50030/jobtracker.jsp
3. Jobidをkillします。
l

l

［Running Jobs］でJobidを選択して、［Kill Selected Jobs］をクリックします。
( または)
Jobidリンクをクリックし、下方向にスクロールして［Kill this job］リンクをクリックします。

Pivotalの場合：
1. ジョブログからJobidを取得します。
2. Jobidをkillします。
例：
mapred job -list
mapred job -kill job_1406294496331_03

( または)
yarn application -list
yarn application -kill application_1406294496331_0385

Administration
Identity Feedが機能していない
トラッキング番号：SACE-6600
問題：Identity Feedが証明書検証エラーのため機能していません。
回避策：次の手順を実行します。
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1. Security Analyticsサーバ アプライアンスにSSHでログインします。
2. /etc/hosts/に移動し、ホストのnodeIDをアプライアンスのIPにマップします。
3. Security Analyticsユーザー インタフェースで、［Live］＞［Feed］を選択します。
4. ［Feed］ビューで、［追加］をクリックします。
5. ［Feedの構成］ダイアログで、［Identity Feed］を選択し、［次へ］をクリックします。
6. ［Feedの定義］タブで、［繰り返し］を選択します。
7. ［URL］フィールドで、ホスト名として、ホストのnodeIDを入力します。たとえば、<ip_
address>10.63.21.244の代わりに<nodeID>1n702df2-5891-4e9g-9323-4f492a8556fdを使用し
ます。
8. ［サービスの選択］フォームで、Feedを導入するサービスを選択し、［次へ］をクリックします。
9. ［レビュー］フォームで、Feedの情報をレビューし、正しければ［完了］をクリックします。
Event Stream Analysis、 Incident Management、 Context Hubに接続できない
トラッキング番号：ASOC-38029
問題：enableProtocolsの値を変更すると、Event Stream Analysis、Incident Management、Context Hubの各
サービスに接続できません。
回避策：次のコマンドを使用して、jettyサーバを再起動する必要があります。
restart jettysrv

ライセンス
従量制ライセンスに関連づけられているサービスがない場合、その従量制ライセンスがすぐにコンプライアン
ス状態に戻らない
トラッキング番号：ASOC-9078
問題：たとえば、Log Decoderの従量制ライセンスがあり、そのライセンスの下に1つのLog Decoderが表示さ
れている場合、次のような状況が発生することがあります。
l

契約使用量を超過すると、コンプライアンス違反と表示されます。

l

Log Decoderをサービスベースライセンスに移行することを決定します。

l

その結果、従量制ライセンスにはサービスがなくなります。

l

従量制ライセンスは、7日後にコンプライアンス状態に戻ります。

回避策：なし。
1つのライセンスに1つのサービスしか追加されていない場合に、「すべて」を指定して使用統計をエクスポー
トすると、常に使用統計の集計ファイルが生成される
トラッキング番号：ASOC-10079

既 知 の問 題
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問題：いずれのライセンスタイプ( すべて/従量制/サービスベース) を指定した場合でも、各ライセンスタイプ
に2つ以上のサービスが追加されている場合にのみ、使用統計の集計ファイル( PDF/CSV) を生成するべき
です。
回避策：なし。

Log Collector
Windows Legacy Collectorでドメイン名を解決できない場合に、エラー メッセージが繰り返し表示される
トラッキング番号：SAENG-2476
問題：あるドメイン/ワークグループ内のマシンAから別のドメインにあるWindowsログにアクセスする場合、
Windows Legacy CollectorがマシンAのドメイン名を解決できないと、イベントを収集するたびにエラー メッ
セージが表示されます。
回避策：hostsファイル等を使用して、Windows Legacy Collectorでドメイン名の解決ができるようにします。
Log CollectorにDPOロールがない
トラッキング番号：ASOC-7937
問題：新しいData Privacy OfficerロールがLog Collectorに存在しません。
回避策： なし。
Checkpoint収集が機能せず、エラー「 peer ended the session」が発生する
トラッキング番号：ASOC-8351
問題：Checkpoint収集が機能せず、ログに次のエラーが表示されます：peer ended the session
回避策：この問題を解決するには、次の手順に従います。
1. バックアップを作成し、Checkpointの位置ファイル
( /var/netwitness/logcollector/runtime/checkpoint/eventsources/checkpoint.CP_Security.xml) を削除
します。
2. サービスを再起動して、ファイルを再生成します。
3. ( オプション) ［ポーリング最大アイドル時間］が0に設定されている場合、5に設定します。
AWS収集エラーに対して不正確なメッセージが生成される
トラッキング番号：ASOC-9586
問題：AWS( Amazon Web Services) CloudTrail収集で、変換ファイルが
/etc/netwitness/ng/logcollection/content/transform/cmdscriptにないとき、Security

Analyticsは次の不正確なエラー メッセージを表示します。
エラー：サポートされているファイル タイプが
/etc/netwitness/ng/logcollection/content/collection/cmdscript/cloudtrail_transform.xmlで見つかりません
でした
正しいパスは次のとおりです：
etc/netwitness/ng/logcollection/content/transform/cmdscript/cloudtrail_
transform.xml
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回避策：
1. 以下のファイルが存在しないことを確認します。
etc/netwitness/ng/logcollection/content/transform/cmdscript/cloudtrail_
transform.xml

2. 最新のRSA Log Collectorコンテンツを取得し、展開します。

リモートCollectorからローカルCollectorへの帯域幅制限エラー
トラッキング番号：ASOC-16717
問題：リモートCollectorがイベントデータをローカルCollectorに送信する速度を制御するために帯域幅制
限構成に加えた変更が、再起動後に保持されません。
set-shoveltransfer-limit.shスクリプトは、リモートCollectorからローカルCollectorに転送されるイベン

トデータの帯域幅制限を設定するために使用されます。このスクリプトは、iptablesルールとLinuxカーネルの
トラフィックシェーピングフィルタの両方を使用して、RabbitMQポートがアップストリームCollectorへの転送で
使用するアップロード帯域幅を制御します。実行されるとスクリプトは正しく動作しますが、アプライアンスを
再起動すると、トラフィックシェーピングフィルタの値は保持されません。
回避策：リモートCollectorの /etc/rc.local にスクリプトの実行を追加します。次の例のようになります。
“/opt/netwitness/bin/set-shovel-transfer-limit.sh -s -r 4096kbit”

ファイル収集のフィルタの構成が機能していない
トラッキング番号：ASOC-26826
問題：ファイル コレクタの再起動後も、ファイル収集のフィルタの構成が機能していません。
回避策：ファイル収集イベントソースのフィルタを構成した後、Log Collectorサービスを再起動する必要があ
ります。
cloudtrailイベントソースの接続テストがエラーで失敗する
トラッキング番号：ASOC-37288
問題：プロキシで構成されたcloudtrailイベントソースを編集すると、接続テストがエラーで失敗します。
回避策：次の手順を実行します。
1. ［プロキシ パスワード］と［シークレットキー］を再入力します。
2. ［接続のテスト］をクリックします。
接続テストが成功します。
3. ［保存］をクリックします。
イベントソースの構成が正常に保存されます。
Checkpoint収集サービスから収集されたログが欠落する
トラッキング番号：SACE-7137
問題：Checkpoint収集サービスから収集されたログが欠落します。
回避策：なし。

既 知 の問 題
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サーバ
［データ保存スケジューラ］ページが、正しくないタイム ゾーンを使用している
トラッキング番号：ASOC-24566
問題：Packet DecoderとConcentratorの［データ保存スケジューラ］ページで、日付の閾値を設定する場合
に、Security Analyticsはローカル時間をUTC時間に変換するため、不正なタイム ゾーンの時間がバックエン
ドに設定されます。
回避策：日付の閾値は、ローカル時間で設定します。たとえば、UTCの午前11時にデータ保存をスケ
ジュール設定する場合は、米国東部標準時の午前7時00分に時間を設定する必要があります。

ユーザー インタフェースでParser設定を変更するときに、 CEF Parserの切り替えの設定がクリアされる
トラッキング番号：SATCE-1477/ASOC-24080
問題：［エクスプローラ］ビューで、CEF ParserなどのデバイスParserをカスタマイズできます。［Log Decoder］＞
［構成］ページでParserを有効または無効にすると、これらの変更が上書きされます。
回避策：［Log Decoder］＞［構成］ページでいずれかのParserを有効または無効にした場合は、CEF Parser
の構成のカスタマイズを［エクスプローラ］ビューで再入力します。
SNMP v3でプライバシー プロトコルのDESが機能していない
トラッキング番号：ASOC-23138
問題：SNMP v3トラップおよびInformでプライバシー プロトコルのDESが機能していません。
回避策：なし
SNMP v3トラップのログがEvent Stream Analysisで機能していない
トラッキング番号：ASOC-22667
問題：SNMP v3トラップのログがEvent Stream Analysisで機能していません。
回避策：なし
CSVコンテンツを使用するカスタムFeedがメタ値に一致せず、引用符が正しく表示されない
トラッキング番号：SACE-7121/ASOC-30636
問題：カスタムFeedは大文字と小文字を区別するため、メタがCSVファイルで指定されているものと大文字
小文字が異なる場合、Feedはメタを適切にタグ付けしません。また、複数セットの二重引用符を含むFeed
ファイルが導入される場合、アドホックFeedは導入できず、繰り返しFeedは導入されますが一致しません。
回避策：カスタムFeedが大文字と小文字を区別しないようにするには、XMLファイルのMetaCallbackタグ内
でignorecaseブール値をtrueに設定する必要があります。例：
<MetaCallback name="device" valuetype="Text" ignorecase="true">
「Custom feed is not being applied to all meta data in RSA Security Analytics」というタイトルのKB記事
000029517( https://community.rsa.com/docs/DOC-47865) に記載されているステップに従ってください。また、
二重引用符を含むFeedファイルが導入され、二重引用符がSecurity Analyticsユーザー インタフェースに間
違って表示される場合は、Feedファイルをテキストエディタで表示して、どの文字列が実際にログファイルの
文字列と一致しているかを確認できます。たとえば、ログファイルで「“abc”」という文字列をマッチングする場
合、Feedファイルをテキストエディタで表示すると、テキストエディタでも「“abc”」と表示されます。しかし、SA
ユーザー インタフェースではこれらの引用符はカスタムFeedのこの指定文字列でトランケートされます。
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Investigation
手動で既存のインシデントにアラートを追加すると、インシデントにフラグが設定されない
トラッキング番号：ASOC-16640
問題：Incident Managementのアラートを手動でインシデントに追加した場合、Investigationの値がハイライト
表示されません。インシデントに動的に追加されたアラートはハイライト表示されます。
回避策：なし。

座標表示チャートに、特殊文字が正しく表示されない
トラッキング番号：ASOC-9346
問題：メタキーcontent typeを軸のメタの1つとして構成すると、メタ値に特殊文字が含まれている場合、値
が正しく表示されません。
回避策：なし。

Workbench
トラッキング番号：ASOC-6859
問題：リストアプロセス中にWorkbenchサービスが停止または再起動された場合、空のコレクションが［コレク
ション］タブに表示されます。
回避策：なし。

［エクスプローラ］ビューから作成されたリストアコレクションは、 UIの［コレクション］タブで［日付範囲］が空白
で表示される
トラッキング番号：ASOC-9087
問題：Security Analyticsユーザー インタフェースから作成されていないリストアコレクションは、ユーザー イン
タフェースでそのコレクションの［日付範囲］が空白で表示されます。
回避策：なし。

リストア中にWorkbenchサービスまたはJettysrv を再起動すると、コレクションの日付範囲が表示されない
トラッキング番号：ASOC-6822
問題：リストア中にWorkbenchサービスまたはJettysrvを再起動した場合、コレクションの日付範囲が表示さ
れません。
回避策：なし。
10.5.0.0以降へのアップグレード時に、 10.4.0.0 Workbenchで作成されたコレクションの［日付範囲］と［作成
日］の値が空白で表示される
トラッキング番号：ASOC-9035
問題：10.5.0.0以降にアップグレードした後、10.4.0.0 Workbenchで作成されたすべてのコレクションの［日付
範囲］と［作成日］の値が空白で表示されます。
回避策：なし。

既 知 の問 題
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Malware Analysis
Analystロールのユーザーがオンデマンドマルウェアスキャンを実行できない
トラッキング番号：ASOC-5425
問題：Analystロールが割り当てられたユーザーはInvestigationモジュールとMalware Analysisモジュールにアク
セスできます。ところが、ユーザーが［Investigation］画面からオンデマンドMalware Analysisスキャンを実行し
ようとすると失敗し、「無効なユーザー名」エラーが発生します。ジョブは送信されますが、認証情報が原因
で失敗します。
回避策：なし。

コアデバイスがIPアドレスを指定して構成されていない場合、［ネットワークセッションの表示］オプションが
Malware Analysisイベントに対して無効化される
トラッキング番号：ASOC-5571
問題：新しいサービスIDとASGへの変更が原因で、Malware AnalysisはMalwareイベントサマリーから［ネッ
トワークセッションの表示］オプションを表示しません。デバイスIDがnullとして示されているように見えます。
回避策：なし。
Security Analytics内にスタンドアロンのMalware も存在する場合、スキャンジョブのアップロードがColo
Malware に送信されない
トラッキング番号：ASOC-9821
問題：Security Analytics環境内にColocatedとスタンドアロンの両方のMalware Analysisが存在する場合、
ファイル スキャンコマンドはスタンドアロンMalware Analysisには送信されますが、Colocated Malware
Analysisには送信されません。
回避策：なし

Incident Management
Concentratorが利用できない場合、［元のイベントの表示］でスタックトレースが返される
トラッキング番号：ASOC-14266
問題：アラートに表示されたConcentratorがオンラインでない場合、Incident Managementサービスのアラートの
詳細の下にあるイベントの［アクション］列のアイコンをクリックして、［元のイベントの表示］を選択すると、ス
タックトレースが返されます。これは、Concentratorが機能していないことが原因です。
回避策：なし。
10.6.0.0に更新した後、 Incident Managementの標準提供の統合ルールが複製される
トラッキング番号：ASOC-15031
問題：Security Analytics 10.6.0.0に更新した後、Incident Management内に同じ標準提供の統合ルールが2
セット存在します。両方のルール セットを有効化すると、紛らわしい結果になります。
回避策：ルールを有効化する場合は、標準提供のIncident Management統合ルールの複製を有効化しな
いように注意してください。

大量のアラートのロード中にIM( Incident Management) サービスが応答しなくなる
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トラッキング番号：ASOC-16900
問題：IMサービスは、大量のアラートのロード中に応答しなくなります。これは、［インシデント］ウィンドウで
時間範囲に［すべてのデータ］を選択した場合に発生します。
回避策：このタイムアウトを回避するために、IMの時間範囲をリセットする必要があります。次の手順を実
行します。
1. 次のコマンドを使用して、IMサービスが実行中であることを確認します。
service rsa-im status

サービスが実行中でない場合は、次のコマンドを使用してサービスを手動で開始します。
service rsa-im start

2. Security Analyticsユーザー インタフェースにログインします。
3. メインメニューで［ダッシュボード］を選択します。
4. ［デフォルトダッシュボード］ビューで、［+］ドロップダウンリストをクリックします。
5. ［ダッシュレットの追加］をクリックします。
6. ［タイプ］フィールドで、［インシデントキューのアクティビティ］を選択します。
7. ［時間範囲］フィールドで、時間範囲を直近1時間などの小さい値に制限します。
8. ［追加］をクリックします。
9. ［インシデントキューのアクティビティ］ダッシュレットがロードされたことを確認します。たとえば、直近1時
間のアラートの総数、インシデントの総数、改善計画の総数が［インシデントキュー アクティビティ］に
ロードされていることを確認します。
10. ［アラートの総数］、［インシデントの総数］、［改善計画の総数］のいずれかをクリックし、［インシデント］
ウィンドウに制限された量のデータをロードします。

Event Stream Analysis
RSA Live からルール「 No Log Traffic detected from device in given time frame 」を導入した場合、導入 ( 10.4
以前の旧称：同期 ) が失敗する
トラッキング番号：SAENG-5888
問題：Liveから導入されたルール「No Log Traffic detected from device in given time frame」の導入( 旧称：
同期) が失敗します。バージョン10.4.0.0環境でLiveからルールを導入して同期を実行する場合、この問題
は発生しません。この問題は、10.4.0.0より前のバージョンから更新された環境で確認されています。この場
合、正しくないモジュールIDのルールがLiveから導入されています。
回避策：正しくないモジュールIDを持つルールを削除して、Liveからルールを再導入します。
ESAの［すべてのルール］グリッドで大文字と小文字を区別するソートが正しく機能しない
トラッキング番号：SAENG-3605

既 知 の問 題
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問題：小文字で始まるルール名と大文字で始まるルール名が混在する場合、ESAの［すべてのルール］グ
リッドの［ルール名］列でソートが正しく機能しません。たとえば、名前でソートしたとき、「Rule 1」の後に「rule
2」が続きません。
回避策：なし。

外部データベースをホストしているサーバがダウンした場合、導入が失敗する
トラッキング番号：ASOC-9011
問題：データベースをルールのエンリッチメントソースとして使用するようにデータベース接続を構成します。
データベースへの参照は、ESAがそのデータベースを使用するルールを導入しない場合でもすべてのESAに
導入されます。データベースをホストしているサーバがダウンした場合、新しいルールの導入が失敗します。
回避策：データベースをホストしているサーバを再起動します。
MongoDBのサイズが大き過ぎると、［アラート］パネルがロードされない
トラッキング番号：ASOC-9026
問題：Security Analytics 10.4.0.0では、MongoDBのサイズが大き過ぎると、［アラート］パネルがロードされま
せん。
回避策：ESAストレージの自動メンテナンスを有効化し、MongoDBのサイズを削減する必要があります。

詳細ルール名が変更されても、転送ルール名は更新されない
トラッキング番号：ASOC-9585
問題：サイト間相関ルールを導入した場合、詳細ルールの名前を変更しても、この詳細ルールの名前の変
更に伴って、転送ルールは変更されません。これにより、孤立したルールが残され、イベントを転送し続ける
可能性があります。
回避策：サイト間で使用する詳細ルールの名前を変更する場合は、新しいルールを作成して、古いルール
を削除します。
ESAに配列演算子の警告が表示される
トラッキング番号：ASOC-14157
問題：詳細ルールを作成するときに、anyOfなどの配列演算子が失敗します。例：
SELECT * FROM
Event(
alias_host.anyOf(i => i.length()>50)
);

このルールにより、次のようなエラーが発生します。
Logger name: com.espertech.esper.epl.enummethod.dot.PropertyExprEvaluatorScalarArray
Thread: pipeline-sessions-0
Level : WARN
Message : Expected array-type input from property 'alias_host' but received class java.util.Vector

回避策：あいまいな比較を実行するためには、まず、配列を文字列に変換します。例：
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SELECT * from Event (cast(alias_host, string)LIKE '%TESTHOST%');
注：バージョン10.5.0.0、10.5.0.1、10.6.0.0で開発されたEPLで配列演算子を使用していた場合は、前述
の回避策を使用するようにEPLを変更する必要があります。

ネイティブ集計が並列でトリガーされると、クエリー ベース集計のEPSレートが低下する
トラッキング番号：ASOC-20026
問題：Concentratorをターゲットとしてクエリー ベース集計行っている場合に、別のアプライアンスが同じ
Concentratorをターゲットとしてネイティブ集計を開始すると、クエリー ベース集計のパフォーマンスが大幅に
低下します。
回避策：なし。

パケットの自動脅威検出をログの自動脅威検出に、またはその逆に変更しているときにウォーム アップ期
間が保持される
トラッキング番号：ASOC-22226
問題：パケットとログの自動脅威検出モジュールを切り替えたときにウォーム アップ期間がそのまま保持され
ます。
回避策：ウォーム アップ期間を手動でリセットします。

ログの自動脅威検出 ( クエリー ベース集計を使用 ) をパケットの自動脅威検出に切り替えても集計メカニ
ズムが変更されない
トラッキング番号：ASOC-23874
問題：ログの自動脅威検出( クエリー ベース集計を使用) をパケットの自動脅威検出に切り替えても集計
メカニズムが変更されないません。
回避策：手動で変更します。［Administration］＞［サービス］に移動し、使用するEvent Stream Analysis
サービスを選択して［表示］＞［エクスプローラ］を選択します。ここで、［Source］＞
［nextgenAggregationSource］を選択し、［Mechanism］フィールドの値を「QUERY」から
「AGGREGATION」に変更します。

評価版ルールの構成：許容範囲外の値への設定が制限される
トラッキング番号：ASOC-6633
問題：評価版ルールのパラメータとして、次の値を構成できます。
l

MemoryCheckPeriod：ESAのメモリ消費量をチェックするポーリング間隔を定義します。

l

MemoryThresholdForTrialRules：閾値を定義します。この値に達すると、すべての評価版ルールが無
効になります。
これらのパラメータに許容範囲外の値を指定した場合、指定した値ではなく、システムの最小値または
最大値が設定されます。

回避策：なし。
クエリー ベース集計を使用したログの自動脅威検出により、Event Stream Analysisサービスが応答しなくな
る

既 知 の問 題
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トラッキング番号：ASOC-25174
問題：リソース使用率が高いためにEvent Stream Analysisが応答しなくなる場合があります。wrapper構成
の調整が必要になる場合があります。
回避策：wrapper.confファイルのping時間の設定変更が必要になる場合があります。次の手順を実行
します。
1. ［Administration］＞［サービス］＞［Event Stream Analysis］＞［エクスプローラ］に移動し、
/opt/rsa/esa/conf/ フォルダに移動します。
2. 設定を、次の値に変更します。
wrapper.ping.timeout=300
3. 次の行をファイルの末尾に追加します。
wrapper.restart.delay=40
wrapper.ping.timeout.action=RESTART
4. Event Stream Analysisサービスを再起動します。

Reporting Engine
一部のコンプライアンスレポートをLive から導入できない
トラッキング番号：SAENG-1334
問題：Liveの特定のコンプライアンスレポートの依存関係がレポートよりも前に導入されていない場合、その
レポートの導入は失敗します。
回避策：導入を再試行します。問題が解決しない場合、ルールを導入するか、最初に依存関係を一覧
表示し、次にレポートを導入してみます。
RabbitMQ接続がブロックされている場合、一部のReportingアラートが失敗するか、遅延する可能性がある
トラッキング番号：SAENG-5329
問題：［IMへのアラート転送］オプションが有効化され、Incident ManagementへのRabbitMQ接続がブロックさ
れている場合、一部のReporting Engineスレッドがブロックされる可能性があります。
回避策：Incident ManagementでSecurity AnalyticsサーバのRabbitMQブローカーが起動し、接続を受け入
れることができるようになるまで［IMへのアラート転送］オプションを無効化します。

［サービス］ページで接続パラメータを更新しても、 Reportingのデータソースに反映されない
トラッキング番号：ASOC-8149
問題：［サービス］ページでサービス名、ポート、パラメータを変更または更新した場合、その変更または更新
がReporting Engineに追加された対応するデータソースには反映されません。
回避策：変更後のサービスを使用してデータソースを追加し、そのデータソースを使用します。また、既存
のサービスの名前を変更した場合、対応するスケジュールをReportingで更新する必要があります。

［サービス］ページで接続パラメータを更新すると、 NWDBレポートからInvestigationに移動できない
トラッキング番号：ASOC-8575
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問題：レポート結果のメタ値に表示される［Investigation］リンクが、NWDB結果ページでは表示されませ
ん。
回避策：なし。今後のリリースで修正される予定です。

データソースの追加時にDirectionメタを使用できない
トラッキング番号：ASOC-24061
問題：［Overview］ダッシュボードで使用可能な「Traffic Flow Direction」チャートで調査のためにボタンをク
リックする時、Investigationへのクエリーに含まれる値が引用符で囲まれていません。
回避策：Reporting Engineを再起動するか、データソースとして再度追加するか、Reporting Engineのスキー
マキャッシュが更新されるまで24時間待ちます。また、jettyを再起動する必要があります。これは、ダッシュ
レット作成時に作成されたInvestigationクエリーをハイパーリンクとしてダッシュレットに反映するために必要な
操作です。Reporting Engineのスキーマキャッシュの更新時には、ダッシュレットは更新されません。

チャートの表示に［終日］オプションを選択すると、 Reporting Engine にエラー メッセージが表示される
トラッキング番号：ASOC-24129
問題：チャート生成時に［終日］オプションを選択すると、Reporting Engineにエラーが表示されます。
回避策：なし。

Reporting
ルールのテストを実行し、結果に大量のデータが含まれる場合、結果がInternet Explorer 10に表示されな
い
トラッキング番号：SAENG-3926
問題：［ルールのテスト］を立て続けに何回もクリックすると、大量の入力データがある結果がInternet
Explorer 10に表示されない可能性があります。
回避策：この問題が発生した場合、次のステップのいずれかを試します。
l

Internet Explorer 10で［ルールのテスト］ウィンドウを閉じて、テストを再実行します。

l

Chrome、Mozilla Firefoxなどの別のブラウザを使用してルールの実行をテストします。

［スケジュールをすべて表示］ページでレポートスケジュールを編集しているときに動的リストを追加できない
トラッキング番号：SAENG-5837
問題：［スケジュールをすべて表示］ページの［編集］オプションを使用して動的リストを既存のスケジュールに
追加できません。
回避策：個別のレポートの［レポートスケジュール］ページからスケジュールを編集して、動的リストを追加し
ます。

空のリストを使用するルールを実行した場合のエラーメッセージが不適切
トラッキング番号：ASOC-16271

既 知 の問 題
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問題：数値、IPアドレス、Macアドレスのメタに空のリスト値を指定したルールを実行すると、そのルールの実
行は失敗し、次の曖昧なエラー メッセージが表示されます。ソースからデータをフェッチしているときにエラーが
発生しました。
回避策：値を含む有効なリストを作成して、ルールに使用します。有効なリストを使用すると、エラーは表
示されません。

Administration
SAが収集する構成監査イベントに、どのサービスが変更されたのかというコンテキストがない
トラッキング番号：ASOC-8889
問題：Security Analyticsサーバは、監査イベントで構成の変更に該当するターゲットサービスを取得しませ
ん。
回避策：なし。
SA UIページへのアクセス/SA UIからのインポート/エクスポート/ログイン/ログアウトにより、過剰な監査ログが
記録される
トラッキング番号：ASOC-8916
問題：Security Analyticsは、Security AnalyticsユーザーがSecurity Analyticsユーザー インタフェースからログ
オン、ログアウト、インポート、エクスポート、ページへのアクセスを実行すると、監査ログを過剰に生成しま
す。
回避策：なし。

監査ログ： Security AnalyticsサーバがqueryStringの値を収集していない
トラッキング番号：ASOC-8994
問題：Security Analyticsサービスのファイル コンテンツを変更した場合、Security Analyticsサーバの監査ログ
にユーザーがどのファイルを変更したのかが示されません。
回避策：なし。

パスワードの有効期限切れメールに送信元の情報がない
トラッキング番号：ASOC-9187
問題：Security Analyticsサーバによって送信されるパスワードの有効期限切れメールに、そのメールを送信
したSecurity Analyticsサーバの名前またはURLが記載されません。複数のSecurity Analyticsサーバが存在
する場合、ユーザーは、パスワードを更新するためにアクセスする必要があるサーバが分からない可能性が
あります。
回避策：なし。

ユーザーがアクセス権限のないページにアクセスしようとした場合、監査ログにそのページ名が含まれていな
い
トラッキング番号：ASOC-9323
問題：ユーザーがアクセス権限のないSecurity Analyticsユーザー インタフェースのページにアクセスしようとし
た場合、監査ログにそのページ名が含まれません。
回避策：なし。
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ヘルスモニタ
［監視］ページのすべてのフィルタが削除される
トラッキング番号：SACE-6720
問題：［ヘルスモニタ］＞［監視］ページで、フィルタを1つのみ削除すべき場合にすべてのフィルタが削除され
ます。
回避策：前に選択していたフィルタをクリアしてから別のフィルタを選択する必要があります。

Event Source Management
ESMの自動アラームがAll-in-One( AIO) アプライアンス上で機能しない
トラッキング番号：ASOC-16588
問題：自動モニタリングは、AIO上のLog Decoderから収集されたデータについては機能しません。ポリシー
のアラームは正常に動作します。
回避策：なし。
Log CollectorまたはLog Decoderのホスト名を変更しても、［イベントソース］の［管理］ページに反映されな
い
トラッキング番号：ASOC-9235
問題：［Administration］＞［ホスト］ページで、Log CollectorまたはLog Decoderアプライアンスの「名前」を
編集した場合、その変更が［Administration］＞［イベントソース］＞［管理］ページのLogCollector列また
はLogDecoder列に反映されません。
回避策：［ホスト］ページで名前を更新したら、次のステップを実行します。
1. Security AnalyticsアプライアンスにSSHでログインします。
2. service rsa-sms restartコマンドを実行して、SMSサービスを再起動します。
3. Security Analytics UIで、［イベントソース］の［管理］ページが再び表示されるまで待ち、古いLog
Collector名またはLog Decoder名を含んだイベントソースを削除します。
削除したイベントソースからイベントを収集している場合は、そのイベントソースは新しいLog Collector名ま
たはLog Decoder名で［イベントソース］の［管理］ページに自動的に追加されます。

コアサービス
Security Analyticsコアサービスには、Broker、Concentrator、Decoder、Log Decoderがあります。
Concentratorのカスタム インデックスファイル内の構文エラーにより初期化エラーが発生する
トラッキング番号：ASOC-4195
問題：Broker、Concentrator、Decoder、Log Decoderのいずれかを開始したときに、初期化エラーが表示さ
れます。このエラーは、XML構文チェックによって発生している場合があります。
回避策：index-<SA Core component>-index.xmlファイルのXML構文を修正する必要があります。このエラー
が発生した場合は、正しいXMLヘッダーおよびフッターをXMLファイルに追加して、エラーを修正します。

既 知 の問 題
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正しいヘッダーとフッターの例は、以下に示すとおりです。
DecoderまたはLog Decoderの例：
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<language level="IndexNone" defaultAction="Auto?>
<!-- *** Please insert your custom keys or modifications below this line *** -->
</language>

ConcentratorまたはBrokerの例：
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<language level="IndexValues" defaultAction="Auto?>
<!-- *** Please insert your custom keys or modifications below this line *** -->
</language>

Brokerシステム ロールがConcentratorで定義されたカスタム メタキーを表示しない
トラッキング番号：ASOC-6749
問題：カスタム メタキーが定義されている場合、同じメタキーがBrokerにも表示されるはずです。しかし、
Brokerシステム ロールはカスタム メタを表示しません。
回避策：Concentrator言語ファイルとカスタム インデックスファイル( 存在する場合) をBrokerにコピーして、
SDKメタキー ロールをシステム ロールに追加できます。
Metacallback Feedがインデックス範囲 ( IP範囲またはCIDR) をサポートしていない
トラッキング番号：SATCE-260、ASOC-18044
問題：Security Analyticsは、Metacallbackオプションを選択する場合、CIDRをサポートしません。インデック
ス範囲は、ip.srcまたはip.dstのみ( 両方ではない) が必要なFeedでは引き続き必須です。
回避策：このリリースでは、既存のカスタムFeed構成ウィザードの詳細オプションを使用して、Decoderおよび
Log DecoderデバイスでのCIDRのMetacallback Feedをサポートします。このウィザードにアクセスするには、
［Live］＞［Feed］＞［カスタムFeed］＞［詳細オプション］に移動し、xml Feed定義ファイルを指定します。ま
た、RESTインタフェースで/decoder/parsers/uploadを使用して、xmlおよびフィードバイナリファイルをアップ
ロードすることもできます。
CIDRまたは範囲を指定し、ソースと宛先のIPをベースとしたFeedを作成する機能
トラッキング番号：SATCE-628
問題：Log Decoderでソースと宛先のIPをベースとしたFeedを作成する場合、ソースのメタキーのみが取り込
まれます。範囲指定またはCIDRのFeedを使用することはできません。すべてのIPアドレスを1つずつリストに
追加する必要があります。
回避策：IPアドレスを指定して2つの異なるFeedを作成することにより、これらのFeedでCIDRを使用すること
ができます。
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カスタマーサポートへのお問い合わせ
ご質問および技術的支援が必要な場合には、以下の情報および連絡先にアクセスしてください。
RSA Link

https://community.rsa.com/

メール

support@rsa.com

コミュニティ

http://japan.emc.com/security/security-analytics/security-analytics.htm

基本サポート

月曜日から金曜日、現地時間午前9時から午後5
時まで利用可能です。

拡張サポート

新規の重大度1の問題について、24時間365日の技
術サポートを提供します。

カスタマー サポートに連 絡 するための準 備
カスタマー サポートに連絡するときは、コンピューターにアクセスできる状態になっている必要があります。以
下の情報を提供できるよう準備しておいてください。
l

お使いのRSA Security Analytics製品またはアプリケーションのバージョン番号

l

お使いのハードウェアのタイプ

カスタマーサポートへのお問 い合 わせ
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