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Security Analyticsシステムのメンテナンス

はじめに

このガイドでは、環境におけるホストとサービスの管理、ネットワークのメンテナンスと監視、ジョブ

の管理、パフォーマンスのチューニングなど、管理者が実行するメンテナンスタスクについて説明

します。

次の各トピックでは、実行できるさまざまなシステムメンテナンスタスクを示しています。

l FIPSのアクティブ化または非アクティブ化

l ホストとサービスのデータのバックアップとリストア

l ホストのIPアドレスまたはホスト名の変更

l DISA STIG Hardeningガイド

l Security Analyticsでの更新の管理

l Security Analyticsのヘルスモニタの監視

l Security Analyticsのトラブルシューティング

l 参考資料

11 Security Analyticsシステムのメンテナンス
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FIPSのアクティブ化または非アクティブ化

このトピックでは、FIPS(米国連邦情報処理規格)をアクティブ化または非アクティブ化する方

法について説明します。FIPSをアクティブ化または非アクティブ化する方法は、Security
Analyticsサービスが使用するセキュリティ ライブラリのタイプが、OpenSSLとRSA BSAFEのどちら

の場合でも同じです。

サービス

セキュリ

ティ

ライブラリ

アプリケーションホスト、Context Hub、ESA( Event Stream Analysis) 、Incident

Management、Malware Analysis、Reporting Engine
BSAFE

Broker、Concentrator、Decoder、Log Decoder、Warehouse Connector、IPDB

Extractor、Log Collector(ローカルCollectorおよびリモートCollector) 、Archiver、

Workbench

OpenSSL

FIPSに関する重要事項

アプリケーションホストでFIPSの有効化 /無効化スクリプトを実行すると、そのアプリケーションホ

ストで実行されているBSAFEセキュリティ ライブラリを使用するすべてのサービス、およびBSAFE
セキュリティ ライブラリを使用する接続されたホストも有効化 /無効化されます。

Security AnalyticsをFIPSモードで実行しているときは、秘密鍵と証明書に関する次の要件が

あります。

1. 署名および認証のための最小キーサイズがあります。

a. RSA、DSA：>= 2048ビットのキー

b. ECDSA：>= 224( FIPS 186-4では、特定のECカーブが推奨されています)

2. 検証用の最小キーサイズがあります(レガシー利用のみ) 。

a. RSA、DSA：>= 1024ビットのキー

b. ECDSA：>= 160

3. MD5で署名された証明書はいずれも使用できません。

4. SHA-1署名は検証できますが、作成できません。

FIPSのアクティブ化または非アクティブ化 12
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FIPSを有効化した場合は、「Warehouse Connector構成ガイド」の説明に従って、SSHキーを

構成した後で、SSHキーを使用するSFTPの宛先を追加する前に、次の手順を完了する必要

があります。

1. SSHでWarehouse Connectorホストにアクセスします。

2. 次のコマンドを実行します。

cd /root/.ssh/
mv id_dsa id_dsa.old
openssl pkcs8 -topk8 -v2 des3 -in id_dsa.old -out id_dsa

古いパスフレーズと新しいパスフレーズを求められます。

3. 古いパスフレーズと新しいパスフレーズを入力します。

4. 次のコマンドを実行します。

chmod 600 id_dsa

以降のセクションでは、FIPSをアクティブ化、非アクティブ化、確認する方法について説明しま

す。

BSAFEを使用したFIPSのアクティブ化、確認、非アクティブ化

このセクションでは、BSAFEセキュリティ ライブラリを使用するアプリケーションホストおよびすべて

のサービスに対して、FIPSをアクティブ化、確認、非アクティブ化する方法について説明します。

BSAFEセキュリティライブラリを使用するアプリケーションホストおよびすべてのサービス

に対するFIPSの有効化

BSAFEセキュリティ ライブラリを使用するアプリケーションホストとすべてのサービスに対して、

FIPSをアクティブ化するには、次の手順を実行します。

1. root権限でアプリケーションホストにSSH接続します。

2. /etc/puppet/scriptsディレクトリに移動し、次のコマンドを実行します。

./FIPSEnable.sh

スクリプトはアプリケーションホストでのみ実行します。./FIPSEnable.sh スクリプトは、

次の処理を行います。

l アプリケーションホストにプロビジョニングされているBSAFEセキュリティ ライブラリを使用す

るすべてのサービスで、FIPSをアクティブ化します。

l アプリケーションホストと他のすべてのホストでサービスを再起動します。

13 FIPSのアクティブ化または非アクティブ化
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例：導入環境に、Malware Analysis、ESA( Event Stream Analysis) 、Security Analytics
コアホスト ( Broker、Concentrator、Decoder、Log Decoderなど)が存在しま

す。./FIPSEnable.sh をアプリケーションホストで実行すると、そのアプリケーション

ホストで実行されているサービス( Reporting EngineとIncident Management)に対してFIPS
がアクティブ化され、他のホストで実行されているContext Hub、ESA、Malware Analysis
サービスがFIPSモードで実行されるようになります。

スクリプトの実行が成功すると、アプリケーション、ESA、Malwareの各ホストでサービスが

自動的に再起動されます。サービスが再開するまで少し時間がかかります。

3. ホストを再起動します。

RSAでは、アプリケーションホスト以外のホストから再起動することを推奨します。たとえば、

Malware Analysisホストとアプリケーションホストがある場合は、Malware Analysisホストを

再起動してから、アプリケーションホストを再起動します。

注：アプリケーションホストで実行されているIPDB ExtractorサービスとBrokerサービスに対

してFIPSをアクティブ化または非アクティブ化するには、OpenSSL用のスクリプ

ト、./NwFIPSEnable.sh または./NwFIPSDisable.shを使用します。

アプリケーションホスト上のReporting Engineに対してFIPSがアクティブ化されている

ことを確認

Reporting Engineに対してFIPSがアクティブ化されていることを確認するには、次の手順を実行

します。

1. Security Analyticsにログオンし、［Administration］＞［サービス］に移動します。

2. Reporting Engineサービスを選択します。

3. ［com.rsa.soc.re］＞［Configuration］＞［ServerConfiguration］＞［serverConfiguration］
に移動します。

4. FIPSEnabledパラメータがtrueに設定されていることを確認します。

FIPSのアクティブ化または非アクティブ化 14
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ESAに対してFIPSがアクティブ化されていることを検証

ESAに対してFIPSがアクティブ化されているかどうかを確認するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsにログオンし、［Administration］＞［サービス］に移動します。

2. ESAサービスを選択します。

3. ［アクション］の下の をクリックし、［表示］＞［エクスプローラ］を選択します。

4. ［Service］＞［Status］＞［service］に移動します。

5. FIPSModeOnパラメータがtrueに設定されていることを確認します。

Malware Analysisに対してFIPSがアクティブ化されていることを確認

Malware Analysisに対してFIPSがアクティブ化されているかどうかを確認するには、次のコマンド

を実行します。

cat /etc/alternatives/jre/lib/security/java.security | grep FIPS

Malware Analysisに対してFIPSがアクティブ化されている場合は、次のように出力されます。

com.rsa.cryptoj.fips140initialmode=FIPS140_MODE

Incident Managementに対してFIPSがアクティブ化されていることを確認

Incident Managementに対してFIPSがアクティブ化されているかどうかを確認するには、次のコマ

ンドを実行します。

cat /opt/rsa/im/logs/im.log | grep FIPS

Incident Managementに対してFIPSがアクティブ化されている場合は、次のように出力されます。

[WrapperSimpleAppMain] INFO com.rsa.smc.im.ServiceInitializer -
Running in FIPS mode
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BSAFEセキュリティライブラリを使用するアプリケーションホストおよびすべてのサービス

に対するFIPSの非アクティブ化

BSAFEを使用するアプリケーションホストに対して、FIPSを非アクティブ化するには、次の手順

を実行します。

1. root権限でアプリケーションホストにSSH接続します。

2. /etc/puppet/scriptsディレクトリに移動し、次のコマンドを実行します。

./FIPSEnable.sh false

3. ホストを再起動します。RSAは、アプリケーションホスト以外のホストから再起動することを

推奨します。たとえば、Malware Analysisホストとアプリケーションホストがある場合は、

Malware Analysisホストを再起動してから、アプリケーションホストを再起動します。

OpenSSLを使用したFIPSのアクティブ化、確認、非アクティブ化

このセクションでは、Broker、Concentrator、Decoder、Log Decoder、Warehouse Connector、
IPDB Extractor、Log Collector(ローカルCollectorおよびリモートCollector) 、Archiver、
Workbenchの各サービスに対して、OpenSSLを使用したFIPSをアクティブ化、確認、非アクティブ

化する方法について説明します。

OpenSSLを使用したFIPSのアクティブ化

OpenSSLを使用したFIPSをアクティブ化するには、次の手順を実行します。

1. openssl-1.0.0-20.el6_2.5.x86_64.rpmをローカルディレクトリにダウンロードします。次の場所

からダウンロードできます。

l openssl-1.0.0-20.el6_2.5.x86_64.rpmをCentOS repoから直接ダウンロードします。

l DownloadCentral( https://download.rsasecurity.com/)からSA-10.6.0.0-UpdatePack-
EL6.zipをダウンロードします。このファイルにはopenssl-1.0.0-20.el6_2.5.x86_64.rpmが含

まれています。

2. OpenSSLを使用する各ホストにroot権限でSSH接続します。

3. スクリプトを実行してFIPSをアクティブ化する前に、各ホストのrootディレクトリにopenssl-1.0.0-
20.el6_2.5.x86_64.rpmをコピーします。

4. Security Analytics v10.6でFIPSをアクティブ化します。

a. /etc/puppet/scriptsディレクトリに移動し、次のコマンドを実行します。

./NwFIPSEnable.sh
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b. Security Analyticsにログオンし、［Administration］＞［サービス］にアクセスします。

c. サービスを選択します。選択する必要があるサービスは、Broker、Concentrator、
Decoder、Log Decoder、Warehouse Connector、IPDB Extractor、Log Collector(ローカ

ルCollectorおよびリモートCollector) 、Archiver、Workbenchです。

d. ［アクション］の下の をクリックし、［表示］＞［構成］を選択します。

e. ［全般］タブの［システム構成］パネルで［SSL FIPS Mode］チェックボックスをオンにして、

［適用］をクリックします。

f. ［Applianceサービス構成］タブで、［SSL FIPS Mode］チェックボックスをオンにして、［適

用］をクリックします。

g. ホストを再起動します。再起動する必要があるホストは、Broker、Concentrator、
Decoder、Log Decoder、Warehouse Connector、IPDB Extractor、Log Collector(ローカ

ルCollectorおよびリモートCollector) 、Archiver、Workbenchサービスです。

OpenSSLを使用したFIPSの非アクティブ化

OpenSSLを使用したFIPSを非アクティブ化するには、次の手順を実行します。
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1. OpenSSLを使用してFIPSがアクティブ化されている各ホストにroot権限でSSH接続します。

2. /etc/puppet/scriptsディレクトリに移動し、次のコマンドを実行します。

./NwFIPSDisable.sh

3. Security Analyticsにログオンし、［Administration］＞［サービス］を選択します。

4. サービスを選択します。選択する必要があるサービスは、Broker、Concentrator、Decoder、
Log Decoder、Warehouse Connector、IPDB Extractor、Log Collector(ローカルCollectorお
よびリモートCollector) 、Archiver、Workbenchです。

5. ［アクション］の下の をクリックし、［表示］＞［構成］を選択します。

6. ［全般］タブの［システム構成］パネルで［SSL FIPS Mode］チェックボックスをオフにして、［適

用］をクリックします。

7. ［Applianceサービス構成］タブで、［SSL FIPS Mode］チェックボックスをオフにして、［適用］

をクリックします。
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8. ホストを再起動します。再起動する必要があるホストは、Broker、Concentrator、Decoder、
Log Decoder、Warehouse Connector、IPDB Extractor、Log Collector(ローカルCollectorお
よびリモートCollector) 、Archiver、Workbenchサービスです。

OpenSSLセキュリティライブラリを使用するサービスに対してFIPSがアクティブ化されて

いることの確認

OpenSSLセキュリティ ライブラリを使用するサービスに対してFIPSがアクティブ化されているかどう

かを確認するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsにログオンし、［Administration］＞［サービス］に移動します。

2. サービスを選択します。選択する必要があるサービスは、Broker、Concentrator、Decoder、
Log Decoder、Warehouse Connector、IPDB Extractor、Log Collector(ローカルCollectorお
よびリモートCollector) 、Archiver、Workbenchです。

3. ［アクション］で、［表示］＞［構成］を選択します。

［構成］ビューの［全般］タブが表示されます。

4. ［システム構成］パネルで、［SSL FIPS Mode］パラメータがオンになっていることを確認しま

す。
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ホストとサービスのデータのバックアップとリストア

ここで紹介するバックアップ/リカバリ手順を使用すると、アップグレードが失敗した場合に、

Security Analyticsを以前の正常な動作状態に戻すことができます。構成ファイルとデータベー

スファイルを保存しておき、新しいバージョンへのアップグレード時に使用する目的にも使用され

ます。さらに、必要なときに情報をバックアップすることもできます。

注：All-in-oneホスト、Hybridホスト、複数のサービスを実行しているホストの場合、すべての

サービスをバックアップして、リストアする必要があります。たとえば、LogDecoderホストで

LogCollectorサービスとWarehouse Connectorサービスを実行している場合は、これらのサービ

スをバックアップして、リストアする必要があります。詳細については、各サービスのバックアップ

およびリストア手順の説明を参照してください。

コアホストのバックアップとリカバリ

ホストでは複数のサービスが実行されている可能性があるため、すべてのサービスをバックアップ

して、リストアできるようにしておく必要があります。たとえば、Log DecoderアプライアンスでLog
CollectorとWarehouse Connectorサービスを実行している場合は、これらのサービスをバックアップ

して、個々にリストアする必要があります。

構成ファイルのバックアップ

Log Decoder、Archiver、Decoder、Concentrator、Brokerの構成ファイルをバックアップするに

は、次の手順を実行します。

注：RMAなどで、ホストをリプレースする必要がある場合、Security Analytics GUIの［ホスト］

画面でホストを非有効化する必要があります。

1. サービスを停止します。詳細については、「ホストおよびサービススタート ガイド」の「ホストで

のサービスの停止と開始」を参照してください。

注：RSAでは、データの消失を防ぐため、バックアップを行う前にホストで実行されている

サービスを停止しておくことを推奨します。

2. 次のフォルダおよびサブフォルダをbz2ファイルにバックアップします：/etc/netwitness/ng
cd /

tar -C / --exclude=Geo*.dat --atime-preserve --recursion -cvphjf
/root/LDLCBkpfrmSlash.tar.bz2 /etc/netwitness/ng

注：この手順では、各コアサービスのファイルのうち、サイズが大きいGeo*.datファイルは除

外します。
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構成ファイルのリストア

1. sshを使用して、保存されたバックアップをリストアするホストにログオンします。

2. /ディレクトリに移動します。

cd /

3. SCPなどのユーティリティを使用して必要なtarファイルをホストの/ディレクトリにコピーします。

4. 実行されているすべてのサービスを停止します。

l FC8、FC9、CentOS6の場合は、stop <servicename>コマンドを使用します

(サービス名として、nwbroker、nwconcentrator、nwdecoder、nwhostのいずれかを指定し

ます) 。

l CentOS5ホストの場合は、monit stop<servicename>コマンドを使用します

(サービス名として、nwbroker、nwconcentrator、nwdecoder、nwhostのいずれかを指定し

ます) 。

5. 次のコマンドを実行してtarファイルを展開します。

tar -C / -xvpjf /root/LDLCBkpfrmSlash.tar.bz2

6. tarファイル内のコンテンツを各フォルダに展開します。

7. コアサービスを開始します。

l FC8、FC9、CentOS6の場合は、start <servicename>コマンドを使用します

(サービス名として、nwbroker、nwconcentrator、nwdecoder、nwhostのいずれかを指定し

ます) 。

l CentOS5ホストの場合は、monit start<servicename>コマンドを使用します

(サービス名として、nwbroker、nwconcentrator、nwdecoder、nwhostのいずれかを指定し

ます) 。

8. Security Analyticsのユーザーインターフェイスにログオンし、設定が以前の状態にリストアさ

れていることを確認します。

9. tarファイルを削除します。

rm LDLCBkpfrmSlash.tar.bz2

注：アップグレードしたシステムでファイルのリストア後に問題が発生した場合、次の作業が必

要な場合があります。

- ホストを再起動する。

- 古いライセンスがリストアされない場合は、新しいライセンスをアップロードする。

- リストア後にConcentratorはDecoderソースからの集計を停止するため、集計を手動で開

始する。
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ESAのバックアップとリカバリ

注：Security Analytics 10.4では、ESAアラート データは同じホストに配置されたMongo DBイ
ンスタンス(データベース名：esa)に格納されます。バックアップとリストアの詳細については、

「MongoDB 3.2 Manual」の「mongodump」と「mongorestore」を参照してください。

構成ファイルをバックアップするには、次の手順を実行します。

1. 次のコマンドを実行して、ESAサービスを停止します。

service rsa-esa stop

2. /opt/rsa/esaの配下のlogs、db、bin、 lib以外のすべてのサブディレクトリを含んだ単一のtar.gz
を作成します。

cd /
tar -C / --exclude=/opt/rsa/esa/logs --exclude=/opt/rsa/esa/db --
exclude=/opt/rsa/esa/bin --exclude=/opt/rsa/esa/lib --atime-preserve
--recursion -cvphjf esa.tar.gz /opt/rsa/esa

構成ファイルをリストアするには、次の手順を実行します。

1. sshを使用して、保存されたバックアップをリストアするホストにログオンします。

2. /ディレクトリに移動します。

cd /

3. SCPなどのユーティリティを使用して必要なtarファイルをホストの/フォルダにコピーします。

4. 次のコマンドを実行してtarファイルを展開します。

tar -xvpjf esa.tar.gz

5. tarファイルを削除します。

rm esa.tar.gz

注：/opt/rsa/esa/confのwrapper.confファイルには、JAVAクラスパスのリストが格納されてい

ます。このファイルの内容は、特定のESA RPMに関連しています。バックアップとリストアを複

数のバージョンにまたがって行う場合は、古いファイルを破棄し、新しいファイルを保持する必

要があります。

Security Analytics 10.4では、ESAアラート データは同じホストに配置されたMongo DBインスタ

ンス(データベース名：esa)に格納されます。バックアップとリストアの詳細については、

「MongoDB 3.2 Manual」の「mongodump」と「mongorestore」を参照してください。

Log Collectorのバックアップとリカバリ

Log Collectorの構成ファイルやデータベースファイルは、管理者がバックアップし、リストアするこ

とができます。そのため情報が失われたり削除されたりしてもリストアすることが可能です。
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ファイルのバックアップ

構成ファイルをバックアップするには、次の手順を実行します。

1. /etc/netwitness/ngの下のすべてのサブディレクトリを、tar.bz2(またはtb2)にバックアップしま

す。

cd /

tar -cvjf etc-ng.tb2 /etc/netwitness/ng

注：このバックアップには、サービス構成、ODBC構成、イベント ソーストラスト ストア、

Log Collectorコンテンツ、Lockbox、キー/証明書が含まれます。 このディレクトリには、

RabbitMQの構成も格納されます。

データベースファイルをバックアップするには、次の手順を実行します。

1. /var/netwitness/logcollectorの下にあるすべてのサブディレクトリをtar.bz2(またはtb2)にバッ

クアップします。

cd /

tar -cvjf var-logcollector.tb2 /var/netwitness/logcollector

注：このバックアップには、保持するイベント データ、収集の実行状態(ログの位置な

ど) 、アップロードされた未処理のイベント ソースファイル、RabbitMQのMnesiaデータ

ベース、NextGenコアによって生成されたデータ ファイルが含まれます。

バックアップファイルのリストア

1. sshを使用して、バックアップをリストアするホストにログオンします。

2. /ディレクトリに移動します。

cd /

3. SCPなどのユーティリティを使用して、必要なtarファイルetc-ng.tb2をホストの /フォルダにコ

ピーします。

4. 次のコマンドを実行してtarファイルを展開します。

tar -xvjf etc-ng.tb2 

5. SCPなどのユーティリティを使用して、必要なtarファイルvar-logcollector.tb2をホストの/フォ

ルダにコピーします。

6. 次のコマンドを実行してtarファイルを展開します。

tar -xvjf var-logcollector.tb2 

7. tarファイルを削除します。

rm etc-ng.tb2

rm var-logcollector.tb2
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8. 次のコマンドを実行して、Log Collectorサービスを再開します。

start nwlogcollector

注：ホストを再起動してもかまいません。

注：ハードウェアを変更した場合は、さらに、( Security Analytics UI経由かREST/NWPで直

接) LockboxのSSV( Stable System Value)をリセットする必要があります。 この手順を実行す

るには、Lockboxの作成時に使用したLockboxパスワードを入力する必要があります。

Malware Analyticsバックアップとリカバリ

Malware Analyticsの構成ファイルやデータベースファイルは、管理者がバックアップし、リストア

することができます。そのため情報が失われたり削除されたりしてもリストアすることが可能です。

ファイルのバックアップ

構成ファイルのフルバックアップを作成するには、次の手順を実行します。

1. 次のコマンドを実行して、RSA Malwareサービスを停止します。

stop rsaMalwareDevice

2. 必要なファイルをtarファイルにバックアップします。

cd /

tar -cjphvf RSAMalwareFromSlashNew.tar.bz2

/var/lib/netwitness/rsamalware --exclude='root.war'

/etc/init/rsaMalwareDevice.conf

3. 次のコマンドを実行して、RSA Malwareサービスを開始します。

start rsaMalwareDevice

注：日次バックアップまたは部分バックアップの場合は、

var/lib/netwitness/rsamalware/spectrumサブディレクトリのファイルをtarファイルにバッ

クアップアップします。

データベースファイルをバックアップするには、次の手順を実行します。

1. 次のどちらかの方法でバックアップを実行します。

l 共存するホストでは、H2が使用されます。前述のvar/lib/netwitness/rsamalware

ディレクトリをバックアップすると、データベースもバックアップされます。

l スタンドアロンのMAサーバでは、Postgresが使用されます。var/lib/pgsql/9.1/data

ディレクトリ内のデータベースを毎日バックアップします。
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ファイルのリストア

構成ファイルおよびデータベースファイルをリストアするには、次の手順を実行します。

1. sshを使用して、バックアップをリストアするホストにログオンします。

2. 次のコマンドを実行して、RSA Malwareサービスを停止します。

stop rsaMalwareDevice

3. ディレクトリを変更します。

cd / 

4. SCPなどのユーティリティを使用して必要なtarファイル

RSAMalwareFromSlashNew.tar.bz2 をホストの/フォルダーにコピーします。

5. 次のコマンドを実行してtarファイルを展開します。

tar -xjpvf RSAMalwareFromSlashNew.tar.bz2 

6. 次のコマンドを実行して、RSA Malwareサービスを開始します。

start rsaMalwareDevice

Reporting Engineのバックアップとリカバリ

管理者は、Reporting Engineの構成ファイルおよびデータベースファイルをバックアップしてリストア

できます。これにより、紛失または削除した情報のリストアが可能です。

前提条件

Reporting Engineの構成ファイルおよびデータベースファイルをバックアップおよびリストアする前

に、バックアップを保存するディレクトリに十分なディスク領域があることを確認します。

ファイルのバックアップ

構成ファイルとデータベースファイルのフルバックアップの場合：

1. 次のコマンドを実行して、Reporting Engineを停止します。

stop rsasoc_re

2. /home/rsasocの下のフォルダ全体を、 tar.gzにバックアップします。

cd /
tar --atime-preserve --recursion -

cvpPhjf<DirectoryWhereSpaceIsAvailable>/re.tar.gz --
exclude='home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/temp' /home/rsasoc

構成ファイルのみをバックアップする場合： 

25 ホストとサービスのデータのバックアップとリストア



システムメンテナンスガイド

注：この手順は、レポートの結果と履歴をバックアップしない点を除き、フルバックアップと同じ

です。

1. 次のコマンドを実行してReporting Engineを停止します。

stop rsasoc_re

2. /home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engineの下にある、resultstore、 livecharts、
alerts、statusdb、 logs、 tempを除くすてのサブディレクトリを単一のtar.gzにバックアップします。

cd /
tar --atime-preserve --recursion -
cvpPhjf<DirectoryWhereSpaceIsAvailable>/refiles.tar.gz --
exclude='/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/resultstore' -
-exclude='/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/livecharts' -
-exclude='/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/statusdb' --
exclude='/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/logs' --
exclude='/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/temp' --
exclude='/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-
engine/formattedReports'--
exclude='/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/subreports'
/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine 

ファイルのリストア

構成ファイルとデータベースファイルのフルリストアの場合：

1. 次のコマンドを実行して、Reporting Engineを停止します。

stop rsasoc_re

2. 次のコマンドを実行してReporting Engine rpmを再インストールします。

rpm -i --force [reprorting-engine.rpm]

注：再インストール時に、いくつかのフォルダが/home/rsasocに作成されます。

3. 作成されたrsasocディレクトリを削除するため、次のコマンドを実行します。

rm -r /home/rsasoc

4. /ディレクトリに移動します。

cd /

5. SCPなどのユーティリティを使用して必要なtarファイルre.tar.gzをホストの/フォルダにコ

ピーします。

6. 次のコマンドを実行してtarファイルを展開します。

tar -xvf re.tar.gz 

7. tarファイルを削除します。
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rm re.tar.gz

8. リストアされたコンテンツにrsasocの権限がない場合は、次のコマンドを実行して権限を設

定します。

chown -R rsasoc:rsasoc/home/rsasoc

9. 次のコマンドを実行してReporting Engineを起動します。

start rsasoc_re

構成ファイルをリストアするには、次の手順を実行します。

1. sshを使用して、バックアップをリストアするホストにログオンします。

2. 次のコマンドを実行して、Reporting Engineを停止します。

stop rsasoc_re

3. /ディレクトリに移動します。

cd /

4. SCPなどのユーティリティを使用して必要なtarファイルをホストの/ フォルダにコピーします。

5. 次のコマンドを実行してtarファイルを展開します。

tar -xvf refiles.tar.gz 

6. tarファイルを削除します。

rm refiles.tar.gz

Security Analyticsサーバのバックアップとリカバリ

Security Analyticsサーバの構成ファイルやデータベースファイルは、管理者がバックアップし、リス

トアすることができます。そのため情報が失われたり削除されたりしてもリストアすることが可能で

す。

オンデマンドでのバックアップまたはリストア

1. Security Analyticsをシャットダウンします。

2. 次のコマンドを実行してH2 Jarを取得します。

wget http://repo1.maven.org/maven2/com/h2database/h2/1.3.172/h2-

1.3.172.jar

ファイルのバックアップ

データベースファイルをバックアップするには、次のコマンドを実行します。

cd /var/lib/netwitness/uax/db
java -cp /path/to/h2-1.3.172.jar  org.h2.tools.Backup -file

%backupName%
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注：バックアップ手順に関するヘルプを表示するには、次のコマンドを実行します：java -cp
/path/to/h2-1.3.172.jar org.h2.tools.Backup -?

構成ファイルをバックアップするには、nodeSecretファイルと/var/lib/netwitness/uaxディレク

トリの下のconf、 lib、 logs、plugins、scheduler、security-policyサブディレクトリを、tar.gzファイル

にバックアップします。

cd /
tar -cvjf saserver.tar.gz /var/lib/netwitness/uax/nodeSecret*

/var/lib/netwitness/uax/conf /var/lib/netwitness/uax/lib
/var/lib/netwitness/uax/logs /var/lib/netwitness/uax/plugins
/var/lib/netwitness/uax/scheduler /var/lib/netwitness/uax/security-
policy

ファイルのリストア

バックアップされたデータベースファイルをリストアするには、次のコマンドを実行します。

cd /var/lib/netwitness/uax/db
java -cp /path/to/h2-1.3.172.jar org.h2.tools.Restore -file

%backupName%

注：リストア手順に関するヘルプを表示するには、次のコマンドを実行します：java -cp
/path/to/h2-1.3.172.jar org.h2.tools.Restore -?

構成ファイルをリストアするには、次の手順を実行します。

1. sshを使用して、保存されたバックアップをリストアするホストにログオンします。

2. /ディレクトリに移動します。

cd /

3. SCPなどのユーティリティを使用して、必要なtarファイルsaserver.tar.gzをホストの/フォルダに

コピーします。

4. 次のコマンドを実行してtarファイルを展開します。

tar -xvf saserver.tar.gz 

5. tarファイルを削除します。

rm saserver.tar.gz

Warehouse Connectorのバックアップとリカバリ

Warehouse Connectorの構成ファイルやデータベースファイルは、管理者がバックアップし、リスト

アすることができます。そのため情報が失われたり削除されたりしてもリストアすることが可能で

す。
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ファイルのバックアップ

構成ファイルをバックアップするには、以下の手順を実行します。

1. /etc/netwitness/ngの下のlockboxフォルダを、tar.gzにバックアップします。

cd /

tar -cvPjf wc-lockbox.tar.gz /etc/netwitness/ng/lockbox

2. /etc/netwitness/ngフォルダの下にあるNwWarehouseconnector.cfg、multivalue-

bootstrap.xml、multivalue-users.xml(存在する場合)ファイルを、tar.gzにバックアップ

します。

tar -cvPjf wc-files.tar.gz

/etc/netwitness/ng/NwWarehouseconnector.cfg

/etc/netwitness/ng/multivalue-bootstrap.xml

/etc/netwitness/ng/multivalue-users.xml

データベースファイルをバックアップするには、次の手順を実行します。

1. /var/netwitness/warehouseconnectorの下のすべてのフォルダを、 tar.gzにバックアップ

します。

cd /

tar -cvPjf warehouseconnector.tar.gz

/var/netwitness/warehouseconnector

バックアップファイルのリストア

1. SSHを使用して、バックアップをリストアするホストにログオンします。

2. /ディレクトリに移動します。

cd /

3. SCPなどのユーティリティを使用して、必要なtarファイルwc-lockbox.tar.gzをホストの/フォルダ

にコピーします。

4. 次のコマンドを実行してtarファイルを展開します。

tar -xvPf wc-lockbox.tar.gz 

5. SCPなどのユーティリティを使用して、必要なtarファイルwc-files.tar.gzをホストの/フォルダに

コピーします。

6. 次のコマンドを実行してtarファイルを展開します。

tar -xvPf wc-files.tar.gz

7. SCPなどのユーティリティを使用して、必要なtarファイルwarehouseconnector.tar.gzをホスト

の/フォルダにコピーします。

8. 次のコマンドを実行してtarファイルを展開します。
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tar -xvPf warehouseconnector.tar.gz 

9. tarファイルを削除します。

rm wc-lockbox.tar.gz
rm wc-files.tar.gz
rm warehouseconnector.tar.gz
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ホストのIPアドレスまたはホスト名の変更

概要

PythonスクリプトchangePuppetMaster.pyを使用して、Security Analytics導入環境の

Security Analyticsサーバホストまたはその他のホストのIPアドレスまたはホスト名を変更しま

す。このスクリプトは、Security Analyticsサーバホストのコマンド ラインから実行します。

前提条件

changePuppetMaster.pyスクリプトを実行する前に、10.6更新パッケージを適用する必要が

あります。changePuppetMaster.pyスクリプトを実行する前に、次の各ファイルがSecurity
Analyticsサーバホスト上にあることを確認してください。

l /etc/init.d/sa_addrd

l /etc/rc.d/rc.local

構文

次の表に、changePuppetMaster.py Pythonスクリプト オプションの説明を示します。

options 説明

-hまたは

--help

次のヘルプメッセージを表示して、終了します。

 -a ADDRESS, --address=ADDRESS
Enter the [non-]SA node's [current IP address and] new IP

address

-n NAME, --name=NAME  Enter the [non-]SA node's [current
hostname and] new hostname

[root@someSAserver sysSetRPC]# 
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options 説明

-aまたは
--

address

IPアドレスを変更する場合に次のように使用します。

l Security Analyticsサーバホストの場合は、このオプションを使用して、現在の

Security AnalyticsサーバホストのIPアドレスの代わりとなるIPアドレスを1つ指

定します。 例：-a ip-address

l SecurityAnalyticsサーバホスト以外のホストの場合は、このオプションを使用し

て、IPアドレスを2つ指定します。  1つ目のアドレスには現在のアドレスを指定し

ます。2つ目のアドレスには、代わりとなる新しいアドレスを指定します。例：-a

ip-address ip-address

-n また

は --
name

ホスト名を変更する場合に次のように使用します。

l Security Analyticsサーバホストの場合は、このオプションを使用して、現在の

Security Analyticsサーバホストのホスト名の代わりとなるホスト名を1つ指定し

ます。 例：-n hostname

l SecurityAnalyticsサーバホスト以外のホストの場合は、このオプションを使用し

て、ホスト名を2つ指定します。  1つ目の名前には現在のホスト名を指定しま

す。2つ目の名前には、代わりとなる新しいホスト名を指定します。例：-n

hostname hostname

手順

ホストのIPアドレスまたはホスト名を変更するには、次の手順を実行します。

1. Security AnalyticsサーバホストにSSHでログインします。

2. /etc/puppet/scripts/sysSetRPCディレクトリに移動します。
cd /etc/puppet/scripts/sysSetRPC

3. 次のいずれかのコマンドを指定して、ホストのIPアドレスまたはホスト名を変更します。

注：ホスト名は、対応するデータベースレコードと一致するよう、大文字小文字を区別して

入力する必要があります( current-hostnameおよびnewhostname) 。大文字小文字を区

別したcurrent-hostnameについては、［ホスト］ビューに表示されるホスト名を確認してくだ

さい。

l Security AnalyticsサーバホストのIPアドレスを変更するには：
python changePuppetMaster.py -a new-ip-address

l Security Analyticsサーバホストのホスト名を変更するには：
python changePuppetMaster.py -a newhostname
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l その他のホストのIPアドレスを変更するには：
python changePuppetMaster.py -n current-ip-address new-ip-address

l その他のホストのホスト名を変更するには：
python changePuppetMaster.py -n current-hostname new-hostname
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DISA STIG Hardeningガイド

このガイドでは、以下の項目について説明します。

l STIG HardeningをSecurity Analyticsに適用するために必要なこと。

l STIG Hardeningを構成する方法。

l OpenSCAPレポートの概要と生成方法。

l 10.6で見つかっている例外とその発生理由。

注：DISA( Defense Information System Agency) STIG( Security Technical Implementation
Guide) HardeningはSecurity Analytics 10.5.0.1で完全にサポートされます。Security Analytics
10.5では、10.5より前にDISA STIGを適用していた場合にのみ、DISA STIG Hardeningがサ

ポートされていました。

概要

Security Analyticsの導入環境でSTIG hardeningの構成を行う前に、次のことを理解しておく必

要があります。

l STIG hardeningがアカウントのアクセス制限に役立つ仕組み。

l STIG準拠パスワードの定義方法。

STIGがアカウント アクセスを制限する仕組み

STIG hardening RPMを使用すると、システムへのアカウント アクセスを制限することによって、悪

意のある攻撃に対して脆弱な情報、システム、ソフトウェアをロックダウンできます。たとえば、

STIGスクリプトを適用すると、以下の点が強化されます。

l アカウント パスワードの長さ、複雑さ、有効期限、ロックアウト期間がDISAのベスト プラク

ティスに準拠していることを確実にする。

l ホスト上でのユーザーアクションの監査とログを適用する。

注意：STIG hardening RPMを実行すると、ホストはUTC(協定世界時)に変換されます。

STIG準拠のパスワード

STIGに準拠するには、組織は強力なパスワードを使用するポリシーを実装する必要がありま

す。

次の要件を満足する必要があります。
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l 少なくとも60日に1回、ユーザーパスワードを変更する必要があります。

l パスワードのリセット時には、直近24個のパスワードは再使用できません。

l SHA-2アルゴリズムファミリーまたはFIPS 140-2認定アルゴリズムを使用する必要があります。

l パスワードの暗号化ハッシュとして、SHA-2アルゴリズムファミリーまたはFIPS 140-2認定(また

はその後継)アルゴリズムを使用する必要があります。組織が未承認のアルゴリズムを使用

する場合、パスワード ハッシュがより脆弱になる可能性があります。

パスワードは次の要件を満足する必要があります。

l 長さが14文字以上である必要があります。

l 次の各文字が含まれている必要があります。

l 小文字を1文字以上。

l 大文字を1文字以上。

l 数字1つ以上。

l その他の(英数字以外の)文字を1文字以上。

l 同じ文字を4つ以上連続させてはいけません。

l 以前のパスワードと異なる文字を5文字以上含める必要があります。

STIG準拠パスワードの例を次に示します。

Ye@wap2ustavug

手順

次の2つのSTIG hardeningの構成手順のいずれかに従ってください。

l 新たにインストールしたSecurity Analytics 10.6用にSTIG hardeningを構成する。

l 以前のバージョンから10.6に更新されたSecurity Analyticsの導入環境用にSTIG hardening
を構成する。

OpenSCAPレポートを使用して、SCAP( Security Content Automation Protocol)ルールに対して

導入環境を評価することもできます。

以前のバージョンから10.6に更新された場合のSTIG Hardeningの構成

以前のバージョンから10.6に更新されたSecurity Analyticsホストを構成する方法について説明

します。
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STIGスクリプトを実行する前に

STIG hardeningスクリプトを実行する前に、次の注意事項をお読みください。

注意：STIG hardeningスクリプトを実行した後は、元の状態に戻すことができません。元の状

態に戻すには、ホストのビルド スティックを使用して再初期化を行います。ホストを再初期化

すると、すべてのデータが消去されます。ビルド スティックを使用したホストの再初期化の手

順については、RSAまでお問い合わせください。

開始する前に

STIGに必要なCENTOSコンポーネントとともにSTIG rpmがインストールされていることを確認し

ます。

1. ホストにSSHでログインし、次のコマンドを送信して、STIG rpmがインストールされていること

を確認します。

rpm -qa | grep aqueduct-stig
次の出力が表示された場合は、STIG rpmがインストールされています。ステップ2を実行す

る必要はありません。
aqueduct-stig-10.6.0.0.xxxx-x.el6.noarch

2. STIGrpmがインストールされていない(つまりステップ1で何も出力されない)場合は、次のコ

マンドを使用して10.6.0.0 STIG rpmをインストールしてください。

yum install aqueduct-stig -y

STIG hardening スクリプトの適用

次の手順を実行して、以前のバージョンから10.6.0に更新されたホストにSTIG hardeningを適

用します。

1. 一般ユーザーアカウントを使用して、ホストにログオンします。

注意：STIGでは、スーパーユーザーを使用したホストへのSSHアクセスがブロックされま

す。このため、一般ユーザーアカウントを使用してログオンする必要があります。STIG
スクリプト ( Aqueduct-STIG.sh)を実行すると、nwadmin アカウントが作成されます。

このアカウントのパスワードは長さが14文字以上であり、数字、英字、少なくとも1文字

の特殊文字を含む必要があります。rootのパスワードも含め、パスワードは90日ごとに

変更する必要があります。パスワードの期限が切れるとロックアウトされます。完全に

ロックアウトされた場合は、rootのパスワードを使用して、シングルユーザーモードでホ

ストにアクセスする必要があります。

さらに、スクリプトによってnwadmin アカウントが/etc/sudoersファイルに追加されま

す。

a. アカウントのロックを確認します。

pam_tally2 --user=<username>
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b. 必要に応じてアカウントのロックを解除します。

pam_tally2 --user=<username> --reset

2. スーパーユーザーコマンドを実行します。3つのオプションが用意されています。

l sudo <コマンド>を実行する。

l suを実行し、rootパスワードを入力する。

l sudo suを実行し、ユーザーパスワードを入力する。

必要に応じて、/etc/sudoers ファイルにユーザーアカウントを追加できます。

3. /opt/rsa/AqueductSTIG/ ディレクトリに移動して、STIG hardeningスクリプトを実行しま

す。

./Aqueduct-STIG.sh

注意：STIGhardeningスクリプトを実行した後、スーパーユーザーアカウントを使用し

て、rootパスワードを含めて、システム上のすべてのパスワードを変更する必要がありま

す。またSTIGによって、すべてのパスワードにSHA512アルゴリズムが適用されます。パ

スワードを変更する場合には、STIGに準拠し、STIGのパスワード要件に従う必要が

あります。

スクリプトによって、nwadminパスワードの変更を求められます。

4. 新しいパスワードを入力します。

5. スーパーユーザーのアカウントを使用して、root パスワードを含めて、システム上のすべてのパ

スワードを変更します。

a. rootの認証情報を使用してホストにログオンします。

b. システムのすべてのパスワードを変更します。

6. ホストをリブートします。

(必要に応じて実施 ) STIG適用後のタスク - Malware Analysisを使用する場合、SELinuxパラメー

ターを更新する

Security Analytics Malware Analysisを使用する場合には、Malware Analysisが他のSecurity
Analyticsサービスと通信できるようにする必要があります。 それには、/etc/selinux/config
ファイル内のSELINUX パラメーターを次の値に更新します。

SELINUX=disabled

新しい10.6インストールのSTIG Hardeningの構成

ここでは、新しいSecurity Analytics 10.6のインストールでホストを構成する方法について説明し

ます。
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STIGスクリプトを実行する前に

STIG hardeningスクリプトを実行する前に、次の注意事項をお読みください。

注意：STIG hardeningスクリプトを実行した後は、元の状態に戻すことができません。元の状

態に戻すには、ホストのビルド スティックを使用して再初期化を行います。ホストを再初期化

すると、すべてのデータが消去されます。ビルド スティックを使用したホストの再初期化の手

順については、RSAまでお問い合わせください。

STIG hardening スクリプトの適用

次の手順を実行して、新しいホストにSTIG hardeningを適用します。

1. 一般ユーザーアカウントを使用して、ホストにログオンします。

注意：STIGでは、スーパーユーザーを使用したホストへのSSHアクセスがブロックされま

す。このため、一般ユーザーアカウントを使用してログオンする必要があります。STIG
スクリプト ( Aqueduct-STIG.sh)を実行すると、nwadmin アカウントが作成されます。

このアカウントのパスワードは長さが14文字以上であり、数字、英字、少なくとも1文字

の特殊文字を含む必要があります。rootのパスワードも含め、パスワードは90日ごとに

変更する必要があります。パスワードの期限が切れるとロックアウトされます。完全に

ロックアウトされた場合は、rootのパスワードを使用して、シングルユーザーモードでホ

ストにアクセスする必要があります。

さらに、スクリプトによってnwadmin アカウントが/etc/sudoersファイルに追加されま

す。

a. アカウントのロックを確認します。

pam_tally2 --user=<username>

b. 必要に応じてアカウントのロックを解除します。

pam_tally2 --user=<username> --reset

2. スーパーユーザーコマンドを実行します。3つのオプションが用意されています。

l sudo <コマンド>を実行する。

l suを実行し、rootパスワードを入力する。

l sudo suを実行し、ユーザーパスワードを入力する。

必要に応じて、/etc/sudoers ファイルにユーザーアカウントを追加できます。

3. /opt/rsa/AqueductSTIG/ ディレクトリに移動して、STIG hardeningスクリプトを実行しま

す。

./Aqueduct-STIG.sh

DISA STIG Hardeningガイド 38



システムメンテナンスガイド

注意：STIGhardeningスクリプトを実行した後、スーパーユーザーアカウントを使用し

て、rootパスワードを含めて、システム上のすべてのパスワードを変更する必要がありま

す。またSTIGによって、すべてのパスワードにSHA512アルゴリズムが適用されます。パ

スワードを変更する場合には、STIGに準拠し、STIGのパスワード要件に従う必要が

あります。

スクリプトによって、nwadminパスワードの変更を求められます。

4. 新しいパスワードを入力します。

5. スーパーユーザーのアカウントを使用して、root パスワードを含めて、システム上のすべてのパ

スワードを変更します。

a. rootの認証情報を使用してホストにログオンします。

b. システムのすべてのパスワードを変更します。

6. ホストをリブートします。

(必要に応じて実施 ) STIG適用後のタスク - Malware Analysisを使用する場合、SELinuxパラメー

ターを更新する

Security Analytics Malware Analysisを使用する場合には、Malware Analysisが他のSecurity
Analyticsサービスと通信できるようにする必要があります。 それには、/etc/selinux/config
ファイル内のSELINUX パラメーターを次の値に更新します。

SELINUX=disabled

OpenSCAPレポートの生成

Security Content Automation Protocol (SCAP)は、米国National Institute of Standards and
Technology (NIST)によって管理される一連の標準またはルールです。これは、エンタープライズ

システムのセキュリティを維持するための標準的なアプローチ(パッチの自動的チェック、システム

セキュリティの構成チェック、セキュリティ侵害の兆候に関する調査など)を提供するために作成

されています。

OpenSCAPレポートは、SCAPルールに対してシステムを評価します。この結果は、選択した出

力形式に応じて、HOSTNAME-ssg-results( XML|HTML)に送信されます。

OpenSCAPレポートでの一部ルールの無効化 (レポート異常終了の防止 )

レポートの異常終了を避けるため、OpenSCAPレポートから一部のSTIGルールを除外する必

要がある場合があります。SCAPレポートのアイテムを無効化するには、次のコマンドを使用しま

す。

sed -i 's/select idref="rule-id" selected="true"/select idref="rule-id"
selected="false"/g' /usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-rhel6-xccdf.xml

ここでrule-idはルールIDです。テスト中に異常停止が発生した場合、該当するルールIDに
置き換えて、このコマンドを実行します。

39 DISA STIG Hardeningガイド



システムメンテナンスガイド

たとえば、レポートにpartition_for_audit( Rule ID: partition_for_audit)というルー

ルIDがあるとします。ルールを無効化すると、OpenSCAPではそのルールに対するチェックは行わ

れません。この場合、partition_for_auditルールに対する適合性は手動でチェックする必

要があります。

OpenSCAPのインストール

新規インストール環境では、初期イメージにOpenSCAPレポートが存在します。

サンプルレポート

次のレポートは、OpenSCAPレポート内のサンプルセクションです。
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レポートのフィールド

セクション フィールド 説明

Introduction -

Test Result

Result ID レポート結果のXCCDF( Extensible Configuration Checklist

Description Format)識別子。

プロファイル レポート結果が分類されるXCCDFプロファイル。

Start time レポートが開始された時刻。

End time レポートが終了した時刻。

Benchmark XCCDFベンチマーク

Benchmark

version

ベンチマークのバージョン番号。

Introduction -

Score

system XCCDFスコアリング手法。

score レポートの実行後に獲得されたスコア。

max 獲得可能なスコアの最高値。

% レポートの実行後に獲得されたスコアのパーセンテージ。

bar 該当なし。
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セクション フィールド 説明

Results

overview -

Rule Results

Summary

pass ルールチェックに合格しました。

fixed 以前に失敗したルールチェックが修正されました。

fail ルールチェックに失敗しました。

error ルールチェックを実行できませんでした。

not selected このチェックはSecurity Analytics導入環境に適用されません

でした。

not checked ルールをチェックできませんでした。ルールをチェックできない

理由はいくつかあります。 たとえば、ルールチェックに必要な

チェックエンジンがOpenSCAPレポートによってサポートされて

いない場合です。

not applicable ルールチェックがSecurity Analytics導入環境に適用されま

せん。

informational 情報の提供のみを目的としたルールチェック(失敗の場合も

必要なアクションはありません) 。

unknown レポートがルールをチェックできませんでした。ルールをチェック

するには、レポートに記載されている手順を手動で実行しま

す。

total チェックされたルールの合計数。

Exceptions Title チェックされているルールの名前。

Result 有効な値は、pass、fixed、fail、error、not selected、not

checked、not applicable、 informational、またはunknownで

す。

注：値の定義は、「Results overview - Rule Results
Summary」を参照してください。
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OpenSCAPレポートの作成

次のタスクは、HTML、XML、またはHTMLとXMLの両方でOpenSCAPレポートを作成する方

法を示します。

HTML形式のみでのレポート作成

HTML形式でのみOpenSCAPレポートを作成するには、次の手順を実行します。

1. sshでホストに接続します。

2. 次のコマンドを実行します。

mkdir -p /opt/rsa/openscap

3. 次のコマンドを、レポートのアップグレードの場合にのみ実行します。

sed -i -r -e "s/<platform.*//g" /usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-

rhel6-xccdf.xml

4. 次のコマンドを実行します。

oscap xccdf eval --profile "stig-rhel6-server-upstream" --report

/tmp/`hostname`-ssg-results.html --cpe

/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-rhel6-cpe-dictionary.xml

/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-rhel6-xccdf.xml

5. ブラウザでレポートを開きます。

/tmp/hostname-ssg-results.html

XML形式のみでのレポート作成

XML形式でのみOpenSCAPレポートを作成するには、次の手順を実行します。

1. sshでホストに接続します。

2. 次のコマンドを実行します。

mkdir -p /opt/rsa/openscap

3. 次のコマンドを、レポートのアップグレードの場合にのみ実行します。

sed -i -r -e "s/<platform.*//g" /usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-

rhel6-xccdf.xml

4. 次のコマンドを実行します。

oscap xccdf eval --profile "stig-rhel6-server-upstream" --results

/tmp/`hostname`-ssg-results.xml --cpe

/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-rhel6-cpe-dictionary.xml

/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-rhel6-xccdf.xml

XMLおよびHTMLの両形式でのレポート作成

XMLおよびHTMLの両形式でOpenSCAPレポートを作成するには、次の手順を実行します。
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1. sshでホストに接続します。

2. 次のコマンドを実行します。

mkdir -p /opt/rsa/openscap

3. 次のコマンドを、レポートのアップグレードの場合にのみ実行します。

sed -i -r -e "s/<platform.*//g" /usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-

rhel6-xccdf.xml

4. 次のコマンドを実行します。

oscap xccdf eval --profile "stig-rhel6-server-upstream" --results

/opt/rsa/openscap/`hostname`-ssg-results.xml --report

/opt/rsa/openscap/`hostname`-ssg-results.html --cpe

/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-rhel6-cpe-dictionary.xml

/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-rhel6-xccdf.xml

STIG準拠の例外

このトピックでは以下について説明します。

l ルールの例外と非準拠の理由および回避策(ある場合) 。

l 「発見事項ではない」、つまり、Security Analyticsに適用されないルールの例外。RSAでは

システムがこれらの要件を満たしていることを確認済みです。

l 将来のリリースでサポートされる予定のルール。

例外の説明で使用される重要な用語

CCE番号

CCE( Common Configuration Enumeration)は、構成ガイダンスのステートメントと構成コントロー

ルに一意のエントリー( CCE番号とも呼びます)を割り当てて、さまざまなドメインで生じる構成

に関係する問題の関連づけを迅速かつ正確に行えるようにして、ワークフローを改善します。

この方法は、CVE®(共通脆弱性識別子)リスト ( http://cve.mitre.org/cve)などの他の同等の

データ標準と似ています。CVEでは一般公開されているシステムの脆弱性に識別子を割り当

てます。  OpenSCAPレポートでは、CCE番号によって例外がリストされます。
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重大度

カテゴリー

カテゴリーI プライマリセキュリティ保護をバイパスすることのできる発見事項。不正な人

物またはスーパーユーザー権限の不正使用によって即時にアクセスされてし

まいます。カテゴリIの弱点は、ATO( Authorization to Operate)の認証を取

得する前に是正する必要があります。

カテゴリーII 不正なシステムアクセスまたはアクティビティにつながる可能性のある発見事

項。カテゴリーIIの発見事項は、通常は緩和することができ、これによって

ATOの認証を取得できなくなることはありません。

カテゴリーIII IA態勢を改善するための推奨事項であり、ATOの認証に必須ではありま

せん。

脆弱性 ID

Unified Compliance Framework STIG Viewerによって例外に割り当てられた脆弱性IDコー

ド ( https://www.stigviewer.com/) 。

STIG ID

STIG( Security Technical Implementation Guide)のIDコード。

ルールID

ルールIDコード。

NIST 800-53 SP 800-53

RedHat STIG Viewerが提供するNIST(米国標準技術局) Special Publication 800-53の制御

リスト情報( https://www.stigviewer.com/controls/800-53) 。

CCI

DISA Control Correlation Identifier( https://www.tenable.com/sc-dashboards/disa-control-
correlation-identifier-cci-dashboard) 。

チェック内容

DISA STIG準拠に対する例外を特定するために、ルールでチェックする項目についての説明。

コメント

この例外が発生した理由についての詳細な説明。 例外について説明する次のいずれかのコメ

ントが含まれます。
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l 発見事項ではありません：例外はSecurity Analyticsには適用されません。RSAではシステム

がこの要件を満たしていることを確認済みです。

l お客様の責任です：システムがこの要件を満たしていることをお客様の責任で確認する必

要があります。

l 必要な機能です：Security Analyticsはこの要件を満たしていません。

l 将来の機能です：Security Analyticsはこの要件を満たしていません。RSAはSecurity
Analyticsの将来のリリースでこれを修正する予定です。

l 軽減措置が必要です：この例外の影響を軽減するために実施できる手順を記載します。

例外の説明

以下の表は、OpenSCAPレポートを実行したときに報告される可能性のある例外の一覧で

す。表のIDまたはCCE( Common Configuration Enumeration)番号は、OpenSCAPレポートにお

ける例外のIDです。

CCE-26215-4

重大度 カテゴリーIII

脆弱性

ID
V-38463

STIG ID RHEL-06-000003

ルールID SV-50263r1_rule

NIST 800-
53

NIST SP 800-53 :: CM-6 b
NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b

CCI  CCI-000366

チェック内

容

( IPDB Extractorの場合のみ)インストール時に、ホストの /var/logディレクトリ

に専用のパーティションまたは論理ボリュームが割り当てられていることを確認し

ます。

コメント

お客様の責任です。 ホストの/var/logディレクトリに専用のパーティションまた

は論理ボリュームが割り当てられていない場合は、LVM( Logical Volume
Manager)を使用して、このディレクトリを専用のパーティションまたは論理ボ

リュームに移動してください。

CCE-26328-5

重大度 カテゴリーIII
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脆弱性

ID
V-38656

STIG ID RHEL-06-000272

ルールID SV-50457r1_rule 

NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b
NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

チェック内

容

( Malware AnalysisまたはSAホスト上のIPDB Extractorの場合のみ) smbclientを
使用している場合は、そのホストでクライアントSMB( ServiceMessageBlock)パ
ケット署名が有効になっていることを確認します。SMBは、ファイル、プリンタ、シ

リアルポート、さらには名前付きパイプやメールスロットのような通信の抽象化

をコンピューター間で共有するためのプロトコルです。

コメント

お客様の責任です。 smbclientを実行するSambaクライアントがパケット署名

を使用するようにするには、Sambaの構成ファイル/etc/samba/smb.confの
[global]セクションに次の記述を追加します。

client signing = mandatory.

CCE-26435-8

重大度 カテゴリーIII

脆弱性

ID
V-38455

STIG ID RHEL-06-000001

ルールID SV-50255r1_rule

NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b
NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

チェック内

容

( IPDB Extractorの場合のみ) /tmpが専用のパーティションに配置されていること

を確認します。

コメント
お客様の責任です。インストール時にtmp ディレクトリを専用のパーティションに

配置するか、LVM( Logical Volume Manager)を使用して移動してください。
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CCE-26436-6

重大度 カテゴリーIII

脆弱性

ID
V-38467

STIG ID RHEL-06-000004

ルールID SV-50267r1_rul

NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: AU-4
NIST SP 800-53A :: AU-4.1 (i)

CCI CCI-000137

チェック内

容

/var/log/auditディレクトリがホスト上の専用のパーティションに配置されてい

ることを確認します。

コメント

必要な機能です。Security Analyticsのアーキテクチャでは、

/var/log/auditディレクトリを専用のパーティションに配置することができませ

ん。

CCE-26557-9

重大度 カテゴリーIII

脆弱性

ID
V-38473

STIG ID RHEL-06-000007

ルールID SV-50273r1_rule

NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b
NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

チェック内

容

( IPDB Extractorの場合のみ) /home(ユーザーのホームディレクトリ)が専用の

パーティションに配置されていることを確認します。

コメント

お客様の責任です。ユーザーのホームディレクトリをローカルに保存する場合

は、インストール時に/homeのための専用のパーティションを作成してください(ま
たは後からLVM( Logical Volume Manager)を使用して移動してください) 。
NFSサーバなど別のシステムから /homeをマウントする場合は、インストール時

に専用のパーティションを作成する必要はありません。後日マウント ポイントを

構成することができます。
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CCE-26639-5

重大度 カテゴリーIII

脆弱性

ID
V-38456

STIG ID RHEL-06-000002

ルールID SV-50256r1_rule

NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b
NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

チェック内

容

( IPDB Extractorの場合のみ) /var が専用のパーティションに配置されているこ

とを確認します。

コメント お客様の責任です。インストール時にvarディレクトリを専用のパーティションに配

置するか、LVM( Logical Volume Manager)を使用して移動してください。

CCE-26647-8

重大度 カテゴリーIII

脆弱性

ID
V-38487

STIG ID RHEL-06-000015 

ルールID SV-50288r1_rule

NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: SA-7
NIST SP 800-53A :: SA-7.1 (ii)

CCI CCI-000663

チェック内

容

すべてのYUMパッケージ リポジトリに対してgpgcheckが有効化されていることを

確認します(インストール時にシステムパッケージ管理ツールによってすべてのソ

フトウェアパッケージの信頼性を暗号によって確認する必要があります) 。

コメント お客様の責任です。gpgcheck=1に設定してください。

CCE-26690-8

重大度 カテゴリーII

脆弱性 ID V-38625

49 DISA STIG Hardeningガイド



システムメンテナンスガイド

STIG ID RHEL-06-000252

ルールID SV-50426r1_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AC-17 (2)

NIST SP 800-53A :: AC-17 (2).1

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AC-17 (2)

CCI CCI-001453

チェック内

容

( SAサーバホストの場合のみ)すべてのトランザクションでTLSを使用するように

LDAPクライアントが構成されていることを確認します。

コメント お客様の責任です。LDAPを構成してください。

CCE-26731-0

重大度 カテゴリーIII

脆弱性

ID
 V-38452

STIG ID RHEL-06-000518

ルールID SV-50252r1_rule

NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b
NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b

CCI CCI: CCI-000366

チェック内

容

RPMのファイル権限を確認して修正します(システムパッケージ管理ツールに

よって、パッケージに関係するすべてのファイルおよびディレクトリの権限を検証す

る必要があります) 。

コメント お客様の責任です。ベンダーによって設定された権限を元に戻してください。

CCE-26792-2

重大度 カテゴリーIII

脆弱性

ID
 V-38657

STIG ID RHEL-06-000273

ルールID  SV-50458r2_rule
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NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b
NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

チェック内

容

smbclientを使用している場合は、そのホストでクライアントSMB
( ServiceMessageBlock)パケット署名が有効になっていることを確認します。

SMBは、ファイル、プリンタ、シリアルポート、さらには名前付きパイプやメールス

ロットのような通信の抽象化をコンピューター間で共有するためのプロトコルで

す。

コメント お客様の責任です。 smbclientを実行するSambaクライアントがパケット署名

を使用するようにするには、Sambaの構成ファイル/etc/samba/smb.confの
[global]セクションに次の記述を追加します。

client signing = mandatory.

CCE-26801-1

重大度 カテゴリーII

脆弱性

ID
V-38520

STIG ID RHEL-06-000136

ルールID ルールID: SV-50321r1_rule

NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: AU-9 (2)
NIST SP 800-53A :: AU-9 (2).1 (iii)
NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-9 (2)

CCI CCI-001348

チェック内

容

ログがリモート ホストに送信されていることを確認します(オペレーティングシステ

ムが、組織で定めた頻度に従い、監査対象とは別のシステムまたはメディアに

監査レコードをバックアップする必要があります) 。

コメント お客様の責任です。ログメッセージをリモートのログホストに転送してください。

CCE-26812-8

重大度 カテゴリーII

脆弱性

ID
 V-38518

STIG ID RHEL-06-000133 

ルールID SV-50319r2_rule 
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NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: SI-11 c
NIST SP 800-53A :: SI-11.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revision 4 :: SI-11 b

CCI CCI-001314

チェック内

容

ログファイルが適切なユーザーによって所有されていることを確認します。

コメント お客様の責任です。rsyslogによって書き込まれるすべてのログファイルは、所有

者がrootである必要があります。これらのログファイルは、/etc/rsyslog.conf
の各ルール行の2カラム目に指定されており、通常はすべて /var/logに出力さ

れます。/etc/rsyslog.confに指定された各ログファイル( LOGFILE)につい

て、次のコマンドを実行し、ファイルの所有者を確認します。

$ ls -l LOGFILE
所有者がrootではない場合、次のコマンドを実行して修正します。
# chown root LOGFILE

CCE-26910-0

重大度 カテゴリーII

脆弱性

ID

V-38643

STIG ID RHEL-06-000282

ルールID SV-50444r3_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b

NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

チェック内

容

システム上に全ユーザーが書き込み可能なファイルがないことを確認します。
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コメント

お客様の責任です。そのようなファイルが検出された場合は、global( other)書

き込みアクセス権を削除します。ただし変更を加える際は、あらかじめ関連す

るアプリケーションのドキュメントを確認してください。さらに、全ユーザーに書き

込み権限のあるファイルの存在を引き続き監視します。そのようなファイルが何

度も検出される場合、アプリケーションまたはユーザーアカウントが正しく構成さ

れていないことに起因する症状である可能性があります。

CCE-26966-2

重大度

脆弱性

ID

STIG ID

ルールID

NIST 800-53 

CCI

チェック内容
ログイン時にシステムアカウントによってシェルが実行されないことを確認しま

す。

コメント
必要な機能です。Security Analyticsでは、nwadmin ユーザーは例外で

す。

CCE-26969-6

重大度 カテゴリーII

脆弱性

ID
V-51363

STIG ID RHEL-06-000020

ルールID SV-65573r1_rule

NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b
NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b
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CCI CCI-000366

チェック内

容

ホストでSELinuxのStateがenforcingに設定されていることを確認します。

SELinuxのStateは、permissiveモードまたはenforcingモードに設定できます。

enforcingモードでは、SELinuxのセキュリティサブシステムによってポリシー決定

が適用されます。

コメント

必要な機能です。SELinuxのStateがenforcingに設定されている場合は、

Security Analyticsの機能は動作しません(たとえば、Decoderが正しく機能しま

せん) 。

CCE-26974-6

重大度 カテゴリーII

脆弱性

ID
V-38593

STIG ID RHEL-06-000073 

ルールID SV-50394r1_rule 

NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: AC-8 c
NIST SP 800-53A :: AC-8.2 (i)
NIST SP 800-53 Revision 4 :: AC-8 c 1

CCI CCI-001384

チェック内

容

コンソールログインプロンプトの直前、またはプロンプトの一部としてDoD(米国

国防総省)のログインバナーが表示されることを確認します。

コメント
必要な機能です。Security Analyticsでは、ユーザーがシステムバナーを変更

することができます。

CCE-27016-5

重大度 カテゴリーII

脆弱性

ID
V-38490

STIG ID RHEL-06-000503 

ルールID SV-50291r4_rule 

NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: AC-19 d
NIST SP 800-53A :: AC-19.1 (iv)

CCI CCI-000086
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チェック内

容

ホストで、ModprobeのUSBストレージ ドライバのロードが無効にされていること

を確認します。

コメント
必要な機能です。Security Analyticsホストを内蔵SDカードから起動するため

にUSBドライバが必要です。

CCE-27017-3

重大度 カテゴリーII

脆弱性

ID
V-38688

STIG ID RHEL-06-000324

ルールID SV-50489r3_rule 

NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: AC-8 b
NIST SP 800-53A :: AC-8.1 (iii)
NIST SP 800-53 Revision 4 :: AC-8 b

CCI CCI-000050

チェック内

容

グラフィカルユーザーインタフェースに警告バナーテキスト セットが表示されるこ

とを確認します(グラフィカルデスクトップ環境のログインプロンプトの直前、また

はプロンプトの一部として、ログインバナーが表示される必要があります) 。

コメント

必要な機能です。Security Analyticsではオペレーティングシステムレベルのグラ

フィカルユーザーインターフェイスは実行しません。バナーはSSHまたはコンソー

ル経由でログインしたときに表示されます。

CCE-27033-0

重大度 カテゴリーIII

脆弱性

ID
V-38675

STIG ID RHEL-06-000308 

ルールID SV-50476r2_rule

NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b
NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366
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チェック内

容

すべてのユーザーに対してコアダンプが無効にされていることを確認します。

コメント

お客様の責任です。この設定はSecurity Analyticsカスタマーサービスが使用す

る場合に有効にします。すべてのユーザーを対象にコアダンプを無効化するに

は、/etc/security/limits.confに次の行を追加します。

*     hard   core    0

CCE-27093-4

重大度 カテゴリーII

脆弱性 ID V-38620

STIG ID RHEL-06-000247

ルールID  SV-50421r1_rule 

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: AU-8 (1)

NIST SP 800-53A :: AU-8 (1).1 (iii)

CCI CCI-000160

チェック内容
ホストのシステムクロックが継続的に、少なくとも毎日同期されていることを確

認します。

コメント
お客様の責任です。  NTP(ネットワークタイムプロトコル)サーバを構成してく

ださい。

CCE-27153-6

重大度 カテゴリーII

脆弱性

ID
 V-38546

STIG ID RHEL-06-000098

ルールID SV-50347r2_rule

NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b
NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366
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チェック内

容

ホストでIPv6ネットワークサポートの自動ロードが無効にされていることを確認

します。

コメント
必要な機能です。［IPv6 Networking Support Automatic Loading］を無効にす

ると障害が発生する原因となります。

CCE-27186-6

重大度 カテゴリーII

脆弱性 ID V-38686

STIG ID RHEL-06-000320 

ルールID SV-50487r1_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: SC-7 (5)

NIST SP 800-53A :: SC-7 (5).1 (i) (ii)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: SC-7 (5)

CCI CCI-001109

チェック内

容

( SAサーバホストの場合のみ) LDAPのCertificateディレクティブがTLSを使用す

るように構成されていることを確認します。

コメント お客様の責任です。LDAPを構成してください。

CCE-27189-0

重大度 カテゴリーII

脆弱性 ID V-38626

STIG ID RHEL-06-000253

ルールID SV-50427r1_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: IA-2 (9)

NIST SP 800-53A :: IA-2 (9).1 (ii)

CCI CCI-000776
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チェック内

容

ホスト上のLDAPクライアントが、サイトのCAによって署名された信頼証明書を

使用するTLS接続を使用することを確認します。

コメント お客様の責任です。LDAPを構成してください。

CCE-27196-5

重大度 カテゴリーIII

脆弱性

ID
V-38655

STIG ID RHEL-06-000271

ルールID SV-50456r1_rule 

NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: AC-19 e
NIST SP 800-53A :: AC-19.1 (v)

CCI CCI-000087

チェック内

容

ホストでリムーバブルメディアパーティションにnoexecオプションが追加されている

ことを確認します。

コメント
必要な機能です。SDカード (USBデバイス)からシステムを起動する必要があり

ます。

CCE-27222-9

重大度 カテゴリーII

脆弱性

ID
V-38670

STIG ID RHEL-06-000306

ルールID SV-50471r2_rule

NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: SI-7
NIST SP 800-53A :: SI-7.1

CCI CCI-001297

チェック内

容

ホストでAIDEの定期的な実行が構成されていることを確認します(オペレー

ティングシステムで、ソフトウェアおよび情報に対する不正な変更を検出する必

要があります) 。

コメント
お客様の責任です。AIDE(またはご使用のIDS)を実行するようにCRONジョブ

を構成します。
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CCE-27239-3

重大度 カテゴリーII

脆弱性

ID
V-54381

STIG ID RHEL-06-000163

ルールID SV-68627r2_rule

NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b
NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

チェック内

容

ホストで、ディスク領域不足に対するauditd admin_space_leftアクションが構成

されていることを確認します。

コメント お客様の責任です。十分なディスク領域を用意します。

CCE-27283-1

重大度 カテゴリーIII

脆弱性

ID
V-38692

STIG ID RHEL-06-000334 

ルールID SV-50493r1_rule

NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: AC-2 (3)
NIST SP 800-53A :: AC-2 (3).1 (ii)
NIST SP 800-53 Revision 4 :: AC-2 (3)

CCI CCI-000017

チェック内

容

ホストで使用されていないアカウントの有効期限が設定されていることを確認し

ます(アカウントは非アクティブな状態が35日間続いた後にロックされる必要が

あります) 。

コメント
お客様の責任です。/etc/default/useraddにINACTIVE=NUM_DAYS行を追

加するか、または修正します。NUM_DAYSには適切な値を指定してください。

CCE-27289-8

重大度 カテゴリーII
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脆弱性

ID
V-38469

STIG ID  RHEL-06-000047

ルールID ルールID: SV-50269r3_rule 

NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: CM-5 (6)
NIST SP 800-53A :: CM-5 (6).1
NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-5 (6)

CCI CCI-001499

チェック内

容

ホスト上のすべてのシステムコマンド ファイルに755以下の権限が設定されてい

ることを確認します。

コメント

お客様の責任です。Erlangによって展開される一部のファイルは、設定されてい

る権限がSTIGガイドラインに準拠していません。次のコマンドを使用して、

STIGガイドラインに準拠するように権限を変更してください。
# chmod go-w FILE

CCE-27365-6

重大度 カテゴリーII

脆弱性

ID

V-38660

STIG ID RHEL-06-000340 

ルールID SV-50461r1_rule 

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b

NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b

CCI  CCI-000366

チェック内

容

ホストにおいて、SNMPの新しいバージョンであるSNMPv3のみを使用するように

SNMPサービスが構成されていることを確認します。

コメント お客様の責任です。SNMPv3を構成してください。
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CCE-27381-3

重大度 カテゴリーII

脆弱性

ID

V-38465

STIG ID RHEL-06-000045

ルールID SV-50265r3_rule 

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: CM-5 (6)

NIST SP 800-53A :: CM-5 (6).1

NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-5 (6)

CCI CCI-001499

チェック内

容

ホスト上の共有ライブラリファイルに限定的な権限が設定されていることを確

認します(ライブラリファイルは0755以下のモードの権限が設定されている必要

があります) 。

コメント お客様の責任です。アクセス権を修正してください。

CCE-27409-2

重大度 カテゴリーII

脆弱性

ID

V-38667

STIG ID RHEL-06-000285 

ルールID SV-50468r2_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: SI-4 (5)

NIST SP 800-53A :: SI-4 (5).1 (ii)

CCI CCI-001263

チェック内

容

ホストに不正侵入検知ソフトウェアがインストールされていることを確認します。
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コメント
お客様の責任です。不正侵入検知ソフトウェアをインストールしてください。

RSAからはこのソフトウェアを提供していません。

CCE-27529-7 

重大度 カテゴリーI

脆弱性

ID

V-38666

STIG ID RHEL-06-000284

ルールID SV-50467r2_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: SI-3 a

NIST SP 800-53A :: SI-3.1 (ii)

CCI CCI-001668

チェック内

容

ホストにウイルス対策ソフトウェアがインストールされていることを確認します

( DoDが承認したウイルス対策プログラムを使用および更新する必要がありま

す) 。

コメント
お客様の責任です。ウイルス対策ソフトウェアをインストールしてください。RSA

からはこのソフトウェアを提供していません。

CCE-27593-3

重大度 カテゴリーI

脆弱性 ID V-38653

STIG ID RHEL-06-000341

ルールID SV-50454r1_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b

NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366
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チェック内

容

ホストでデフォルトのパスワードが使用されていないことを確認します( snmpd

サービスでデフォルトのパスワードを使用することはできません) 。

コメント お客様の責任です。SNMPのデフォルトのパスワードを変更してください。

CCE-27596-6 

重大度 カテゴリーIII

脆弱性

ID

V-38659

STIG ID RHEL-06-000275

ルールID SV-50460r2_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: MP-4 (1)

NIST SP 800-53A :: MP-4 (1).1

CCI CCI-001019

チェック内容 ホスト上のパーティションが暗号化されていることを確認します。

コメント
必要な機能です。Security Analyticsでは、パフォーマンスが低下するためパー

ティションを暗号化しません。

CCE-27635-2 

重大度 カテゴリーII

脆弱性

ID

V-38481

STIG ID RHEL-06-000011

ルールID SV-50281r1_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: SI-2 (2)

NIST SP 800-53A :: SI-2 (2).1 (ii)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: SI-2 (2)

CCI CCI-001233
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チェック内容
ホストにセキュリティ ソフトウェアのパッチがインストールされていることを確認し

ます。

コメント
お客様の責任です。Security Analyticsのセキュリティ更新が適用済みである

ことを確認します。

発見事項ではありません。

以下の例外はSecurity Analyticsには適用されません。RSAではシステムがこれらの要件を満た

していることを確認済みです。

CCE-26242-8

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38635

STIG ID RHEL-06-000165

ルールID SV-50436r3_rule 

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 a

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (ii)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-12 a

CCI CCI-000169

チェック内

容

ホストがadjtimexを使用して時刻を変更しようとする操作を記録していることを

確認します( adjtimexを使用してシステム時間を変更しようとする試みを監査

するように、監査システムを構成する必要があります) 。

コメント

発見事項ではありません。ホストでadjtimex が正しく構成されていることを確

認してください。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep adjtimex /etc/audit/*

/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b64 -S

adjtimex -k audit_time_rules

/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b32 -S

adjtimex -k audit_time_rules
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CCE-26280-8

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38543

STIG ID RHEL-06-000184

ルールID SV-50344r3_rule 

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

チェック内

容

ホストのシステムが任意のアクセス制御変更( chmod)イベントを記録しているこ

とを確認します。

コメント

発見事項ではありません。ホストでchmod が正しく構成されていることを確認し

てください。次の設定が適切な構成です。
[root@localhost nwadmin]# grep chmod /etc/audit/*
/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b64 -S chown

-S chmod -S fchmod -S fchmodat -S fchown -S fchownat -S
fremovexattr -S fsetxattr -S lchown -S lremovexattr -S
lremovexattr -S lsetxattr -S removexattr -S setxattr -F
auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod
/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b32 -S chown

-S fchmod -S fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr
-S fsetxattr -S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S
lsetxattr -S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F
auid!=4294967295 -k perm_mod

CCE-26303-8

重大度 カテゴリーII

脆弱性 ID V-38574

STIG ID RHEL-06-000062

ルールID SV-50375r2_rule
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NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: IA-7

NIST SP 800-53A :: IA-7.1

NIST SP 800-53 Revision 4 :: IA-7

CCI CCI-000803

チェック内

容

パスワード ハッシュアルゴリズムが/etc/pam.d/system-authで設定されてい

ることを確認します。

コメント

発見事項ではありません。Security Analyticsではパラメータが24に設定されて

います。

[root@localhost nwadmin]# grep remember=

/etc/pam.d/* /etc/pam.d/system-auth-ac:password sufficient

pam_unix.so sha512 remember=24

CCE-26506-6

重大度 カテゴリーI

脆弱性

ID
V-38476

STIG ID RHEL-06-000008

ルールID SV-50276r3_rul

NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: CM-5 (3)
NIST SP 800-53A :: CM-5 (3).1 (ii)

CCI CCI-000352

チェック内

容

ホストにRed Hat GPGキーがインストールされていることを確認します。Red Hat
Enterprise Linuxのパッケージは、すべてRed Hat GPGキーで署名されています。

GPGはGNU Privacy Guardの略語です。GnuPGはRFC 4880に準拠していま

す。RFC 4880は、公開鍵暗号形式を使用してEメールを暗号化するための

OpenPGPプロトコルのIETF( Internet Engineering task Force)標準追跡仕様で

す。

コメント
発見事項ではありません。Security AnalyticsはCentOSで実行されるため、Red
Hat GPGキーがありません。

CCE-26555-3

重大度 カテゴリーII
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脆弱性 ID V-38617

STIG ID RHEL-06-000243

ルールID SV-50418r1_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: SC-13

NIST SP 800-53A :: SC-13.1

CCI CCI-001144

チェック内

容

ホストで、承認済み暗号だけが使用されていることを確認します( SSHデーモン

はFIPS 140-2承認済み暗号だけを使用するよう構成する必要があります) 。

コメント

発見事項ではありません。ホストでfchmod が正しく構成されていることを確認

してください。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep fchmod /etc/audit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod -S

fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S

removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k

perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fchmodat -

S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr -S lchown

-S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S removexattr

-S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod

CCE-26611-4

重大度 カテゴリーII

脆弱性 ID V-38580

STIG ID RHEL-06-00020

ルールID SV-50381r2_rule
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NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

チェック内

容

ホストでのカーネルモジュールのロードとアンロードに関する情報がauditdによっ

て収集されていることを確認します。

コメント

発見事項ではありません。ホストでauditd が正しく構成されていることを確認

してください。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep module

/etc/audit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S init_module -S delete_module

-k modules

-a exit,always -F arch=b32 -S init_module -S delete_module

-k modules

-w /sbin/insmod -p x -k modules

-w /sbin/modprobe -p x -k modules

-w /sbin/rmmod -p x -k modules

CCE-26648-6

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38540

STIG ID RHEL-06-000182

ルールID SV-50341r3_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b

NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

チェック内容
ホストでネットワーク環境を変更するイベントを記録していることを確認しま

す。
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コメント

発見事項ではありません。ホストで構成が正しく行われていることを確認し

てください。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep audit_network_

modifications /etc/audit/*

/etc/audit/audit.rules:-w /etc/issue -p wa -k audit_

network_modifications

/etc/audit/audit.rules:-w /etc/issue.net -p wa -k audit_

network_modifications

/etc/audit/audit.rules:-w /etc/hosts -p wa -k audit_

network_modifications

/etc/audit/audit.rules:-w /etc/sysconfig/network -p wa -

k audit_network_modifications

/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b64 -S

sethostname -S setdomainname -k audit_network_

modifications

/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b32 -S

sethostname -S setdomainname -k audit_network_

modifications

CCE-26651-0

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38575

STIG ID RHEL-06-000200

ルールID SV-50376r4_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

チェック内

容

ホストでユーザーによるファイル削除イベントがauditdによって収集されていること

を確認します。
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コメント

発見事項ではありません。 ホストでauditd が正しく構成されていることを確認

してください。次の設定が適切な構成です。[root@localhost nwadmin]#

grep unlink /etc/audit/audit.rules-a exit,always -F arch=b64

-S unlink -S unlinkat -S rename -S renameat -F auid=0 -k

delete-a exit,always -F arch=b32 -S unlink -S unlinkat -S

rename -S renameat -F auid=0 -k delete-a exit,always -F

arch=b64 -S unlink -S unlinkat -S rename -S renameat -F

auid>=500 -F auid!=4294967295 -k delete-a exit,always -F

arch=b32 -S unlink -S unlinkat -S rename -S renameat -F

auid>=500 -F auid!=4294967295 -k delete[root@localhost

nwadmin]#

CCE-26712-0

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38566

STIG ID RHEL-06-000197

ルールID SV-50367r2_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

チェック内

容

ホストにおいて、ファイルへの不正アクセスの試行(失敗)がauditdによって収集

されていることを確認します。
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コメント

発見事項ではありません。ホストで構成が正しく行われていることを確認してく

ださい。以下の設定をホストの/etc/audit/audit.rules に追加する必要

があります。ご使用のシステムに応じてarch をb32またはb64のいずれかに設

定します。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep creat /etc/audit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S creat -S open -S openat -S

truncate -S ftruncate -F exit=-EACCES -F auid=500 -F

auid!=4294967295 -k access

-a exit,always -F arch=b64 -S creat -S open -S openat -S

truncate -S ftruncate -F exit=-EPERM -F auid=500 -F

auid!=4294967295 -k access

-a exit,always -F arch=b32 -S creat -S open -S openat -S

truncate -S ftruncate -F exit=-EACCES -F auid=500 -F

auid!=4294967295 -k access

-a exit,always -F arch=b32 -S creat -S open -S openat -S

truncate -S ftruncate -F exit=-EPERM -F auid=500 -F

auid!=4294967295 -k access

CCE-26741-9

重大度 カテゴリーII

脆弱性 ID V-38658

STIG ID RHEL-06-000274

ルールID SV-50459r2_rule 

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: IA-5 (1) (e)

NIST SP 800-53A :: IA-5 (1).1 (v)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: IA-5 (1) (e)

CCI CCI-000200

チェック内

容

ホストでパスワードの再使用が制限されていることを確認します。
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コメント

発見事項ではありません。Security Analyticsではpassword rememberが24に

設定されています。次の設定が適切な構成です。[root@localhost

nwadmin]# grep remember= /etc/pam.d/*/etc/pam.d/system-auth-

ac:password sufficient pam_unix.so sha512 remember=24

CCE-27567-7

重大度 カテゴリーI

脆弱性 ID V-38668

STIG ID RHEL-06-000286

ルールID SV-50469r2_rule 

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b

NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

チェック内

容

ホストで、Ctrl-Alt-Delでのリブートが無効化されていることを確認します( X86の

Ctrl-Alt-Deleteキーのシーケンスは無効にする必要があります) 。

コメント

発見事項ではありません。ホストで/etc/inittab が正しく構成されているこ

とを確認してください。

ca:nil:ctrlaltdel:/usr/bin/logger -p security.info "Ctrl-

Alt-Del was pressed".

CCE-26763-3

重大度 カテゴリーII

脆弱性 ID V-38682

STIG ID RHEL-06-000315

ルールID SV-50483r3_rule
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NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AC-19 c

NIST SP 800-53A :: AC-19.1 (iii)

CCI CCI-000085

チェック内

容

ホストでBluetoothのカーネルモジュールが無効化されていることを確認します。

コメント

発見事項ではありません。ホストで構成が正しく行われていることを確認してく

ださい。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep net-pf-31 /etc/modprobe.d/*
/etc/modprobe.d/stig.conf:install net-pf-31 /bin/true

[root@localhost nwadmin]# grep bluetooth /etc/modprobe.d/*
/etc/modprobe.d/stig.conf:install bluetooth /bin/false

CCE-26774-0

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-51379

STIG ID RHEL-06-000025

ルールID SV-65589r1_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b

NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

チェック内

容

ホストにSELinuxのラベルが設定されていないデバイスファイルがないことを確認

します。

コメント

発見事項ではありません。Security Analyticsでは、通信のためにデバイスファ

イルに適切なSELinuxタイプのラベルが設定されている必要があります。

ホストで次のコマンドを実行して、ラベルが設定されていないデバイスファイルを

確認します。
ls -RZ /dev | grep unlabeled_t

正しく構成されているホストでは、何も表示されません。
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CCE-26785-6

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID  V-38438

STIG ID RHEL-06-000525

ルールID SV-50238r2_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 a

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (ii)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-12 a

CCI CCI-000169

チェック内

容

ホストで監査デーモンより前に起動するプロセスの監査が有効化されていること

を確認します。

コメント

発見事項ではありません。ホストで構成が正しく行われていることを確認してく

ださい。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep audit /etc/grub.conf

kernel /boot/vmlinuz-2.6.32-504.1.3.el6.x86_64 ro

root=UUID=03632221-29ef-4fac-b5d5-b5af0b925389 rd_NO_LUKS

rd_NO_LVM LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-

sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_NO_DM

rhgb quiet audit=1

CCE-26801-1

重大度 カテゴリーII

脆弱性 ID V-38520

STIG ID RHEL-06-000136

ルールID SV-50321r1_rule
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NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AU-9 (2)

NIST SP 800-53A :: AU-9 (2).1 (iii)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-9 (2)

CCI CCI-001348

チェック内

容

ホストのログがリモート ホストに送信されていることを確認します。

コメント

発見事項ではありません。ホストで構成が正しく行われていることを確認してく

ださい。

ログをリモート ログサーバに送信するようにrsyslog を構成するには、

/etc/rsyslog.confを開き、ファイルの最後のセクションを読んで理解してくだ

さい。このセクションには、リモート ログを有効にするために必要ないくつかの指

示が書かれています。これらの指示に従って、次の行のいずれかを追加または

修正して、特定のログサーバにログを転送するようホストを構成します。

loghost.example.comは使用するホストに置き換えてください。またホストの

環境に応じて、プロトコルを選択できます。TCPおよびRELPにはより信頼性の

高いメッセージ配信機能がありますが、これらはすべての環境でサポートされて

いない場合があります。

ログメッセージ配信にUDPを使用する場合は、.@ をプレフィックスとして挿入

します。
.@loghost.example.com

ログメッセージ配信にTCPを使用する場合は、.@@をプレフィックスとして挿入し

ます。
.@@loghost.example.com

ログメッセージ配信にRELPを使用する場合は、. :omrelp:をプレフィックスと

して挿入します。

. :omrelp:loghost.example.com
ログサーバ( loghost)は、1つ以上のシステムからSyslogメッセージを受信しま

す。システムが侵害されて、ローカルのログが疑わしい場合は、追加のログソー

スとしてログサーバ上のデータを使用できます。リモートのloghostへログメッセー

ジを転送することは、企業内の複数のホストのステータスを確認できる一元化

された場所をシステム管理者に提供することにもなります。

CCE-26828-4

重大度 カテゴリーII

脆弱性

ID
V-38629
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STIG ID RHEL-06-000257 

ルールID SV-50430r3_rule 

NIST 800-
53 

NIST 800-53 SP 800-53 :: AC-11 a
NIST 800-53 SP 800-53A :: AC-11.1 (ii)
NIST 800-53 SP 800-53 Revision 4 :: AC-11 a

CCI CCI-000057

チェック内

容

ホストにGNOMEログイン非アクティブタイムアウトが設定されていることを確認

します(グラフィカルなデスクトップ環境では、アイドルタイムアウトを15分未満に

設定する必要があります) 。

コメント
発見事項ではありません。Security AnalyticsではGnomeのGUI(グラフィカル

ユーザーインターフェイス)デスクトップを使用しません。

CCE-26840-9

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38697

STIG ID RHEL-06-000336

ルールID SV-50498r2_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b

NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

チェック内

容

ホストで全ユーザーに書き込み権限のあるすべてのディレクトリにスティッキー

ビットが設定されていることを確認します。

コメント 発見事項ではありません。

CCE-26844-1

重大度 カテゴリーII

脆弱性 ID V-38573
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STIG ID RHEL-06-000061

ルールID SV-50374r4_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AC-7 a

NIST SP 800-53A :: AC-7.1 (ii)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AC-7 a

CCI CCI-000044

チェック内

容

ホストで不正パスワードを使用したログイン試行の拒否が設定されていることを

確認します。

コメント

発見事項ではありません。ホストで構成が正しく行われていることを確認してく

ださい。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep fail_interval=900

/etc/pam.d/*

/etc/pam.d/system-auth-ac:auth [default=die] pam_

faillock.so authfail deny=3 unlock_time=604800 fail_

interval=900

/etc/pam.d/system-auth-ac:auth required pam_faillock.so

authsucc deny=3 unlock_time=604800 fail_interval=900

CCE-26872-2

重大度

脆弱性 ID

STIG ID

ルールID

NIST 800-

53 

CCI
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チェック内

容

ホスト上の全ファイルがグループによって所有されていることを確認します。

コメント

発見事項ではありません。グループによって所有されているファイルはなく、この

発見事項は誤検出です。

[root@localhost nwadmin]# rpm -V audit | grep '^......G'

[root@localhost nwadmin]#

CCE-27031-4 

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38642

STIG ID RHEL-06-000346

ルールID SV-50443r1_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b

NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

チェック内

容

ホストでデーモンのumaskが設定されていることを確認します。

コメント

発見事項ではありません。Security Analyticsではdaemon umaskが022に設定

されています。次のコマンドを実行し、umaskが022に設定されていることを確認

してください。

[root@localhost nwadmin]# grep umask /etc/init.d/functions

CCE-27110-6

重大度 カテゴリーII

脆弱性 ID V-38592

STIG ID RHEL-06-000356
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ルールID SV-50393r4_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AC-7 b

NIST SP 800-53A :: AC-7.1 (iv)

CCI CCI-000047

チェック内

容

ホストで不正パスワードを使用したログイン試行失敗に対してロックアウト時間

が設定されていることを確認します。

コメント

発見事項ではありません。ホストで構成が正しく行われていることを確認してく

ださい。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep fail_interval=900

/etc/pam.d/*

/etc/pam.d/system-auth-ac:auth [default=die] pam_

faillock.so authfail deny=3 unlock_time=604800 fail_

interval=900

/etc/pam.d/system-auth-ac:auth required pam_faillock.so

authsucc deny=3 unlock_time=604800 fail_interval=900

CCE-27123-9

重大度

脆弱性 ID

STIG ID

ルールID

NIST 800-

53 

CCI

チェック内

容

ホストでセッションごとのパスワード再入力プロンプトの回数が制限されているこ

とを確認します。
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コメント

発見事項ではありません。ホストで構成が正しく行われていることを確認してく

ださい。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep retry=3 /etc/pam.d/*

/etc/pam.d/system-auth-ac:#password requisite pam_

cracklib.so try_first_pass retry=3 type=

CCE-27142-9

重大度 カテゴリーIII

脆弱性

ID
V-38702

STIG ID RHEL-06-000339

ルールID SV-50503r1_rule

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: AU-3
NIST SP 800-53A :: AU-3.1
NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-3

CCI CCI-000130

チェック内容
ホストですべてのFTPトランザクションのログが有効化されていることを確認し

ます。

コメント 発見事項ではありません。Security AnalyticsではFTPを使用しません。

CCE-27145-2

重大度 カテゴリーII

脆弱性

ID
V-38599

STIG ID RHEL-06-000348

ルールID  SV-50400r2_rule 

NIST 800-
53 

NIST SP 800-53 :: AC-8 a
NIST SP 800-53A :: AC-8.1 (ii)
NIST SP 800-53 Revision 4 :: AC-8 a

CCI CCI-000048
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チェック内

容

すべてのFTPユーザーに警告バナーが表示されることを確認します(システムの

FTPS/FTPサービスに、DoD(米国国防総省)のログインバナーを構成する必

要があります) 。

コメント 発見事項ではありません。Security AnalyticsではFTPを使用しません。

CCE-27170-0

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38527

STIG ID RHEL-06-000171

ルールID SV-50328r3_rule 

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 a

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (ii)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-12 a

CCI CCI-000169

チェック内

容

ホストでclock_settimeを使用して時刻を変更しようとする操作が記録され

ていることを確認します。

コメント

発見事項ではありません。ホストでclock_settime が正しく構成されている

ことを確認してください。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep clock_settime /etc/audit/*

/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b64 -S

clock_settime -k audit_time_rules

/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b32 -S

clock_settime -k audit_time_rules 

CCE-27173-4

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38545

STIG ID RHEL-06-000185

ルールID  SV-50346r3_rule
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NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

チェック内

容

ホストのシステムが任意のアクセス制御変更( chown)イベントを記録しているこ

とを確認します。

コメント

発見事項ではありません。ホストでchown が正しく構成されていることを確認し

てください。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep chown /etc/audit/*

/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b64 -S chown

-S chmod -S fchmod -S fchmodat -S fchown -S fchownat -S

fremovexattr -S fsetxattr -S lchown -S lremovexattr -S

lremovexattr -S lsetxattr -S removexattr -S setxattr -F

auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod

/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b32 -S chown

-S fchmod -S fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr

-S fsetxattr -S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S

lsetxattr -S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F

auid!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27174-2

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38547

STIG ID RHEL-06-000186

ルールID SV-50348r3_rule 

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172
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チェック内

容

ホストのシステムが任意のアクセス制御変更( fchmod)イベントを記録している

ことを確認します。

コメント

発見事項ではありません。ホストでfchmodが正しく構成されていることを確認

してください。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep fchmod /etc/audit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod -S

fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S

removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k

perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fchmodat -

S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr -S lchown

-S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S removexattr

-S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27175-9

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38550

STIG ID RHEL-06-000187 

ルールID SV-50351r3_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

チェック内

容

ホストのシステムが任意のアクセス制御変更( fchmodat)イベントを記録してい

ることを確認します。
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コメント

発見事項ではありません。ホストでfchmodat が正しく構成されていることを確

認してください。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep fchmodat

/etc/audit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod -S

fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S

removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k

perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fchmodat -

S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr -S lchown

-S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S removexattr

-S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27177-5

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38552

STIG ID RHEL-06-000188

ルールID SV-50353r3_rule 

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

チェック内

容

ホストのシステムが任意のアクセス制御変更( fchown)イベントを記録している

ことを確認します。
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コメント

発見事項ではありません。ホストでfchown が正しく構成されていることを確認

してください。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep fchown /etc/audit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod -S

fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S

removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k

perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fchmodat -

S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr -S lchown

-S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S removexattr

-S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27178-3

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38554

STIG ID RHEL-06-000189

ルールID SV-50355r3_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

チェック内

容

ホストのシステムが任意のアクセス制御変更( fchownat)イベントを記録してい

ることを確認します。
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コメント

発見事項ではありません。ホストでfchownat が正しく構成されていることを確

認してください。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep fchownat

/etc/audit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod -S

fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S

removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k

perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fchmodat -

S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr -S lchown

-S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S removexattr

-S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27179-1

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38556

STIG ID RHEL-06-000190

ルールID SV-50357r3_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

チェック内

容

ホストのシステムが任意のアクセス制御変更( fremovexattr)イベントを記録

していることを確認します。
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コメント

発見事項ではありません。ホストでfremovexattr が正しく構成されているこ

とを確認してください。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep fremovexattr

/etc/audit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod -S

fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S

removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k

perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fchmodat -

S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr -S lchown

-S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S removexattr

-S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27180-9

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID  V-38557

STIG ID RHEL-06-000191

ルールID SV-50358r3_rule 

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

チェック内

容

ホストのシステムが任意のアクセス制御変更( fsetxattr)イベントを記録して

いることを確認します。
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コメント

発見事項ではありません。ホストでfsetxattr が正しく構成されていることを

確認してください。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep

fsetxattr/etc/audit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod -S

fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S

removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k

perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fchmodat -

S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr -S lchown

-S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S removexattr

-S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27181-7

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID  V-38558

STIG ID  RHEL-06-000192

ルールID SV-50359r3_rule 

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

チェック内

容

ホストのシステムが任意のアクセス制御変更( lchown)イベントを記録している

ことを確認します。
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コメント

発見事項ではありません。ホストでlchown が正しく構成されていることを確認

してください。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep lchown /etc/audit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod -S

fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S

removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k

perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fchmodat -

S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr -S lchown

-S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S removexattr

-S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27182-5 

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38559

STIG ID RHEL-06-00019

ルールID SV-50360r3_rule 

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

チェック内

容

ホストのシステムが任意のアクセス制御変更( lremovexattr)イベントを記録

していることを確認します。
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コメント

発見事項ではありません。ホストでlremovexattr が正しく構成されていること

を確認してください。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep lremovexattr

/etc/audit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod -S

fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S

removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k

perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fchmodat -

S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr -S lchown

-S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S removexattr

-S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27183-3 

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38561

STIG ID RHEL-06-000194 

ルールID V-50362r3_rule 

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

チェック内

容

ホストのシステムが任意のアクセス制御変更( lsetxattr)イベントを記録して

いることを確認します。
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コメント

発見事項ではありません。ホストでlsetxattr が正しく構成されていることを

確認してください。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep lsetxattr

/etc/audit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod -S

fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S

removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k

perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fchmodat -

S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr -S lchown

-S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S removexattr

-S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27184-1 

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38563

STIG ID RHEL-06-000195 

ルールID SV-50364r3_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

チェック内

容

ホストのシステムが任意のアクセス制御変更( removexattr)イベントを記録し

ていることを確認します。
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コメント

発見事項ではありません。ホストでremovexattr が正しく構成されていること

を

確認してください。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep removexattr

/etc/audit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod -S

fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S

removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k

perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fchmodat -

S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr -S lchown

-S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S removexattr

-S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27185-8 

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38565

STIG ID RHEL-06-000196

ルールID SV-50366r3_rule 

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

チェック内

容

ホストのシステムが任意のアクセス制御変更( setxattr)イベントを記録してい

ることを確認します。
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コメント

発見事項ではありません。ホストでsetxattr が正しく構成されていることを確

認してください。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep setxattr

/etc/audit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod -S

fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S

removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k

perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fchmodat -

S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr -S lchown

-S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S removexattr

-S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27203-9 

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38522

STIG ID RHEL-06-000167

ルールID SV-50323r3_rule 

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 a

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (ii)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AU-12 a

CCI CCI-000169

チェック内

容

ホストでsettimeofdayを使用して時刻を変更しようとする操作が記録されて

いることを確認します。
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コメント

発見事項ではありません。ホストでsettimeofday が正しく構成されているこ

とを

確認してください。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep settimeofday /etc/audit/*

/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b64 -S

settimeofday -k audit_time_rules

/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b32 -S

settimeofday -k audit_time_rules

CCE-27215-3 

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38501

STIG ID RHEL-06-000357

ルールID SV-50302r4_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AC-7 a

NIST SP 800-53A :: AC-7.1 (ii)

CCI CCI-001452

チェック内

容

ホストで不正パスワードを使用したログイン試行失敗回数をカウントする間隔

が設定されていることを確認します。

コメント

発見事項ではありません。ホストでfail_intervalが正しく構成されているこ

とを

確認してください。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep fail_interval=900

/etc/pam.d/*

/etc/pam.d/system-auth-ac:auth [default=die] pam_

faillock.so authfail deny=3 unlock_time=604800 fail_

interval=900

/etc/pam.d/system-auth-ac:auth required pam_faillock.so

authsucc deny=3 unlock_time=604800 fail_interval=900
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CCE-27291-4 

重大度 カテゴリーII

脆弱性 ID V-51875

STIG ID RHEL-06-000372

ルールID SV-66089r1_rule 

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b

NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

チェック内

容

ホストで前回ログオン/アクセスの通知が設定されていることを確認します。

コメント

発見事項ではありません。ホストでlastlog が正しく構成されていることを確

認してください。次の設定が適切な構成です。

[root@localhost nwadmin]# grep lastlog /etc/pam.d/*

/etc/pam.d/password-auth:session required pam_lastlog.so

showfailed

/etc/pam.d/password-auth-local:session required pam_

lastlog.so showfailed

将来のリリースでサポートされる予定のルール
以下のSTIGルール非準拠のチェックは、Security Analyticsではサポートされていません。将来

のリリースでサポートされる予定です。

CCE-26282-4

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38610

STIG ID RHEL-06-000231

ルールID SV-50411r1_rule
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NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: MA-4 e

NIST SP 800-53A :: MA-4.1 (vi)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: MA-4 e

CCI CCI-000879

チェック内

容

( Log DecoderおよびリモートLog Collectorホストの場合のみ)ホストでSSHクライ

アントの生存確認回数が設定されていることを確認します。

コメント 将来の機能です。

CCE-26444-0

重大度 カテゴリーII

脆弱性 ID V-38513

STIG ID RHEL-06-000120

ルールID SV-50314r1_rule

NIST 800-

53 

NIST 800-53 SP 800-53 :: AC-17 e
NIST 800-53 SP 800-53A :: AC-17.1 (v)

CCI CCI-000066

チェック内

容

ホストで着信パケットに使用するデフォルトのiptablesポリシーが設定されている

ことを確認します(ローカルのIPv4ファイアウォールで、着信パケットに対して「す

べて拒否、例外で許可」のポリシーを実装する必要があります) 。

コメント 将来の機能です。

CCE-26457-2

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38567

STIG ID RHEL-06-000198

ルールID SV-50368r4_rule 
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NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: AC-6 (2)

NIST SP 800-53A :: AC-6 (2).1 (iii)

CCI CCI-000040

チェック内容
ホストで特権コマンドの使用に関する情報がauditdで収集されていることを確

認します。

コメント 将来の機能です。

CCE-26638-7

重大度 カテゴリーIII

脆弱性

ID
 V-38639

STIG ID RHEL-06-000260

ルールID  SV-50440r3_rule

NIST 800-
53 

NIST 800-53 SP 800-53 :: AC-11 (1)
NIST 800-53 SP 800-53A :: AC-11 (1).1
NIST 800-53 SP 800-53 Revision 4 :: AC-11 (1)

CCI CCI-000060

チェック内

容

ホストにブランクのスクリーンセーバーが実装されていることを確認します(グラフィ

カルなデスクトップ環境でセッションがロックされている間、画面にパターンを表示

する必要があります) 。

コメント 将来の機能です。

CCE-26821-9

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38699

STIG ID RHEL-06-000337

ルールID SV-50500r2_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b

NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b
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CCI  CCI-000366

チェック内

容

ホスト上のログファイルが適切なグループによって所有されていることを確認しま

す(パブリックディレクトリはすべてシステムアカウントで所有する必要がありま

す) 。

コメント 将来の機能です。

CCE-26887-0

重大度 カテゴリーI

脆弱性 ID V-38614

STIG ID RHEL-06-000239 

ルールID SV-50415r1_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: IA-2 (2)

NIST SP 800-53A :: IA-2 (2).1

NIST SP 800-53 Revision 4 :: IA-2 (2)

CCI CCI-000766

チェック内

容

( Log DecoderおよびリモートLog Collectorホストの場合のみ)ホストで空のパス

ワードを使用したSSHアクセスが無効化されていることを確認します。

コメント 将来の機能です。

CCE-26919-1

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38608

STIG ID RHEL-06-000230

ルールID SV-50409r1_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: SC-10

NIST SP 800-53A :: SC-10.1 (ii)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: SC-10
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CCI CCI-001133

チェック内

容

( Log DecoderおよびリモートLog Collectorホストの場合のみ)ホストでSSHアイ

ドルタイムアウト インターバルが設定されていることを確認します。

コメント 将来の機能です。

CCE-27167-6

重大度 カテゴリーI

脆弱性 ID V-38677

STIG ID RHEL-06-00030

ルールID  SV-50478r1_rule

NIST 800-

53 

NIST 800-53 SP 800-53 :: IA-2

NIST 800-53 SP 800-53A :: IA-2.1

NIST 800-53 SP 800-53 Revision 4 :: IA-2

CCI CCI-000764

チェック内

容

ホストで安全でないファイルロックが禁止されていることを確認します( NFSサー

バでは安全でないファイルロックオプションを有効にしてはなりません) 。

コメント 将来の機能です。

CCE-27190-8

重大度 カテゴリーII

脆弱性 ID V-38623

STIG ID RHEL-06-000135

ルールID SV-50424r2_rule

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: SI-11 c

NIST SP 800-53A :: SI-11.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: SI-11 b
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CCI CCI-001314

チェック内

容

ホストでシステムログに対して適切な権限が構成されていることを確認します

( rsyslogにより生成されたログファイルには、すべて0600以下のモードの権限を

設定する必要があります) 。

コメント 将来の機能です。

CCE-27201-3

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38616

STIG ID RHEL-06-000241 

ルールID SV-50417r1_rule 

NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: AC-4

NIST SP 800-53A :: AC-4.1 (iii)

NIST SP 800-53 Revision 4 :: AC-4

CCI CCI-001414

チェック内

容

( Log DecoderおよびリモートLog Collectorホストの場合のみ)ホストでSSH環境

オプションが禁止されていることを確認します。

コメント 将来の機能です。

CCE-27227-8

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38693

STIG ID  RHEL-06-000299

ルールID SV-50494r2_rule

NIST 800-

53 

NIST 800-53 SP 800-53 :: CM-6 b

NIST 800-53 SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST 800-53 SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b
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CCI CCI-000366

チェック内

容

ホストで、パスワードに同じ文字を連続して4回以上使用できないよう設定さ

れていることを確認します(システムは、パスワード内に同じ文字を4回以上連

続して使用しないよう強制する必要があります) 。

コメント 将来の機能です。

CCE-27379-7

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38681

STIG ID RHEL-06-000294

ルールID SV-50482r2_rule

NIST 800-

53 

NIST 800-53 SP 800-53 :: CM-6 b

NIST 800-53 SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST 800-53 SP 800-53 Revision 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

チェック内

容

ホストで、 /etc/passwdで参照されるすべてのGIDが/etc/group で定義さ

れていることを確認します( /etc/passwdで参照されるGIDは、すべて

/etc/groupで定義されている必要があります) 。

コメント 将来の機能です。

CCE-27440-7

重大度 カテゴリーII

脆弱性

ID

V-38595

STIG ID RHEL-06-000349

ルールID SV-50396r3_rule 
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NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: IA-2 (1)

NIST SP 800-53A :: IA-2 (1).1

NIST SP 800-53 Revision 4 :: IA-2 (1)

CCI CCI-000765

チェック内

容

ホストでスマート カード ログインが有効化されていることを確認します(システム

は認証用にCAC、PIV準拠のハードウェアトークンまたはALT( Alternate

Logon Token)の使用を要求するよう構成する必要があります) 。

コメント 将来の機能です。

CCE-27474-6

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID V-38685

STIG ID RHEL-06-000297

ルールID SV-50486r1_rule

NIST 800-

53 

NIST 800-53 SP 800-53 :: AC-2 (2)

NIST 800-53 SP 800-53A :: AC-2 (2).1 (ii)

NIST 800-53 SP 800-53 Revision 4 :: AC-2 (2)

CCI CCI-000016

チェック内

容

ホストで一時アカウントに有効期限を割り当てていることを確認します(一時ア

カウントには有効期限を設定する必要があります) 。

コメント 将来の機能です。

CCE-27609-7

重大度 カテゴリーIII

脆弱性 ID  V-38683

STIG ID RHEL-06-000296

ルールID SV-50484r1_rule
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NIST 800-

53 

NIST SP 800-53 :: IA-8

NIST SP 800-53A :: IA-8.1

NIST SP 800-53 Revision 4 :: IA-8

CCI CCI-000804

チェック内

容

ホストのすべてのアカウントの名前が一意であることを確認します(システム上の

すべてのアカウントにおいて、ユーザー名またはアカウント名が一意である必要

があります) 。

コメント 将来の機能です。
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Security Analyticsでの更新の管理

RSAは継続的な製品の改善に努めており、Security Analyticsソフトウェアバージョンの更新を

定期的に発行します。ソフトウェアバージョンの更新は、リリース、サービスパック、パッチ(セキュ

リティパッチを含む)に加え、リリース、サービスパック、パッチが依存する補助的ソフトウェアで構

成されます。

ソフトウェアの更新プロセス

次の図は、更新プロセスの概要を示しています。

l RSAが発行するソフトウェアバージョン更新をローカル更新リポジトリに取り込みます。次の2
つのオプションがあります。

l Live更新リポジトリへの常時接続。

l SCOL( SecureCare Online)からのダウンロード。

l 更新を適用します。
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l バージョンとライセンスのステータスのレビュー

［ホスト］ビューからのソフトウェアバージョンの更新の適用

注：［ホスト］ビューの更新機能では、ローカル更新リポジトリに必要なソフトウェアバージョン

更新が存在する必要があります。

ローカル更新リポジトリを構成した後、必要に応じて［ホスト］ビューを使用して、これらの更新

を適用します。
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l ホストを追加または更新します。

l ホストの更新を確認して適用します。

注：以前のバージョンをリストアする必要がある場合は、「RSA Security Analyticsのホストと

サービスの構成ガイド」の「ホストとサービスのデータのバックアップとリストア」を参照してくださ

い。

ローカル更新リポジトリに取り込む

ローカル更新リポジトリは、ホストに適用するバージョン更新を保存する、Security Analytics導
入環境内のステージング領域です。Live更新リポジトリは、RSAが最新バージョンのSecurity
Analyticsの更新をポストする場所です。このトピックでは、Live更新リポジトリからSecurity
Analytics導入環境のローカル更新リポジトリに更新を取り込む2つのオプションについて説明し

ます。

l オプション1：Live更新リポジトリに接続します。

l オプション2：SCOL( Secure Care Online)からバージョン更新をダウンロードし、ローカル更新リ

ポジトリにアップロードすることにより、ローカル更新リポジトリに取り込みます。

オプション1：Live更新リポジトリへの接続

Live更新リポジトリへのアクセスには、［Administration］＞［システム］＞［Live］で構成する

Liveアカウントの認証情報を使用する必要があります。

注：Live更新リポジトリに最初に接続する場合、CentOs 6のシステムパッケージとRSA製品

パッケージすべてにアクセスします。この同期では2.5GBを超えるデータがダウンロードされるた

め、同期に要する時間は、使用するSecurity Analyticsサーバのインターネット接続環境や

RSAリポジトリのトラフィックによっては相当にかかります。Live更新リポジトリの使用は必須で

はありません。

Live更新リポジトリに接続するには、次の手順に従います。

Live更新リポジトリへの接続にプロキシを使用する必要がある場合、［Administration］＞［シ

ステム］＞［HTTPプロキシ設定］でプロキシ ホスト、プロキシ ユーザー名、プロキシ パスワードを

構成できます。プロキシ ホストの構成に関する詳細については、「RSA Security Analyticsシス

テム構成ガイド」を参照してください。

1. ［Administration］＞［システム］ビューに移動します。

2. Liveに接続していることを確認します。

a. オプションパネルで、［Liveサービス］を選択します。

b. ［Liveアカウント］パネルで、［RSA Liveステータス］インジケータが緑色で表示されている

ことを確認します。
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c. Liveに接続されていない場合は、［変更］をクリックして［Liveサービスアカウント］ダイア

ログを表示し、認証情報を確認して接続をテストします。

3. ［システム］ビューのオプションパネルで、［更新］＞［設定］タブを選択します。

4. ［Live更新リポジトリに接続］チェックボックスをオンにして、［適用］をクリックします。

これらのバージョン更新を使用して、［Administration］＞［ホスト］ビューからホスト上で実行さ

れているサービスを更新できます。

オプション2：SCOL( Secure Care Online)からローカル更新リポジトリへの更新のダウ

ンロード

次のような状況では、更新をSCOL( Secure Care Online)からSecurity Analytics更新リポジトリ

に取り込む必要があります。

l 適用したいバージョン更新が、ローカル更新リポジトリに存在しない( ［ホスト］ビューの［更新

のバージョン］列の利用可能な更新に表示されない) 。

l Security Analytics導入環境からインターネットにアクセスできない。

警告：ローカル更新リポジトリから1つのホストをあるバージョンに更新すると、他のホストにそれ

より古いバージョンの更新を適用できなくなる場合があります。これは、SCOLからダウンロード

した更新を手動でローカル更新リポジトリに取り込むときにSecurity Analyticsが作成するファ

イル構造が原因です。たとえば、SAアプリケーションホストを10.5.1から10.6に更新した場合、

10.5.1を他のホストに適用できなくなります。その場合は、SCOLから10.5.1をダウンロードし

て、再度手動でローカル更新リポジトリにアップロードする必要があります。

SCOLからローカル更新リポジトリに更新を取り込むには、次の手順に従います。

1. ［Live更新リポジトリに接続］が選択されていないことを確認します。

2. SCOL( https://knowledge.rsasecurity.com)から目的のバージョンのzipファイルをローカルディ

レクトリにダウンロードします。

a. SCOLにログインし、右側のパネルの をクリックします。

b. 目的のサービスパックまたはパッチ(たとえば、RSASecurity Analytics 10.5.1.2)を検索

します。
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c. 目的のダウンロード (たとえば、赤色でハイライト表示されている1月26日の［RSA
Security Analytics 10.5.1.2ダウンロード］)を選択します。

更新パッケージのダウンロード ページがSCOLに表示されます(たとえば、［RSA
Security Analytics 10.5.1.2ダウンロード］) 。

d. ［Caution］ボックスにある、［Click here］をクリックします。

10.6.x.x上のSAサーバで混在モードを実行している場合、正しい形式のファイルを含む

更新パッケージのダウンロード ページがSCOLに表示されます(たとえば、［RSA 10.5.1.2
アップグレードZipパート1/10］) 。
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e. 10.5.1.2のすべてのzipファイルをローカルディレクトリにダウンロードします。

3. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［システム］＞［更新］＞［手動更新］を

選択します。

4. ［手動更新］タブで、［ファイルのアップロード］をクリックします。

［ファイルのアップロード］ダイアログが表示されます。
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5. をクリックし、バージョン更新のzipファイルを格納したローカルディレクトリに移動して、こ

れらのファイルを選択します。

次の例は、サービスパックまたはパッチ更新パッケージを構成する3つのzipファイルのうちの2
つです。

6. ［開く］をクリックします。

［ファイルのアップロード］ダイアログに選択したバージョン更新のzipファイルが表示されます。
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7. ［アップロード］をクリックします。

［手動更新］タブが表示されます。

l バージョン更新を保存するローカル更新リポジトリに十分なディスク領域がない場合は、

［リポジトリ容量管理］ダイアログが表示され、リポジトリのコンテンツとディスク領域のス

テータスが表示されます。必要なバージョンをダウンロードするのに十分なディスク領域を

解放するため、不要なバージョンを削除できます ( 「ホストおよびサービススタート ガイ

ド」の「10.6.0の更新前および更新エラーのトラブルシューティング」を参照してください) 。

l バージョン更新パッケージのすべてのファイルを選択しなかった場合は、赤字でファイルが

表示され、マウスを合わせるとすべてのファイルをアップロードするようヘルプが表示されま

す。

8. をクリックし、バージョン更新のzipファイルを格納したローカルディレクトリに移動して、こ
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のバージョンの残りのファイルを選択します。

9. ［開く］をクリックします。

［ファイルのアップロード］ダイアログに、選択したバージョン更新のzipファイルが表示されま

す。

10. ［アップロード］をクリックします。
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注：zipファイルはサイズが大きいため、Security Analyticsへのアップロード中に問題が発

生する可能性があります。 問題が発生した場合には、いったんzipファイルを解凍し、

ファイルを個別にアップロードしてください。

バージョン更新ファイルが［手動更新］タブに表示されます。

11. ［手動更新］リストのすべてのファイルを選択し、［適用］をクリックします。

これにより、zipファイルは一時ディレクトリからローカル更新リポジトリに移動し、ホストが使

用できるようになります。

l バージョンのzipファイルが不足している場合は、ファイルをローカル更新リポジトリに適用

できません( ［適用］が無効になります) 。

l ローカル更新リポジトリには一度に1つのバージョンのみ適用できます。つまり、複数の

バージョンを選択した場合、［適用］は無効になります。
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1つのバージョンを選択解除し、［適用］を有効にします。

l パッケージのzipファイルを選択しずぎた場合や、無効なzipファイルを選択した場合、ファ

イルは赤字で表示され、［適用］は無効になります。次の例では、sa-10.5.0.2-
UpdatePackage-1-of-3-EL6.zipが無効です。

このファイル( sa-10.5.0.2-UpdatePackage-1-of-3-EL6.zip)を削除して［適用］を有効に

し、ローカル更新リポジトリにパッケージを適用します。

l 更新パッケージに含まれないファイルが一時ディレクトリにある場合、ファイルは赤色で表

示され、マウスを合わせると次のヘルプが表示されます。
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Security Analyticsからログアウトして再度ログインし、アップロード プロセスを繰り返しま

す。Security Analyticsを再起動して一時ディレクトリを初期化します。

l アップロード時に、zipファイル以外のファイルを選択すると、次の警告が表示されます。

［OK］をクリックし、非zipファイルの選択を解除します。

バージョンとライセンスのステータスのレビュー

手順

Security Analyticsソフトウェアバージョン、RSAライセンス、利用可能な新しい更新の有無を

表示します。

Security Analyticsの現在のステータスを表示するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［システム］を選択します。

デフォルトでは、［システム］の［情報］パネルが表示されます。

2. ［有効化］をクリックします。

更新が見つかった場合、バージョンが表示されます。
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Security Analyticsのヘルスモニタの監視

Security Analyticsのヘルスモニタ モジュールには、次の機能があります。

l すべてのホストとそこで実行されているサービスの最新の稼働状態を表示し、ホストの稼働

状態をさまざまな角度から確認する。

l ホストとサービスのネットワーク環境を監視する。

l Security Analyticsに構成されているさまざまなイベント ソースの詳細を表示する。

l 選択されたホストのシステム統計情報を表示する(必要に応じてビューをフィルタリング可

能) 。

加えて、ArchiverモニタリングやWarehouse Connectorモニタリングの構成、ホストの統計情報の

監視、システムログを利用したSecurity Analyticsの監視を実行できます。

注：すべてのユーザーにはデフォルトで、ヘルスモニタのインタフェース全体を参照する権限が

あります。AdministratorsロールとOperatorsロールのみが、デフォルトで［ポリシー］ビューを管理

できます。Security Analyticsインタフェースのすべてのデフォルト権限のリストについては、「シ

ステムセキュリティとユーザー管理ガイド」の「ロールの権限」トピックを参照してください。

次の図は、Security Analyticsのユーザーインタフェースのヘルスモニタ モジュールとそのセクション

を示しています。
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ベスト プラクティス

RSAが提供するポリシーを使用した資産の保護

Security Analyticsに付属のRSAコアポリシーの目的は、(お客様の環境およびセキュリティポリ

シーに沿った固有のルールを構成する前に) SA導入環境の資産をすぐに保護できるようにする

ことです。

これらのポリシーに、適切な資産管理責任者へのメール通知の設定をできるだけ早く行うこと

を推奨します。これにより、パフォーマンスや容量の閾値を超えたときにその管理責任者に通

知が送信されるので、すぐに対処できます。

また、コアポリシーを評価して、固有のモニタリング要件に基づき、ポリシーを無効化するか、ま

たは、モニタリング対象のサービスまたはグループの割り当てを変更することを推奨します。

ご使用の環境に合わせたポリシーを使用した資産の保護

RSAコアポリシーは、汎用的であるため、環境によってはモニタリング対象範囲が十分でない

可能性があります。一定の期間、RSAコアポリシーによって識別されない問題を集め、その問

題を防ぐことができるルールを構成することをお勧めします。

ルールと通知の作成は慎重に

ルールとポリシーを実装する前に、可能な場合は各ルールとポリシーが必要であることを確認す

るようお勧めします。また、実装したポリシーの妥当性を定期的に検証することをお勧めしま

す。無効なアラームとメール通知は、資産管理責任者の業務に悪影響を与える可能性があ

ります。

問題のトラブルシューティング

ユーザーインタフェースや、ホストとサービスのログファイルでエラーメッセージを受信した場合

は、「Security Analyticsのヘルスモニタの監視」の「ヘルスモニタのトラブルシューティング」を確認

することをお勧めします。

システムログとサービスログの表示

RSA Security Analyticsには、システムログとサービスログのビューが用意されています。それぞ

れのビューやビューでの操作手順は似ています。異なる点は、サービスログでは、サービスやホ

ストに関するメッセージも表示できることです。
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手順

システムログの表示

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［システム］を選択します。

2. ［オプション］パネルで［システムログ］を選択します。

サービスログの表示

Security Analyticsサービスログを表示するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［サービス］を選択します。

2. ［サービス］グリッドでサービスを選択します。
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3. ［アクション］列で、［表示］＞［ログ］を選択します。

ログエントリーのフィルタ

［リアルタイム］タブで表示されている結果をフィルタするには、次の手順を実行します。

1. (オプション)システムログとサービスログでは、［ログレベル］や［キーワード］を選択します。

システムログには、ログレベルが7種類あります。サービスログには［トレース］レベルがないた

め、ログレベルは6種類です。デフォルトは、［すべて］になっています。

2. (オプション)サービスログの場合は、［サービス］でホストまたはサービスを選択します。

3. ［フィルタ］をクリックします。

ビューが更新され、フィルタに一致する最新の10件のエントリーが表示されます。フィルタ条

件に合致する新しいログエントリーが記録されると、ビューが更新され、エントリーが表示さ

れます。

ログエントリーの詳細を表示

ロググリッドの［リアルタイム］タブの各行に、ログエントリーのサマリー情報が記載されています。

詳細を表示するには、次の手順を実行します。

1. ログエントリーをダブルクリックします。

［ログメッセージ］ダイアログが表示され、［タイムスタンプ］、［ロガー名］、［スレッド］、［レベ

ル］、［メッセージ］の各項目が表示されます。
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2. 確認したら［閉じる］をクリックします。

Reporting Engineのログファイルへのアクセス

すべてのログファイル

Reporting Engineは次のログをrsasoc/rsa/soc/reporting-engine/logディレクトリに格納していま

す。

l reporting-engine.logファイルに最新のログが保存されます。

l reporting-engine.log.*ファイルに、以前のログのバックアップコピーが保存されます。

l 次の形式の名前が付いたファイルに、すべてのUNIXスクリプト ログを記録しています。

reporting-engine.sh_timestamp.log(たとえば、reporting-engine.sh_20120921.log) 。

Reporting Engineは、ごくまれにコマンド ラインエラーメッセージをrsasoc/nohup.outファイルに書

き込むことがあります。

Upstartログ

Reporting Engineは、UpstartデーモンおよびReporting Engineの起動コマンドが書き込むログメッ

セージと出力を/var/log/secureディレクトリに追加します。

Upstartログファイルは、rootユーザーのみが読み取り可能なシステムログファイルです。

Reporting Engineは、ログファイルを生成するとともに、以前のログファイルのバックアップコピー

を保持したり、UNIXスクリプトのログファイルを保存したり、Upstartログファイルを別のディレクト

リに追加したりします。
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履歴ログの検索とエクスポート

Security Analyticsでは、Security Analyticsログまたはサービスログの表示と検索をページ形式

で行うことができます。最初のロード時、グリッドには、システムまたはサービスのログエントリーの

最新情報のページが表示されます。履歴ログビューでは、ログをエクスポートできます。

手順

システムログの履歴の表示

システムの履歴ログを表示するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［システム］を選択します。

2. ［オプション］パネルで［システムログ］を選択します。

［システムログ］パネルが開き、デフォルトで［リアルタイム］タブが表示されます。

3. ［履歴］タブをクリックします。

システムの履歴ログのリストが表示されます。

サービスログの履歴の表示

サービスの履歴ログを表示するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［サービス］を選択します。

2. サービスを選択します。

3. ［アクション］列で、［表示］＞［ログ］を選択します。

［サービス］の［ログ］ビューが表示され、［リアルタイム］タブが開きます。
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4. ［履歴］タブをクリックします。

選択したサービスの履歴ログのリストが表示されます。

ログエントリーの検索

［履歴］タブで表示される結果をフィルタするには、次の手順を実行します。

1. (オプション) ［開始日］および［終了日］を選択します。オプションで［開始時刻］での時間、

および［終了時刻］での時間を選択します。

2. (オプション)システムログとサービスログでは、［ログレベル］や［キーワード］を選択します。

システムログには、ログレベルが7種類あります。サービスログには［トレース］レベルがないた

め、ログレベルは6種類です。デフォルトは、［すべて］になっています。

3. (オプション)サービスログの場合は、［サービス］でホストまたはサービスを選択します。

4. ［検索］をクリックします。

ビューが更新され、フィルタに一致する最新の10件のエントリーが表示されます。フィルタ条

件に合致する新しいログエントリーが記録されると、ビューが更新され、エントリーが表示さ

れます。

ログエントリーの詳細を表示

ロググリッドの［履歴］タブの各行に、ログエントリーのサマリー情報が記載されています。ログ

メッセージの詳細をすべて表示するには、次の手順を実行します。

1. ログエントリーをダブルクリックします。

［ログメッセージ］ダイアログが表示され、［タイムスタンプ］、［ロガー名］、［スレッド］、［レベ

ル］、［メッセージ］の各項目が表示されます。
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2. 確認したら［閉じる］をクリックします。

ダイアログが閉じます。

ログエントリーのページの操作

グリッドの下部にあるページ移動ツールを使用して、別のページに表示されているログエントリー

を表示できます。

l ナビゲーションボタンの使用

l 表示したいページ番号を手動で入力し、Enterキーを押します。

ログファイルのエクスポート

現在のビューに表示されているログをエクスポートするには、次の手順を実行します。

［エクスポート］をクリックして、ドロップダウンオプション( ［CSV形式］または［タブ区切り］のいず

れか)を選択します。

ログタイプとフィールド区切り文字が識別可能なファイル名の付いたファイルがダウンロードされ

ます。たとえば、CSV形式でエクスポートされたSecurity Analyticsシステムログの名前は、

UAP_log_export_CSV.txtとなり、タブ区切り形式でエクスポートされたホスト ログの名前は、

APPLIANCE_log_export_TAB.txtとなります。

123 Security Analyticsのヘルスモニタの監視



システムメンテナンスガイド

URL統合を使用したクエリーのメンテナンス

URL統合機能では、［ナビゲート］ビューでサービスを調査するときに、ユーザーが使用した階層

リンクまたはクエリーパスを管理します。これらのオブジェクトを頻繁に表示して編集する必要は

ありません。

URL統合では、Investigationでデータをドリルダウンするときに［ナビゲート］ビューのナビゲート リ

ンクをクリックするたびに自動的に一意のIDが作成されます。ドリルダウンが完了すると、URL
は現在のドリルダウンポイントのクエリーIDを反映します。階層リンクには、クエリーの表示名が

表示されます。

［URL統合］パネルでは、ドリルダウンで使用されたクエリーのリストが保持され、適切な権限を

持つユーザーがこのクエリーを編集したり、Security Analyticsの他のユーザーのクエリーパターン

を解析したりすることを可能にします。パネルでは、次のことを実行できます。

l リストの更新。

l クエリーの編集。

l クエリーの削除。

l リストのすべてのクエリーのクリア。

注意：システムからクエリーを削除すると、そのクエリーIDは参照できなくなります。
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手順

クエリーの編集

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［システム］をクリックします。

2. オプションパネルで、［URL統合］を選択します。

3. グリッドの列を選択し、列をダブルクリックするか、または をクリックします。

［クエリーの編集］ダイアログが表示されます。

4. ［表示名］と［クエリー］を編集できます。どちらのフィールドも空白にはできません。

5. 変更を保存するには、［保存］をクリックします。
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クエリーの削除

注意：システムからクエリーを削除すると、そのクエリーIDは参照できなくなります。

Security Analytiからクエリーを完全に削除するには、次の手順を実行します。

1. ［URL統合］パネルでクエリーを選択します。

2. をクリックします

クエリーを削除するかどうかを確認するダイアログが表示されます。

3. はいをクリックします。

すべてのクエリーのクリア

リストからすべてのクエリーをクリアするには、次を行います。

l をクリックします

リスト全体がクリアされます。

URIでのクエリーの使用

URL統合は、Security Analytics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します。URIにクエリー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、Security Analyticsの［Investigation］
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。

URLエンコード クエリーを使用してURIを入力するためのフォーマットは次のとおりです。

http://<sa host:port>/investigation/<serviceId>/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の場合等)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必要です。

l <serviceId>はSecurity Analyticsインスタンスの内部サービスIDで、クエリーの対象を

指定します。サービスIDは、常に整数です。サービスIDは、Security Analytics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、調査対象と

なるサービスによって変わります。

l <encoded query>は、URLエンコードされたSecurity Analyticsクエリーです。 クエリー

の長さはHTMLのURL制限で制限されています。
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l <start date>および<end date>は、クエリーの日付範囲を定義します。形式は<yyyy-
mm-dd>T<hh:mm>です。start date(開始日)とend date(終了日)は指定が必要なパ

ラメータです。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/2012-09-
01T00:00/2012-10-31T00:00

例

以下のクエリーの例では、Security Analyticsサーバが192.168.1.10で、サービス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...13-03-12T06:00

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...13-03-12T17:10

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、クエリーに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。

ポリシーの管理

ポリシーには、ユーザーが定義したものと、RSAが提供するものがあります。ポリシーでは、次の

内容を定義します。
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l ポリシーの適用対象とするサービスとホスト

l アラームを生成するルール(統計閾値により指定)

l ポリシーを抑制するタイミング

l アラームがトリガーされたときに通知する相手とそのタイミング。

関連する参照トピックについては、 Security Analyticsの事前定義ポリシー

手順

ポリシーの追加

1. ［Security Analytics］メニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

2. ［ポリシー］タブをクリックします。

［ポリシー］ビューが表示されます。

3. ［ポリシー］パネルで をクリックします。

作成するポリシーの監視対象に指定できるホストとサービスの一覧が表示されます。

4. ホストまたはサービス(たとえばConcentrator)を選択します。

［ポリシー］パネルに選択したホストまたはサービスが表示され、ポリシー詳細パネルには空
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のポリシーが表示されます。

5. ［ポリシー］パネルでポリシーの名前(たとえばConcentrator Policy Status)を入力します。

入力した名前(たとえばConcentrato Policy Status)がポリシー詳細パネルにポリシー名とし

て表示されます。

6. ポリシー詳細パネルで、次のようにしてポリシーを作成します。

a. ［有効化］チェックボックスを選択します。

b. 稼働状態の統計を監視するサービス(この例では、Concentrator上で稼働するサービ

ス)を追加します。

c. ポリシーに構成するルール条件を追加します。

d. ポリシーの適用を抑制する期間を指定します。

e. ポリシーに関するメール通知が必要な場合は追加します。
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f. ポリシー詳細パネルで［保存］をクリックします。

ポリシーが追加されます。

ポリシーの編集

1. ［Security Analytics］メニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

2. ［ポリシー］タブをクリックします。

［ポリシー］ビューが表示されます。

3. ホストまたはサービスの下でポリシー(たとえばConcentrator Policy Status)を選択します。

ポリシーの詳細が表示されます。

4. をクリックします。

ポリシー名(たとえばConcentrator Policy Status)とポリシー詳細パネルが編集可能になり

ます。
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5. ポリシー詳細パネルで必要な変更を加えて、［保存］をクリックします。次の操作を実行でき

ます。

l ポリシー名を編集する。

l ポリシーを有効化または無効化する。

l ポリシーでホストおよびサービスを追加または削除する。

l ポリシーでルールを追加、削除、変更する。

l ポリシーで抑制を追加 /編集 /削除する。

l ポリシーで通知を追加 /編集 /削除する。

注：［保存］をクリックすると、有効化 /無効化の選択に基づいてポリシールールが適用されま

す。また、変更されたルールのルール条件タイマーとポリシー全体がリセットされます。

ポリシーの複製

1. ［Security Analytics］メニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

2. ［ポリシー］タブをクリックします。

［ポリシー］ビューが表示されます。
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3. ホストまたはサービスの下でポリシー(たとえばConcentrator Policy Status)を選択します。

4. をクリックします。

ポリシーがコピーされ、元のポリシー名に(1)を付加した名前で表示されます。

5. をクリックして、ポリシー名を変更します(たとえば、Concentrator Policy Status(1)を

Concentrator Policy Status 2に変更します) 。

注：複製したポリシーはデフォルトで無効化され、ホストとサービスの割り当ては複製さ

れません。

複製したポリシーを使用してSecurity Analyticsインフラストラクチャの正常稼働状態

を監視する前に、関連するホストとサービスをそのポリシーに割り当てておいてくださ

い。

サービスまたはグループの割り当て

ホストまたはサービスをポリシーに割り当てるには、次の手順を実行します。

1. ［Security Analytics］メニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

2. ［ポリシー］タブをクリックします。

［ポリシー］ビューが表示されます。

3. ホストまたはサービスの下でポリシー(たとえば第1ポリシー)を選択します。

ポリシーの詳細が表示されます。
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4. ［サービス］セクションのツールバーで をクリックします。

5. 対象に応じて、次の手順を実行します。

l ホストの場合は、選択メニューから［グループ］または［ホスト］を選択します。

l サービスの場合は、選択メニューから［グループ］または［サービス］を選択します。

選択内容に応じて以下を実行します。

l ［グループ］を選択した場合は、表示される［追加グループ］ダイアログで、既存のホストま

たはサービスのグループを選択します。
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l ［サービス］を選択した場合は、表示される［追加 サービス］ダイアログで、個々のサービ

スを選択します。

6. ポリシーに割り当てるグループまたはサービスの横にあるチェックボックスを選択して、ダイアロ

グの［選択］をクリックし、ポリシー詳細パネルで［保存］をクリックします。

注：ポリシーのタイプに基づいて、選択可能なサービスがフィルタされます。たとえば、

Concentratorタイプのポリシーの場合は、Concentratorサービスのみを選択できます。

サービスまたはグループの削除

ポリシーからホストまたはサービスを削除するには、次の手順を実行します。

1. ［Security Analytics］メニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

2. ［ポリシー］タブをクリックします。

［ポリシー］ビューが表示されます。

3. サービスの下でポリシーを選択します。

ポリシーの詳細が表示されます。
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4. ホストまたはサービスを選択します。

5. をクリックします。

選択したホストまたはサービスがポリシーから削除されます。

ルールの追加

ポリシーにルールを追加するには、次の手順を実行します。

1. ［Security Analytics］メニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

2. ［ポリシー］タブをクリックします。

［ポリシー］ビューが表示されます。

3. ホストまたはサービスの下でポリシー(たとえばCheckpoint)を選択します。

ポリシーの詳細が表示されます。

4. ［ルール］セクションのツールバーで をクリックします。

［ルールの追加］ダイアログが表示されます。
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5. ダイアログに必要な値を入力して、ルールを定義します。

次の図に示すように、Security Analytics 10.5.0.1では［説明］フィールドが追加されていま

す。

6. OKをクリックします。

ルールがポリシーに追加されます。
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ルールの編集

1. ［Security Analytics］メニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

2. ［ポリシー］タブをクリックします。

［ポリシー］ビューが表示されます。

3. ホストまたはサービスの下でポリシーを選択します。

ポリシーの詳細が表示されます。

4. ルールの一覧からルールを選択し、 をクリックします。

［ルールの編集］ダイアログが表示されます。

次の図に示すように、Security Analytics 10.5.0.1では［説明］フィールドが追加されていま

す。
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5. 必要な変更を加え、［保存］をクリックします。

ルール条件の非表示 /表示

ルール条件を非表示または表示にするには、次の手順を実行します。

1. ［Security Analytics］メニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

2. ［ポリシー］タブをクリックします。

［ポリシー］ビューが表示されます。

3. サービスの下でポリシーを選択します。

ポリシーの詳細が表示されます。

4. ［ルール］パネルに移動します。

5. ［カテゴリ］の右の をクリックして、［統計］および［閾値］のチェックボックスをオフにします。

ルールの一覧での列の表示と非表示は、チェックボックスをオンまたはオフにすることによって

切り替えることができます。
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［ルール］パネルがルール条件なしで表示されます。

ルールの削除

ポリシーからホストまたはサービスを削除するには、次の手順を実行します。

1. ［Security Analytics］メニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

2. ［ポリシー］タブをクリックします。

［ポリシー］ビューが表示されます。

3. サービスの下でポリシーを選択します。

ポリシーの詳細が表示されます。

4. ［ルール］リストからルール(たとえばCheckpoint)を選択します。

5. をクリックします。

選択したルールがポリシーから削除されます。

ルールの抑制

1. ［ポリシー］タブをクリックします。

［ポリシー］ビューが表示されます。

2. サービスの下でポリシーを選択します。

ポリシーの詳細が表示されます。ルールを抑制する時間の範囲は、ルールを最初に追加

するとき、またはルールを編集するときに指定できます。

3. ルールを追加または編集します。

4. ［ルールの追加］または［ルールの編集］ダイアログの［ルール抑制］パネルで、ルールを抑制

する曜日と時刻の範囲を指定します。 次の例では、毎週日曜日の午前12:00から午前
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12:30までと毎週土曜日の午前2:30から午前3:30まで、ルールが抑制されます。

ポリシーの抑制

1. ポリシーを追加または編集します。

［ポリシー］ビューが表示されます。

2. ［ポリシーの抑制］パネルで次の操作を行います。

a. ［タイムゾーン］ドロップダウンリストからタイムゾーンを選択します。

このタイムゾーンはポリシー全体(ポリシー抑制とルール抑制の両方)に適用されます。

b. ツールバーの をクリックします。

c. ポリシーを抑制する曜日と時刻の範囲を指定します。 次の例では、毎週金曜日の午

前7:30から午前7:45までポリシーが抑制されます。

メール通知の追加

ポリシーにメール通知を追加するには、次の手順を実行します。

1. ポリシーを追加または編集します。

［ポリシー］ビューが表示されます。

2. ［通知］パネルで次の操作を行います。

a. ツールバーの をクリックします。

空白のメール通知行が表示されます。
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b. メールに関する以下の設定を選択します。

l ［通知］列で通知タイプを選択します(このドロップダウンリストの値のソースについて

は、「RSA Security Analyticsシステム構成ガイド」の「通知出力の構成」を参照してく

ださい) 。

l ［通知サーバ］列で通知サーバを選択します(このドロップダウンリストの値のソースに

ついては、「RSA Security Analyticsシステム構成ガイド」の「通知サーバの構成」を参

照してください) 。

l ［通知サーバ］列でテンプレート サーバを選択します(このドロップダウンリストの値の

ソースについては、「RSA Security Analyticsシステム構成ガイド」の「通知サーバの構

成」を参照してください) 。

注：指定した受信者へのヘルスモニタメール通知に、ヘルスモニタ テンプレートの

デフォルトのメール件名を追加する場合は、「デフォルトのメール件名を含める」

を参照してください。

メール通知の削除

ポリシーからメール通知を削除するには、次の手順を実行します。

1. ポリシーを追加または編集します。

［ポリシー］ビューが表示されます。

2. ［通知］パネルで次の操作を行います。
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a. メール通知を選択します。

b. をクリックします。

選択した通知が削除されます。

デフォルトのメール件名を含める

ポリシーに設定した通知によって生成されるメールには、ヘルスモニタのデフォルトのメール通知

テンプレートから件名が取り込まれません。件名が取り込まれない場合には、件名を指定する

必要があります。この処理手順では件名をテンプレートに挿入する方法について説明します。

関連する参照トピックについては、次のトピックを参照してください：［ポリシー］ビュー 、Security
Analyticsの事前定義ポリシー

手順

メール通知にヘルスモニタのメールテンプレートの件名を追加するには、次の手順を実行しま

す。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［システム］を選択します。

2. ［オプション］パネルで、［グローバル通知］を選択します。

3. ヘルスモニタのメールテンプレート (Health & Wellness Default SMTP Templateなど)を選

択します。
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［テンプレートの定義］ダイアログが表示されます。
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4. ［テンプレート］フィールドで、件名をバッファーにコピーします(件名をハイライト表示してCtrl-
Cを押します) 。

5. ［キャンセル］をクリックして、テンプレートを閉じます。

6. ［出力］タブをクリックして、通知を選択します(たとえば［ヘルスモニタ］) 。

をクリックします。

7. ［メール通知の定義］ダイアログが表示されます。
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8. ［件名］フィールドのテキスト ボックスの値をバッファー内の件名に置き換えます(既存のテキ

ストをハイライト表示して、Ctl-Vを押します) 。

9. Saveをクリックします。

アラームの監視

ヘルスモニタ インターフェイスでは、Security Analyticsドメインのホストとサービスに関するアラー

ムを設定して監視できます。ポリシールールで定義された、ホストとサービスに関する統計閾値

を超えると、「アクティブ」なアラームとして［アラーム］タブに表示されます。リカバリ閾値を超える

と、アラームはグレー表示になり、「クリア済み」ステータスに変わります。

アラームのパラメータはポリシーの管理

関連する参照トピックについては、次のトピックを参照してください：［アラーム］ビュー.

アラームを監視するには、Security Analyticsで次のように設定します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

［ヘルスモニタ］ビューが表示され、デフォルトで［アラーム］タブが開きます。

2. ［詳細］パネルに詳細を表示するアラームをクリックします。

3. 選択したアラームの詳細を表示するには、
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(展開)をクリックします。

イベント ソースの監視

Security Analyticsのイベント ソースモニタリング機能には、次の機能があります。

l フェイルオーバーのサポート

l イベント ソースおよび関連するCollectorとLog Decoderデバイスに関する統合されたビューを

提供します。

l ルールに対するRegex/グロビングのサポート

l 解除

l フィルタリング機能

l 履歴チャート

また、イベント ソースの監視、ソースタイプから生成されたイベント数の確認、収集されたイベ

ントの履歴チャートの表示を行うことができます。イベント ソースを監視するためには、必要なと

きに通知を生成して送信するようにイベント ソースを構成する必要があります。
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イベント ソースモニタリングの構成

イベント ソースを監視するためには、必要なときに通知を生成して送信するようにイベント ソー

スを構成する必要があります。関連する参照トピックについては、［ヘルスモニタの設定］タブ：イベ

ント ソース

手順

イベント モニタリングの構成と有効化

Security Analyticsでイベント モニタリングを構成し、有効化するには、次の手順に従います。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

2. ［設定］＞［イベント ソース］を選択します。

［イベント ソース］タブが表示されます。

3. ［イベント ソースモニタリング］で、 をクリックします。

［監視対象ソースの追加 /編集］ダイアログが表示されます。

4. Security Analyticsへのログ配信の停止を検出するために、監視対象となるイベント ソース

について、［ソースタイプ］、［ソースホスト］、［閾値］を定義します。 閾値を指定しなかっ

た場合、Security Analyticsは、閾値が設定されるまでイベント ソースを監視し続けます。
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注：［ソースタイプ］と［ソースホスト］については、［Administration］＞［サービス］＞

［Log Collectorサービス］＞［表示］＞［構成］ビューの［イベント ソース］タブで、イベント

ソースに対して構成した値を指定する必要があります。監視するイベント ソースを追

加または変更します。 イベント ソースを識別するパラメータは、ソースタイプとソース

ホストの2つです。グロビング(パターンマッチングとワイルドカード文字)を使用して、イ

ベント ソースの［ソースタイプ］と［ソースホスト］を指定できます

5. OKをクリックします。

イベント ソースがパネルに表示されます。

6. 通知方法を構成するには、次のいずれかを実行します。

l ［メールサーバ設定を構成します。］を選択します。

［Administration］＞［システム］＞［メールサーバ設定］パネルが表示され、通知の送

信先を指定することができます。

l ［SyslogサーバおよびSNMPトラップサーバを構成します。］を選択します。

［Administration］＞［システム］の［監査の構成］パネルが表示され、通知の送信先と

なるSyslogとSNMPトラップを構成することができます。

7. ［Apply］をクリックします。

このイベント ソースからのイベントの受信が停止し、時間の閾値が経過すると、Security
Analyticsは通知の送信を開始します。

［イベント ソースモニタリング］ビューの各種パラメータとその詳細については、次のトピックを参照

してください： ［イベント ソースモニタリング］ビュー.
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イベント ソースモニタリングの解除

イベント ソースモニタリングを設定したLog Collectorサービス(ローカルCollectorまたはリモート

Collector)が運用できなくなった場合、Security AnalyticsはCollectorが解除されるまで、イベン

トを受信していないことを通知します。

注意：リモートCollectorでフェイルオーバーローカルCollectorを構成し、ローカルCollectorがス

タンバイLog Decoderにフェイルオーバーした場合、通知を止めるにはローカルCollectorを解

除する必要があります。

イベント ソースでのイベント ソースモニタリングを解除する方法

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

2. ［設定］＞［イベント ソース］を選択します。

［イベント ソース］タブが表示されます。

3. ［解除］で、 をクリックします。

［解除］ダイアログが表示されます。

4. イベント モニタリングの通知を解除するソースの［ソースタイプ］と［ソースホスト］を定義しま

す。

イベント ソースのフィルタ

フィルタを選択して、次のようなイベントを表示できます。

l 特定のイベント ソースに属しているイベント

l 特定のイベント ソースタイプに属しているイベント

l 特定のLog Collectorによって収集されたイベント
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l イベント ソースタイプ、Log Collector、Log Decoder、最終収集時刻の順に並べ替えられた

イベント リスト

手順

イベント ソースのリストをフィルタするには、次の手順を実行します。

1. ［Security Analytics］メニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

2. ［イベント ソースモニタリング］を選択します。

3. 次のいずれかの方法でリストをフィルタします。

l 特定のイベント ソースによって生成されたイベントを表示するには、［イベント ソース］フィール

ドに目的のイベント ソースを入力します。［Regex］を選択してRegexフィルタを有効にし、

［適用］をクリックします。このフィルタを有効にすると、テキストの正規表現検索が実行され、

一致するカテゴリがリストされます。このフィールドでは、グロビングパターンマッチングもサポー

トされます。

指定されたイベント ソースによって生成されたすべてのイベントが表示されます。

l 特定のLog Collectorによって収集されたイベントを表示するには、ドロップダウンリストから

Log Collectorを選択し、［適用］をクリックします。

指定されたLog Collectorによってさまざまなイベント ソースから収集されたすべてのイベント

のリストが表示されます。

注：次のフィルタを選択することもできます。

特定のイベント ソースタイプのイベントを表示するには、イベント ソースタイプを選択し、

［適用］をクリックします。

特定のタイムフレーム内で受信したイベントを表示するには、タイムフレームを選択し、［適

用］をクリックします。クエリー結果をさらにフィルタして、検索されたログのうち特定の時間内

に受信されたイベント ソースのみが含まれるようにしたり、または特定の時間内にはログが受

信されなかったイベント ソースのみが含まれるようにしたりできます。

各種パラメータとその詳細については、次のトピックを参照してください： ［イベント ソースモニタリ

ング］ビュー .

Security Analyticsのヘルスモニタの監視 150



システムメンテナンスガイド

イベント ソースでの収集イベントの履歴チャートの作成

イベント ソースから収集されたイベントの履歴チャートは、選択した時間範囲にわたる収集の

傾向に関する情報を提供します。

手順

履歴チャートを作成するには、次の手順を実行します。

1. ［Security Analytics］メニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

［ヘルスモニタ］ビューが表示され、［監視］タブが開きます。

2. ［イベント ソースモニタリング］をクリックします。

［イベント ソースモニタリング］ビューが表示されます。

3. ［履歴チャート］列で、 を選択します。

選択されたイベント ソースの履歴チャートが表示されます。

以下の図は、イベント ソースタイプwinevent_nicの履歴チャートの例を示します。

デフォルトのチャート表示は、現在の日付に収集されたイベントを表示するためにカスタマ

イズされており、値は１時間の間隔( 09.05～105.05時間)でズーム表示されています。

チャートにポインタを合わせると、特定の時点での詳細が表示されます。たとえば、この図で

は時刻09.30における平均収集レートが表示されています。
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注：［時間範囲］および［日付範囲］を選択することにより、チャート表示をカスタマイズできま

す。値のズームインや時間範囲を設定できるほか、プロット領域をクリックしてドラッグすること

により、チャートをズーム表示できます。表示のカスタマイズやズームイン機能のパラメータの

詳細については、［ヘルスモニタ］の［履歴チャート］ビューを参照してください。

チャートにデータが表示されない場合、次のいずれかの理由が考えられます。

- イベント ソースが停止している。

- イベント ソースが現在何も処理していない。

SNMPアラートを使用したヘルスモニタの監視

Security Analyticsコンポーネントを監視し、SNMP( Simple Network Management Protocol)を
使用して、閾値とシステム障害に基づくプロアクティブなアラートを発行することができます。

Security Analyticsコンポーネントの次の数値を監視できます。

l 定義済みの閾値に到達したCPUの利用率

l 定義済みの閾値に到達したメモリ使用率

l 定義済みの閾値に到達したディスク使用率

SNMPの構成

SNMPv3閾値トラップおよび監視トラップを送信するように、Security Analyticsホストを構成でき

ます。閾値トラップはノードに構成した閾値と連動し、Security Analyticsコアアプリケーションか

ら送信されます。監視トラップは、構成ファイルで指定された項目について、SNMPデーモンから

送信されます。Security AnalyticsからSNMPトラップを受信するには、ユーザー側で別のサービ

スにSNMPデーモンを設定する必要があります。Security Analyticsホストの構成設定で、

Security Analytics上のSNMPを設定できます。詳細については、「RSA Security Analyticsホスト

およびサービススタート ガイド」の「サービス構成設定」で、特定のホストに関する説明を参照

してください。

閾値

閾値は、setLimitメッセージに対応する任意のサービス統計情報に対して設定することができ

ます。現在の閾値は、getLimitメッセージを使用して取得できます。制限を設定するために、

閾値の上限と下限を渡すことができます。

統計情報の値が下限または上限の閾値を超えたときに、SNMPトラップがトリガーされ、閾値

が超過されたことが通知されます。このトラップは値が下限値を下回った後や上限値を上回っ

た後はトリガーされませんが、値が通常の範囲(下限値よりも大きく、上限値よりも小さい)に
戻ったときには別のトラップがトリガーされます。

サービスの閾値は、［サービス］の［エクスプローラ］ビューまたはREST APIを使用して設定する

必要があります。
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次に、CPU使用率を監視する閾値の例を示します( 10%を下回った場合と90%を上回った場

合の閾値) 。
/sys/stats/cpu setLimit low=10 high=90

次に、REST APIを使用して閾値を設定する例を示します。

http://<log decoder>:50102/sys/stats/cpu?msg=setLimit&low=10&high=90

CPU使用率が90%を超えると、SNMPトラップが生成されます。

23435333 2013-Dec-16 11:08:35 Threshold warning path=/sys/stats/cpu
old=77% new=91

手順

ホストのSNMPv3の構成

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［サービス］を選択します。

［サービス］ビューが表示されます。

2. サービスを選択します。

3. ［アクション］列で、［表示］＞［エクスプローラ］をクリックします。

4. ノード リストを展開し、configフォルダを選択します。たとえば、［logs］＞［config］の順に選

択します。

5. SNMPv3構成を設定します。

サービスの閾値の設定

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［サービス］を選択します。

［サービス］ビューが表示されます。
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2. サービスを選択します。

3. ［アクション］列で、［表示］＞［エクスプローラ］をクリックします。

4. ノード リストを展開し、sysの下のstatsフォルダを選択します。

5. 統計情報を選択して(たとえば［cpu］) 、右クリックします。

6. ドロップダウンメニューの［プロパティ］を選択します。

［プロパティ］ダイアログが表示されます。［プロパティ］ダイアログのドロップダウンリストに内

に、送信するメッセージが一覧表で表示されます。

7. setLimitを選択します。

8. 下限値と上限値を指定します。

ホストとサービスの監視

Security Analyticsには、インストールされているホストおよびサービスのステータスを監視する方

法が用意されています。すべてのホストの現在の稼働状態、各ホストで実行中のサービス、

CPU使用率とメモリ使用量、ホストの詳細、サービスの詳細を表示できます。

手順

Security Analyticsでホストとサービスを監視するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

［ヘルスモニタ］ビューが表示され、［アラーム］タブが開きます。

2. ［監視］タブを選択します。

デフォルトでは、［すべて］グループに属するすべてのホストおよびその関連サービスのリストが
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表示されます。

各ホストの動作ステータス、CPU使用率、メモリ使用量が表示されます。

ホストの左側にある をクリックします( は、ホストにサービスがインストールされている場

合に表示されます) 。

3. 選択したホストにインストールされているサービスのリストが表示されます。

サービスごとに名前、動作ステータス、CPU使用率、メモリ使用量、稼働時間が表示され

ます。

［監視］ビューでのホストとサービスのフィルタ

次の方法のいずれかを使用して、［監視］ビューに表示するホストとサービスをフィルタすることが

できます。

l 特定のグループに属するホスト

l 特定のホストとそれに関連づけられているサービス

l サービスが停止されているホスト

l サービスで処理が停止されているか、処理がオフになっているホスト

l 物理ドライブに問題があるホスト

l 論理ドライブに問題があるホスト

l ファイルシステムが一杯になっているホスト

関連する参照トピックについては、 ［監視］ビュー
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手順

ホストとサービスをフィルタ処理するには、次の手順を実行します。

1. ［Security Analytics］メニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

［ヘルスモニタ］ビューが表示され、デフォルトで［アラーム］タブが開きます。

2. ［監視］タブを選択します。

3. 次のいずれかの方法で、ホストとサービスをフィルタします。

l 特定のグループに属するホストと、そのホストに関連づけられたサービスを表示するには、

［グループ］パネルでグループを選択します。

選択したグループに属するすべてのホストと、そのホストに関連づけられたサービスが、

［ホスト］パネルに表示されます。

注：ホストのグループは、［Administration］ページで作成するグループから取得さ

れます。［Administration］ページで作成される任意 /すべてのグループがここに表

示されます。

たとえば、［グループ］パネルでLC_Groupグループを選択すると、次の図に示すよ

うに、そのグループに属するすべてのホストが表示されます。

l 処理を停止しているサービスのリストを表示するには、［ホスト］パネルで［処理停止中］を

クリックします。

少なくとも1つのサービスのステータスが［処理停止中］になっているホストのリストが表示

されます。

注：上部のボタンは、Security Analyticsに構成されたすべてのホストのシステム

統計を表示します。グループのフィルタを適用しても、表示内容は変わりませ

ん。
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注：同様に、適切なフィルタを選択することにより、ホストとそれに関連づけられたサービスのリ

ストをフィルタリングできます。

- ［サービス停止中］をクリックすると、停止中のサービスがすべて一覧表示されます。

- ［物理ドライブ障害］をクリックすると、物理ドライブに問題があるホストのリストを表示しま

す。

- ［フィルタ］ボックスにホストの名前を入力すると、目的のホストとそのホストで実行されている

サービスのリストのみを表示します。

ホストの詳細の監視

ホストで問題が発生した場合、ホスト、メモリおよびCPUの使用状況、システム情報、物理ドラ

イブ、論理ドライブ、ファイルシステムの詳細を表示して、さらに詳しく調査できます。

手順

ホストの詳細を表示するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

［ヘルスモニタ］ビューが表示され、［アラーム］タブが開きます。

2. ［監視］タブを選択します。

3. ［ホスト］パネルでホストをクリックします。

［ホストの詳細］ビューが新しいページに表示されます。
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サービスの詳細の監視

サービスの詳細、メモリの使用量とCPUの使用率、システム情報、選択したサービスに固有の

各種詳細情報を表示できます。

手順

サービスの詳細を表示するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

［ヘルスモニタ］ビューが表示され、［アラーム］タブが開きます。

2. ［監視］タブを選択します。

3. ［ホスト］パネルでホストのをクリックします。

そのホストで実行中のサービス一覧が表示されます。

4. いずれかのサービスをクリックします。

新しいページにサービスの詳細ビューが表示されます。Archiver、Broker、Concentrator、
Decoderサービスの［詳細］ビューには、［サービス］と［詳細］パネルがあります。
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ESA( Event Stream Analysis)サービスの［詳細］ビューには、［サービス］パネルに加えて、追

加の統計情報が表示される［監視］タブと［JVM］タブがあります。

Malware Analysisサービスの［詳細］ビューには、［サービス］パネルに加えて、追加の統計

情報が表示される［イベント］タブと［JVM］タブがあります。
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Reporting Engineサービスの［詳細］ビューには、［サービス］パネルに加えて、追加の統計情

報が表示される［レポート］タブと［JVM］タブがあります。

注：別の方法として、［ホストの詳細］ビューのオプションパネルに一覧表示されるサービスをク

リックして、［サービスの詳細］ビューを表示することもできます。

トピック：［監視］ビューで、各サービスの［詳細］ビューの詳細を参照してください。
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サービス統計情報の監視

Security Analyticsには、サービスのステータスや動作を監視する方法が用意されています。

［サービス］の［統計］ビューには、収集状況、サービスのシステム情報、デバイスが稼働している

ホストのシステム情報が表示されます。さらに、80個を超える統計をゲージやタイムラインチャー

トで表示できます。セッションサイズ、セッション、パケットの統計情報については、履歴タイムラ

インチャートで表示できます。

サービスのタイプに応じて利用できる統計情報は異なりますが、特定の要素はすべてのコアデ

バイスに共通です。

手順

Security Analyticsでサービス統計情報を監視するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［サービス］を選択します。

［サービス］ビューが表示されます。

2. サービスを選択し、［アクション］列で［表示］＞［統計］を選択します。

161 Security Analyticsのヘルスモニタの監視



システムメンテナンスガイド

3. ビューをカスタマイズするには、次の手順を実行します。チャートを折りたたむか、展開しま

す。たとえば、［統計チャート トレイ］を展開すると、利用可能なチャートが表示されます。

セクションを上下にドラッグして、順序を変更します。たとえば、［ゲージ］セクションを一番上

にドラッグして、［サマリー統計］セクションの上に配置できます。

ゲージまたはチャートへの統計情報の追加

［サービス］の［統計］ビューでは、サービスごとに、監視する統計情報をカスタマイズすることがで

きます。［統計チャート トレイ］には、サービスで利用可能なすべての統計情報が一覧表示さ

れます。統計情報は、監視されるサービスのタイプに応じて異なります。 ［統計チャート トレイ］

内の統計情報は、ゲージまたはタイムラインチャートで表示できます。セッションサイズ、セッ

ション、パケットの統計情報については、履歴タイムラインチャートで表示できます。

手順

統計情報のゲージの作成

［サービス］の［統計］ビューで統計情報のゲージを作成するには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［サービス］を選択します。

［Administration］の［サービス］ビューが表示されます。

2. サービスを選択し、［アクション］列で［表示］＞［統計］を選択します。

右側に統計チャート トレイが表示されます。
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3. トレイが折りたたまれている場合、 をクリックすると、使用可能な統計情報のリストが表

示されます。

4. ［統計チャート トレイ］から、任意の統計情報をクリックし、［ゲージ］セクションにドラッグしま

す。

統計情報のゲージが作成されます。ゲージのスペースがない場合は、［ゲージ］セクションに

新しいページが作成され、新しいページにゲージが追加されます。下の例では、［統計

チャート トレイ］からドラッグすることによって、［ゲージ］セクションにAssembler Packet
Packagesチャートが追加されています。

統計情報のタイムライン チャートの作成

統計情報のタイムラインを作成するには、次の手順を実行します。

［統計チャート トレイ］から、統計情報をクリックし、［タイムラインチャート］または［履歴チャー

ト］セクションにドラッグします。

統計情報のタイムラインチャートが作成されます。チャートのスペースがない場合は、［タイムラ

インチャート］セクションに新しいページが作成され、新しいページにチャートが追加されます。

下の例では、［統計チャート トレイ］からドラッグすることによって、［タイムラインチャート］セクショ

ンにAssembler Packet Packagesチャートが追加されています。
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［統計チャート トレイ］での統計情報の検索

統計情報を検索するには、［検索］フィールドに検索語( 「session」など)を入力して、Enterを
押します。合致する統計が表示され、一致する単語が強調表示されます。
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統計情報ゲージのプロパティの編集

［サービス］の［統計］ビューの［ゲージ］セクションでは、統計情報がアナログゲージ形式で表示
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されます。個々のゲージのプロパティは編集可能です。すべてのゲージでタイトルを編集できま

す。さらに編集可能なプロパティがあるものもあります。

手順

ゲージのプロパティの編集

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［サービス］を選択します。

［Administration］の［サービス］ビューが表示されます。

2. サービスを選択し、［アクション］列で［表示］＞［統計］を選択します。

［サービス］の［統計］ビューには［ゲージ］セクションがあります。

3. プロパティを編集するゲージに移動します(たとえば、［Memory Process］) 。

4. ［プロパティ］アイコン( )をクリックして、パラメータ名と値を表示します。

5. ［表示名］フィールドの値をハイライト表示するには、値の部分( ［Memory Process］など)
をダブルクリックします。

注：この例では、他の2つの値をクリックしても編集状態にはなりません。これらのプロパ

ティはゲージでは編集できないためです。
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5. ［表示名］に新しい値を入力して、［プロパティ］アイコン( )をクリックします。

［Memory Process］の代わりに新しいタイトルが表示されます。

［ゲージ］セクションへの統計情報の追加

［統計チャート トレイ］から［ゲージ］セクションに統計情報をドラッグすることによって、ゲージを

追加できます。

1. ［統計チャート トレイ］を展開するには、 をクリックします。

2. 下へスクロールし、［Session Rate (maximum)］(セッションレート (最大) )などの統計情報を

選択します。

3. ［ゲージ］セクションに統計情報をドラッグします。

新しいゲージが［ゲージ］セクションに表示されます。

タイムラインチャートのプロパティの編集

タイムラインチャートには、実行中の統計がタイムラインに表示されます。［サービス］の［統計］

ビューには、リアルタイムと履歴という2種類のタイムラインがあります。［統計チャート トレイ］にあ

る統計は［タイムラインチャート］セクションにドラッグできます。セッションサイズ、セッション、パ

ケットの統計情報については、履歴タイムラインチャートで表示できます。個々のタイムライン

チャートのプロパティは編集可能です。すべてのタイムラインチャートでタイトルを編集できま

す。さらに編集可能なプロパティがある統計もあります。

チャートにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［サービス］を選択します。

2. サービスを選択し、［統計］をクリックします。

［サービス］の［統計］ビューが表示されます。チャートは、このビューにあります。
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手順

タイムラインのプロパティの編集

タイムラインチャートのプロパティを編集するには、次の手順を実行します。

1. プロパティを編集するタイムラインチャートに移動します(たとえば、［Memory Process］) 。

2. ［プロパティ］アイコン( )をクリックして、パラメータ名と値を表示します。

3. 値をダブルクリックします(たとえば、［表示名］フィールド ) 。

注：この例では、他の2つの値をクリックしても編集状態にはなりません。これらのプロパティ

はチャートでは編集できないためです。

4. 新しい値を入力し、［プロパティ］アイコン( )をクリックします。

新しい値が反映されたタイムラインチャートが表示されます。

履歴チャートのプロパティの編集

履歴チャートのプロパティを編集するには、次の手順を実行します。

1. 履歴チャートに移動します。

2. ［プロパティ］アイコン( )をクリックして、パラメータ名と値を表示します。

3. 値をクリックします(たとえば、［開始日］フィールドの「01/27/2015」) 。
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4. 新しい値を入力します。

5. 必要であれば、［終了日］と［表示名］を編集します。

6. ［プロパティ］アイコン( )をクリックします。

新しい値が反映された履歴チャートが表示されます。

注：履歴チャートのプロパティをデフォルトに戻し、開始日と終了日の値が動的に更新される

ようにするには、開始日と終了日の値を削除し、［開始日］フィールドにカーソルを置いて、ブ

ラウザを更新します。

タイムライン チャートへの統計情報の追加

［統計チャート トレイ］から［タイムライン］セクションに統計情報をドラッグすることによって、タイ

ムラインチャートを追加できます。

1. ［統計チャート トレイ］を展開するには、 をクリックします。

2. 下へスクロールし、［Session Rate (maximum)］(セッションレート (最大) )などの統計情報

を選択します。

3. ［タイムライン］セクションに統計情報をドラッグします。

新しいタイムラインが［タイムライン］セクションに表示されます。

システム統計の監視

［システム統計ブラウザ］では、ホスト、ホストで実行されているコンポーネント、統計カテゴリ、個

別の統計を選択するか、またはホスト、コンポーネント、カテゴリ、統計の任意の組み合わせに

よって表示する統計情報をフィルターします。情報を表示する順序も選択できます。
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システム統計ブラウザにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

［ヘルスモニタ］ビューが表示され、［監視］タブが開きます。

2. ［システム統計ブラウザ］をクリックします。

［システム統計ブラウザ］タブが表示されます。

システム統計のフィルタ

システム統計は次のいずれかの方法でフィルタして監視することができます。

l 特定のホストで収集された統計

l 特定のコンポーネントで収集された統計

l 特定のタイプまたは特定のカテゴリーに属する統計

l 選択した基準で統計をソート

手順

システム統計のリストをフィルタする方法

1. ［Security Analytics］メニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

［ヘルスモニタ］ビューが表示され、［監視］タブが開きます。

2. ［システム統計ブラウザ］をクリックします。

［システム統計ブラウザ］タブが表示されます。
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システム統計のリストを次のいずれかの方法でフィルタします。

l 特定のホストのシステム統計を表示するには、［ホスト］ドロップダウンリストからホストを

選択します。

選択したホストのシステム統計が表示されます。

l 特定のコンポーネントのシステム統計を表示するには、［コンポーネント］ドロップダウンリ

ストからコンポーネントを選択します。

選択したコンポーネントのシステム統計が表示されます。

l 特定のカテゴリーのシステム統計を表示するには、［カテゴリー］フィールドでカテゴリーの

名前を入力します。

［Regex］を選択すると、Regexフィルタが有効になります。このフィルタを有効にすると、テ

キストの正規表現検索が実行され、

一致するカテゴリがリストされます。［Regex］を選択しない場合は、グロビングパターン

マッチングがサポートされます。

選択したカテゴリのシステム統計が表示されます。

l 統計のリストをソートするには、［OrderBy］列で順序を設定します。

l 全ホストから特定の統計を表示するには、［統計］フィールドに統計の名前を入力しま

す。

［Regex］を選択すると、Regexフィルタが有効になります。このフィルタを有効にすると、テ

キストの正規表現検索が実行され、

一致するカテゴリがリストされます。［Regex］を選択しない場合は、グロビングパターン

マッチングがサポートされます。

選択した統計のシステム統計が表示されます。

次の図は、Security Analyticsホスト、Security Analyticsサーバコンポーネント、

JVM.Memory統計カテゴリでフィルタし、統計カテゴリの降順でリストされたシステム統計
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ブラウザを示しています。

4. 個々の統計の詳細を表示するには、次の手順を実行します。

a. 行を選択して統計を選択します。

b. ［統計の詳細］の左にある をクリックします。

［統計の詳細］セクションが表示されます。

［Administration］＞［ヘルスモニタ］＞［システム統計ブラウザ］ビューのさまざまなパラ

メータや説明については、 ［システム統計ブラウザ］ビュー
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システム統計の履歴チャートの作成

収集したシステム統計の履歴チャートには、選択した時間範囲にわたる各種の統計に関する

情報が表示されます。

手順

履歴チャートを作成するには、次の手順を実行します。

1. ［Security Analytics］メニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

［ヘルスモニタ］ビューが表示され、［監視］タブが開きます。

2. ［システム統計ブラウザ］をクリックします。

［システム統計ブラウザ］パネルが表示されます。

3. フィルタ条件を指定して、目的の統計を表示します。

4. ［履歴チャート］列で、 を選択します。

選択した統計の履歴チャートが表示されます。

次の図は、ホストのメモリ利用率統計の履歴チャートの例を示しています。

このチャートは、今日1日の統計を表示し、1時間( 10時15分～11時15分)の値をズームイ

ン表示するようカスタマイズされています。チャートにポインタを合わせると、特定の時点での

詳細が表示されます。たとえば、この図では、11時00分のメモリ使用率が表示されていま

す。
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注：［時間範囲］および［日付範囲］を選択することにより、チャート表示をカスタマイズできま

す。値のズームインや時間範囲を設定できるほか、プロット領域をクリックしてドラッグすること

により、チャートをズーム表示できます。表示のカスタマイズやズームイン機能のパラメータの

詳細については、次のトピックを参照してください：パラメータ.

グラフの切れ目や隙間は、サービスまたはホストがその時間停止していたことを示します。

ヘルスモニタのトラブルシューティング

すべてのホストおよびサービスに共通する問題

次の場合、ヘルスモニタ インタフェースに誤った統計情報が表示されることがあります。

l 一部またはすべてのホストとサービスが、正しくプロビジョニングおよび有効化されていない。

l 導入されているバージョンが混在している(つまり、ホストがさまざまなSecurity Analyticsバー

ジョンに更新されている) 。

l サポート サービスが実行されていない。

インタフェースまたはログファイルのメッセージから特定される問題

このセクションでは、Security Analyticsのヘルスモニタ インターフェイスに表示されるか、またはヘ

ルスモニタ ログファイルに記録されたメッセージによって特定される問題のトラブルシューティング

について説明します。
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メ-

ッ

セ-

ー

ジ

ユーザーインタフェース： システム管理サービスに接続できません

SMS( System Management Service)ログ：

Caught an exception during connection recovery!

java.io.IOException

at com.rabbitmq.client.impl.AMQChannel.wrap(AMQChannel.java:106)

at com.rabbitmq.client.impl.AMQChannel.wrap(AMQChannel.java:102)

at com.rabbitmq.client.impl.AMQConnection.start

(AMQConnection.java:346)

at

com.rabbitmq.client.impl.recovery.RecoveryAwareAMQConnectionFactor-

y.newConnection(RecoveryAwareAMQConnectionFactory.java:36)

at

com.rabbitmq.client.impl.recovery.AutorecoveringConnection.recover-

Connection(AutorecoveringConnection.java:388)

at

com.rabbitmq.client.impl.recovery.AutorecoveringConnection.beginAu-

tomaticRecovery(AutorecoveringConnection.java:360)

at

com.rabbitmq.client.impl.recovery.AutorecoveringConnection.access$-

000(AutorecoveringConnection.java:48)

at

com.rabbitmq.client.impl.recovery.AutorecoveringConnection$1.shutd-

ownCompleted(AutorecoveringConnection.java:345)

at

com.rabbitmq.client.impl.ShutdownNotifierComponent.notifyListeners

(ShutdownNotifierComponent.java:75)

at com.rabbitmq.client.impl.AMQConnection$MainLoop.run

(AMQConnection.java:572)

at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)

Caused by: com.rabbitmq.client.ShutdownSignalException:

connection error

at com.rabbitmq.utility.ValueOrException.getValue

(ValueOrException.java:67)
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at

com.rabbitmq.utility.BlockingValueOrException.uninterruptibleGetVa-

lue(BlockingValueOrException.java:33)

at

com.rabbitmq.client.impl.AMQChannel$BlockingRpcContinuation.getRep-

ly(AMQChannel.java:343)

at com.rabbitmq.client.impl.AMQConnection.start

(AMQConnection.java:292)

... 8 more

Caused by: java.net.SocketException: Connection reset

at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:189)

at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:121)

at java.io.BufferedInputStream.fill(BufferedInputStream.java:246)

at java.io.BufferedInputStream.read(BufferedInputStream.java:265)

at java.io.DataInputStream.readUnsignedByte

(DataInputStream.java:288)

at com.rabbitmq.client.impl.Frame.readFrom(Frame.java:95)

at com.rabbitmq.client.impl.SocketFrameHandler.readFrame

(SocketFrameHandler.java:139)

at com.rabbitmq.client.impl.AMQConnection$MainLoop.run

(AMQConnection.java:532)

考

え

ら

れ

る

原

因

Security AnalyticsホストでRabbitMQサービスが実行されていません。

解

決

策

次のコマンドを使用して、RabbitMQサービスを再開します。

service rabbitmq-server restart
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メッセー

ジ/

問題

ユーザーインタフェース：システム管理サービスに接続できません

原因
システム管理サービス、RabbitMQ、Tokumxのいずれかのサービスが実行されていま

せん。

解決

策

Security Analyticsサーバで次のコマンドを実行して、これらのサービスすべてが実行

されていることを確認します。

[root@saserver ~]# service rsa-sms status

RSA NetWitness SMS :: Server is not running.

[root@saserver ~]# service rsa-sms start

Starting RSA NetWitness SMS :: Server...

[root@saserver ~]# service rsa-sms status

RSA NetWitness SMS :: Server is running (5687).

[root@saserver ~]# service tokumx status

tokumx (pid  2779) is running...

service rabbitmq-server status

Status of node sa@localhost ...

[{pid,2501},

{running_applications,

[{rabbitmq_federation_management,"RabbitMQ Federation

Management",

"3.3.4"},

メッセージ/

問題
ユーザーインターフェイス：システム管理サービスに接続できません

考えられる原因 /var/lib/rabbitmqパーティションの使用率が70%以上です。

解決策 カスタマサポートにお問い合わせください。
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メッ

セー

ジ/

問題

ユーザーインタフェース：ホスト移行失敗。

考え

られ

る原

因

1つ以上のSecurity Analyticsサービスが停止状態になっている可能性があります。

解決

策

次のサービスが実行されていることを確認してから、Security Analyticsサーバを再起

動します。

Archiver、Broker、Concentrator、Decoder、Event Stream Analysis、 Incident

Management、IPDB Extractor、Log Collector、Log Decoder、Malware Analysis、

Reporting Engine、Warehouse Connector、Workbench

メッ

セー

ジ/

問

題

ユーザーインタフェース：サービスを利用できません。

考え

られ

る原

因

1つ以上のSecurity Analyticsサービスが停止状態になっている可能性があります。

解

決

策

次のサービスが実行されていることを確認してから、Security Analyticsサーバを再起動

します。  Archiver、Broker、Concentrator、Decoder、Event Stream Analysis、 Incident

Management、IPDB Extractor、Log Collector、Log Decoder、Malware Analysis、

Reporting Engine、Warehouse Connector、Workbench
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メッセー

ジ/

問題

ユーザーインターフェイス：サービスを利用できません

考えられ

る原因

SMS(システム管理サービス) 、RabbitMQ、Tokumxのいずれかのサービスが実行さ

れていません。

解決策

1

Security Analyticsサーバで次のコマンドを実行して、これらのサービスすべてが実

行されていることを確認します。

[root@saserver ~]# service rsa-sms status

RSA NetWitness SMS :: Server is not running.

[root@saserver ~]# service rsa-sms start

Starting RSA NetWitness SMS :: Server...

[root@saserver ~]# service rsa-sms status

RSA NetWitness SMS :: Server is running (5687).

[root@saserver ~]# service tokumx status

tokumx (pid  2779) is running...

service rabbitmq-server status

Status of node sa@localhost ...

[{pid,2501},

{running_applications,

[{rabbitmq_federation_management,"RabbitMQ Federation

Management",

"3.3.4"},

解決策

2
/var/lib/rabbitmqパーティションの使用率が75%未満であることを確認します

解決策

3

Security Analyticsホストのログファイル

( var/lib/netwitness/uax/logs/sa.log)で、エラーが発生しているかどうか

を確認します。
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ユーザーインタフェースまたはログから特定できない問題

このセクションでは、Security Analyticsのヘルスモニタ インターフェイスに表示さず、ヘルスモニタ

ログファイルに記録されたメッセージによっても特定されない問題のトラブルシューティングについ

て説明します。 たとえば、誤った統計情報がインタフェースに表示される場合があります。

問題 ヘルスモニタ インタフェースに誤った統計情報が表示されます。

考えられる

原因

Puppetサービスが実行されていません。Puppetサービスは、すべてのサービスで実

行されている必要があります。

解決策 Puppetサービスを再開します。

問題 ヘルスモニタ インタフェースに誤った統計情報が表示されます。

考えられる

原因

SMSサービスが実行されていません。SMSサービスは、Security Analyticsホスト

で実行されている必要があります。

解決策 SMSサービスを再開します。

問題
jettysrv( jeTTyサーバ)を再起動するまで、アップグレード後のバージョンがSecurity

Analyticsに表示されません。

考えら

れる原

因

Security Analyticsは、30秒ごとにサービスをポーリングして、そのサービスがアクティブ

かどうかを確認します。30秒の間にサービスが復帰した場合は、新しいバージョンを

取得できません。

解決

策

1. サービスを手動で停止します。

2. サービスがオフラインになるまで待ちます。

3. サービスを再起動します。

Security Analyticsに正しいバージョンが表示されます。

問

題
Security Analyticsサーバに［サービスを利用できません］ページが表示されません。
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考

えら

れ

る

原

因

Security Analyticsをバージョン10.5にアップグレードした直後は、JDK 1.8がデフォルトの

バージョンに設定されていないため、 jettysrv( jeTTyサーバ)が起動できなくなります。

jeTTyサーバが実行されていないと、Security Analyticsサーバは［サービスを利用できま

せん］ページを表示できません。

解

決

策

jettysrvを再起動します。
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Security Analyticsのトラブルシューティング

Security Analyticsのトラブルシューティングの詳細については、次の各トピックを参照してくださ

い。

l デバッグ情報

l エラー通知

l その他のヒント

l NwLogPlayer

l Feedのトラブルシューティング

デバッグ情報

Security Analyticsのログファイル

Security Analyticsのログ情報は、次のファイルに記録されます。

コンポーネント ファイル

puppet /var/log/messages

rabbitmq /var/log/rabbitmq/sa@localhost.log

/var/log/rabbitmq/sa@localhost-sasl.log

mcollective /var/log/mcollective.log

collectd /var/log/messages

nwlogcollector /var/log/messages

nwlogdecoder /var/log/messages

sms /opt/rsa/sms/wrapper.log

sms /opt/rsa/sms/logs/sms.log 

sms /opt/rsa/sms/logs/audit/audit.log

Security Analytics /var/lib/netwitness/uax/logs/sa.log

Security Analyticsのトラブルシューティング 182



システムメンテナンスガイド

コンポーネント ファイル

Security Analytics /var/lib/netwitness/uax/logs/ audit/audit.log

Security Analytics /opt/rsa/jetty9/logs

関係するファイル

次のファイルは主要なSecurity Analyticsコンポーネントで使用され、さまざまな問題を追求する

際に役立ちます。

コンポーネ

ント

ファイル 説明

puppet /etc/puppet/puppet.conf

Puppetの構成ファイル。この構成ファイ

ルによって、Puppetエージェント (全ノー

ド )とPuppetマスター( SAノードのみ)の

両方の動作が決まります。このファイル

は、新規インストール時と、システムの

アップグレード時にアップグレード スクリ

プトによって変更されます。

puppet /etc/sysconfig/puppet Puppetエージェントのサービス構成ファイ

ル。

puppet /var/lib/puppet/ssl

Puppetが鍵と証明書を(他のPKI関連

ファイルと一緒に)格納する場所です。

注意：このディレクトリ内のファイルを

壊すとPuppetが機能停止する可能

性があるため、このディレクトリでの操

作は慎重に行ってください。

puppet /var/lib/puppet/node_id

SAノード IDを永続的に格納する場所

です。このファイルは削除または変更し

ないでください。Puppetのインストール環

境が機能しなくなる場合があります。
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コンポーネ

ント

ファイル 説明

puppet /etc/puppet/scripts

このディレクトリには、Puppetの使用を

簡略化するために作成した一般的な

スクリプトが格納されます。非常に複

雑なトラブルシューティングの場合を除

き、通常はこれらのスクリプトを使用す

る必要はありません。

puppet /var/lib/puppet

PuppetのRuntimeファイル。通常このディ

レクトリを調べる必要はほとんどありま

せん。

rabbit /etc/rabbitmq/rabbitmq.config

RabbitMQの構成ファイル。この構成

ファイルによってRabbitMQの一部の動

作、特にネットワークやSSLの設定に関

する部分の動作が決まります。このファ

イルはPuppetによってダウンロードおよび

同期されます。

rabbit /etc/rabbitmq/rabbitmq-env.conf

RabbitMQの環境構成ファイル。この

ファイルではRabbitMQのノード名と有

効なプラグインファイルの場所を指定

します。
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コンポーネ

ント

ファイル 説明

rabbit /etc/rabbitmq/rsa_enabled_plugins

このファイルではRabbitMQの有効なプ

ラグインをリストします。このファイルは

RabbitMQサーバによって、rabbitmq-

pluginsコマンドを使用して管理されま

す。Log Collectorを10.3からアップグレー

ドする際の問題を回避するために、こ

のファイルによって

/etc/rabbitmq/enabled_pluginsが上書き

されます。

rabbit /etc/rabbitmq/ssl/server/key.pem

RabbitMQの秘密鍵( PEMでエンコード

されたRSA秘密鍵) 。このファイルは

Puppetノード ID秘密鍵へのシンボリック

リンクです。

rabbit /etc/rabbitmq/ssl/server/cert.pem

RabbitMQのサーバ証明書( PEMエン

コードされたX.509証明書) 。このファイ

ルはPuppetノード ID証明書へのシンボ

リックリンクです。

rabbit /etc/rabbitmq/ssl/truststore.pem

RabbitMQのトラスト ストア。このファイ

ルには信頼できるCAのPEMエンコード

されたX.509証明書が格納されます。

RabbitMQに接続し、このリストに記載

されたCAで署名された証明書を提示

するクライアントは、信頼できるクライア

ントと見なされます。

185 Security Analyticsのトラブルシューティング



システムメンテナンスガイド

コンポーネ

ント

ファイル 説明

rabbit /var/log/rabbitmq/mnesia/sa@localhost

RabbitMQのMnesiaディレクトリ。

MnesiaはErlang/OTPのデータベーステ

クノロジーであり、Erlangオブジェクトを

永続的に格納するためのものです。

RabbitMQでは、ポリシーの現在の設

定、永続的な交換、クエリーなどの情

報を格納するために、このテクノロジー

を使用しています。

msg_store_persistentディレクトリとmsg_

store_transientディレクトリは、

RabbitMQがディスクにスプールするメッ

セージを格納する重要な場所です。た

とえばメッセージが永続的なメッセージ

として発行された場合や、メモリの制

限によってディスクにページングされた

場合などです。RabbitMQでメモリに関

するアラームが発生した場合は、この

ディレクトリを確認してください。

注意：これらのファイルを手動で削除

しないでください。キューをパージまた

は削除するにはRabbitMQツールを

使用してください。これらのファイルを

手動で変更すると、RabbitMQのイン

スタンスが動作しなくなることがありま

す。

mcollective /etc/mcollective/client.cfg

MCollectiveのクライアント構成ファイ

ル。このファイルは通常はSAノードだけ

で使用します。
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コンポーネ

ント

ファイル 説明

mcollective /etc/mcollective/server.cfg

MCollectiveのサーバ構成ファイル。こ

の構成ファイルはSAサーバノードを含

むすべてのノードに存在します。

mcollective
/etc/mcollective/ssl/mcollective_

server_public.pem

MCollectiveサーバの公開鍵。このファ

イルはSAサーバで生成され、Puppetに

よって配布されます。

mcollective
/etc/mcollective/ssl/mcollective_

server_private.pem

MCollectiveサーバの秘密鍵。このファ

イルはSAサーバで生成され、Puppetに

よって配布されます。

mcollective
/etc/mcollective/ssl/mcollective_

client_private.pem

MCollectiveクライアントの秘密鍵。こ

のファイルはSAサーバにのみ存在しま

す。

mcollective
/etc/mcollective/clients/mcollective_

client_public.pem

MCollectiveクライアントの公開鍵。こ

のファイルはSAサーバで生成され、

Puppetによって配布されます。

エラー通知

Security Analyticsには、さまざまなコンポーネントおよび操作に関連する一連のエラーメッセー

ジ タイプがあります。Security Analyticsでは、シンプルなエラー通知およびログエントリーの形で

フィードバックを表示できます。

エラー通知ダイアログが表示された場合、確認する方法が2種類あります。メッセージを確認す

るか、システムログを表示して詳細を確認します。
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手順

エラー通知が表示されたときに、システムログを表示して詳細を確認する場合は、［ログの表

示］をクリックします。［Administration］＞［システム］ビューでログが開き、メッセージのリストが表

示されます。タイムスタンプとメッセージ レベルも表示されます。

その他のヒント

管理者アカウントの保護

SCOL上のSA 10.4マニュアルセットに含まれるSTIG Hardening Guide
( https://knowledge.rsasecurity.com/scolcms/set.aspx?id=10407)を参照してください。

監査ログメッセージ

どのユーザーアクションがどのログメッセージ タイプの原因となったかを、 /var/log/messagesファイ
ルで確認できます。

Log Parserパッケージ( Security Analytics Parser v2.0.zip)に含まれているイベント カテゴリースプ

レッドシートには、イベント カテゴリーとイベントのリストが示されており、レポート、アラート、クエ

リーのビルドに役立てることができます。

NwConsoleによるチェック

RSAは、 logParseというコマンド オプションをNwConsoleに追加しました。このコマンド オプション

により、ログをパースするために完全なシステムを用意しなくても、Log Perserを簡単にチェックす

ることができます。
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注：Does anyone know of any documentation for this command?

シッククライアント エラー：リモート コンテンツデバイスエントリーが見つからない

エラー：「The remote content device entry was not found」が、Concentratorに適用した相関ルー

ルで報告されます。

問題：Investigationで、Alertメタ キーのcorrelation-rule-nameメタ値をクリックしても、

セッション情報は表示されません。

ソリューション：DecoderおよびConcentratorで相関ルールを使用する代わりに、ESAルールを使

用します。ESAルールでは、ESAルールと一致する相関セッションを記録します。

サンプルParserの入手

FLEX ParserおよびLUA Parserは暗号化された状態でLiveから配布されるため、内容を表示

できません。

ただし、暗号化されていないサンプルを、https://community.emc.com/docs/DOC-41108から入

手できます。

Security Analytics管理者アカウントの強化

管理者アカウントの強化の詳細については、SCOLのSecurity Analytics 10.4マニュアルページ

にある「Security Analytics v10.4 STIG強化手順ガイド」を参照してください。

アップグレードに関する問題

このWikiページのリンク( https://wiki.na.rsa.net/pages/viewpa...pandey@rsa.com)には、トラブ

ルシューティングに役立つ有益な情報が多数記載されています。

これらの問題は、ヘルスモニタ、アップグレード、プロビジョニング、その他のOS関連サービスやフォ

ルダに関するものです。複数のトラブルシューティングトピックに分けて詳しく説明することができ

ます。

WinRMイベント ソースの構成

このInside EMCの記事( https://inside.emc.com/docs/DOC-122732)には、Windows RM
( Remote Management)コレクションの設定プロセスについて説明した動画が含まれています。

また、「Windowsイベント ソース構成ガイド」で説明する手順のショートカットである2つのスクリプ

トも含まれています。
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NwLogPlayer

NwLogPlayerはSyslogトラフィックをシミュレートするユーティリティです。ホストされた環境におい

て、NwLogPlayer.exeはRSA Security Analyticsクライアント マシンのコマンド ラインユーティリ

ティとして次のディレクトリに配置されます。

C:\Program Files\NetWitness\NetWitness 9.8 

また、NwLogPlayerはLog Decoderホストの/usr/binディレクトリにも配置されています。

使用方法

コマンド ラインでnwlogplayer.exe -hと入力すると、次のように使用可能なオプションのリスト

が表示されます。

--priority arg ログの優先度レベルの設定

-h [ --help ] このメッセージを表示

-f [ --file ] arg 

(=stdin)

メッセージの入力元、デフォルトはstdin

-d [dir ] arg 入力ディレクトリ

-s [ --server ] arg

(=localhost)

リモート サーバを指定。デフォルトはlocalhost

-p [ --port ] arg

(=514)

リモート ポートを指定。デフォルトは514

-r [ --raw ] arg

(=0)

rawモードを指定します。

l 0 =優先マークを追加(デフォルト )

l 1 =ファイルコンテンツがサーバに1行ずつコピーされる

l 3 =自動検出

l 4 =enVisionストリーム

l 5 =バイナリオブジェクト

-m [ --memory ]

arg

スピード テスト モード。最大1メガバイトのメッセージをファイルコンテンツか

ら読み取り、再生する。
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--rate arg 1秒あたりのイベント数。プログラムが継続的に達成できるepsがrateより小

さい場合は、この引数に効果はありません。

--maxcnt arg 送信するメッセージの最大数

-c [ --multiconn] 複数の接続

-t [ --time ] arg タイムスタンプの時刻のシミュレート。形式はyyyy-m-d-hh:mm:ss

-v [ --verbose ] trueの場合、詳細な出力を行う

--ip arg IPタグのシミュレート

--ssl SSL接続を使用する

--certdir arg OpenSSL認証局のディレクトリ

--clientcert arg PEMエンコードされたSSLクライアント証明書を指定

--udp UDPで送信

Feedのトラブルシューティング

概要

Feedジェネレーターの目的は、イベント ソースを、それが属するグループのリストにマッピングする

ことです。

イベント ソースからメッセージを収集しているのに、そのイベント ソースが、正しいイベント ソース

グループに表示されない場合は、このトピックで説明する背景情報が問題の追跡に役立ちま

す。

詳細

ESM Feedでは複数のキーを1つの値にマッピングします。つまり、DeviceAddress、Forwarder、
DeviceTypeの属性をgroupNameにマッピングします。

ESM Feedの目的は、Log Decoderで収集されるイベント ソースのメタにgroupNameを追加する

ことです。

仕組み

Feedジェネレーターは1分ごとに更新するようスケジュール設定されています。しかし、実際にトリ

ガーされるのはイベント ソースまたはグループに何らかの変更(作成、更新、削除)が行われた

場合だけです。
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Feedジェネレーターは、イベント ソースとグループのマッピングを指定したFeedファイルを1つ作成

し、同じFeedをSecurity Analyticsに接続するすべてのLog Decoderにプッシュします。

Log DecoderにFeedファイルがアップロードされると、新しく受信するイベントのメタ データには

groupNameが追加され、このgroupNameがlogstatsに追加されます。

groupNameがlogstatsに追加されると、ESM Aggregatorによって情報がグループ化され、ESMに

送信されます。この時点で、［イベント ソースモニタリング］タブに［グループ名］列が表示されま

す。

上記のすべての処理が完了するにはある程度時間がかかります。そのため、新しいグループや

イベント ソースを追加した後は、そのグループ名が表示されるまでしばらく待たなければならな

い場合があります。

注：Feedの更新によりイベント ソースタイプ属性が変更されると、Security Analyticsによって

新しいlogstatsエントリーが追加されます。既存のエントリーが更新されることはありません。し

たがって、Log Decoderに2つの異なるlogstatsエントリーができることになります。それまでの既

存のメッセージは元のタイプの下にリストされ、新しいメッセージはすべて新しいイベント ソース

タイプとして記録されます。

Feedファイル

Feedファイルの形式は次のようになっています。

DeviceAddress, Forwarder, DeviceType, GroupName

DeviceAddressは、ipv4, ipv6かhostnameのいずれかです。これは、イベント ソースがどの

ように定義されているかによって決まります。

Feedファイルの例を次に示します。

"12.12.12.12","d6","NETFLOW","grp1"

"12.12.12.12","ld4","netflow","grp1"

"12.12.12.12","d6","netfow","grp1"

"0:E:507:E6:D4DB:E:59C:A","10.25.50.243","apache","Apachegrp"

"1.2.3.4","LCC","apache","Apachegrp"

"10.100.33.234","LC1","apache","Apachegrp"

"10.25.50.248","10.25.50.242","apache","Apachegrp"

"10.25.50.251","10.25.50.241","apache","Apachegrp"

"10.25.50.252","10.25.50.255","apache","Apachegrp"

"10.25.50.253","10.25.50.251","apache","Apachegrp"

"10.25.50.254","10.25.50.230","apache","Apachegrp"

"10.25.50.255","10.25.50.254","apache","Apachegrp"

"13.13.13.13","LC1","apache","Apachegrp"
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"AB:F255:9:8:6C88:EEC:44CE:7",,"apache","Apachegrp"

"Appliance1234",,"apache","Apachegrp"

"CB:F255:9:8:6C88:EEC:44CE:7","10.25.50.253","apache","Apache

grp"

トラブルシューティング

問題が発生している場所を絞り込むには、次の項目を確認してください。

10.5 Log Decoder

使用しているSecurity Analytics Log Decoderがバージョン10.5かどうかを確認してください。そう

でない場合はアップグレードする必要があります。Security Analyticsバージョン10.5では、バー

ジョン10.5のLog DecoderのみにFeedが送信されます。

Feedファイルの有無

FeedのZIPアーカイブが次の場所にあることを確認してください。

/opt/rsa/sms/esmfeed.zip

このファイルは変更しないでください。

Log Decoderが使用するグループメタ

グループメタがLog Decoderに読み込まれていることを確認します。Log DecoderのRESTにアク

セスし、 logstatsを確認します。

http://LogDecoderIP:50102/decoder?msg=logStats&force-content-

type=text/plain

これはグループの情報が含まれるlogstatsファイルのサンプルです。

device=apache forwarder=NWAPPLIANCE10304 source=1.2.3.4 count=338

lastSeenTime=2015-Feb-04 22:30:19 lastUpdatedTime=2015-Feb-04 22:30:19

groups=IP1234Group,apacheGroup

device=apachetomcat forwarder=NWAPPLIANCE10304 source=5.6.7.8

count=1301 lastSeenTime=2015-Feb-04 22:30:19 lastUpdatedTime=2015-Feb-

04 22:30:19 groups=AllOtherGroup,ApacheTomcatGroup

グループ情報が太字で表示されています。

Concentratorでのデバイスグループメタの確認

Device GroupメタがConcentratorに存在し、イベントにdevice.groupフィールドの値が表示さ

れることを確認します。
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SMSのログファイル

次の場所にあるSMSのログファイルをチェックして、情報メッセージやエラーメッセージを確認し

ます。/opt/rsa/sms/logs/sms.log

次に情報メッセージの例を示します。

Feed generator triggered...

Created CSV feed file.

Created zip feed file.

Pushed ESM Feed to LogDeocder : <logdecoder IP>

次にエラーメッセージの例を示します。

Error creating CSV File : <reason>Unable to push the ESM Feed: Unable to

create feed zip archive.

Failed to add Group in CSV: GroupName: <groupName> : Error: <error>

Unable to push the ESM Feed: CSV file is empty, make sure you have al-

least on group with al-least one eventsource.

Unable to push the ESM Feed: No LogDecoders found.

Unable to push the ESM Feed: Unable to push feed file on LogDecoder-

<logdecoderIP>Unable to push the ESM Feed:

admin@<logdecoderIP>:50002/decoder/parsers received error: The zip

archive "/etc/netwitness/ng/upload/<esmfeedfileName>.zip" could not be
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opened

Unable to push the ESM Feed: <reason>

ESMReaderおよびESMAggregatorによるLogstatsデータの読み取りおよび公開を確認

logstatsがcollectdによって収集され、イベント ソース管理モジュールに公開されていることを確

認します。

ESMReader

1. LogDecoderでdebug "true"フラグを/etc/collectd.d/NwLogDecoder_ESM.confに追加しま

す。

#

# Copyright (c) 2014 RSA The Security Division of EMC

#

<Plugin generic_cpp> PluginModulePath "/usr/lib64/collectd"

debug "true"

<Module "NgEsmReader" "all"> port "56002"

ssl "yes"

keypath "/var/lib/puppet/ssl/private_keys/d4c6dcd4-6737-

4838-a2f7- ba7e9a165aae.pem"

certpath "/var/lib/puppet/ssl/certs/d4c6dcd4-6737-4838-

a2f7- ba7e9a165aae.pem"

interval "600"

query "all"

<stats> </stats> </Module> <Module

"NgEsmReader" "update"> port "56002"

ssl "yes"

keypath "/var/lib/puppet/ssl/private_keys/d4c6dcd4-6737-

4838-a2f7- ba7e9a165aae.pem"

certpath "/var/lib/puppet/ssl/certs/d4c6dcd4-6737-4838-

a2f7- ba7e9a165aae.pem"

interval "60"

query "update"

<stats> </stats> </Module></Plugin>

2. 次のコマンドを実行します。

collectd service restart
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3. 次のコマンドを実行します。

tail –f /var/log/messages | grep collectd

ESMReaderがlogstatsを読み込んでおり、エラーが発生していないことを確認します。読み

取りの問題が発生していると、次のようなエラーが表示されます。

Apr 29 18:47:45 NWAPPLIANCE15788 collectd[14569]: DEBUG: NgEsmReader_

all: error getting ESM data for field "groups" from logstat

device=checkpointfw1 forwarder=PSRTEST source=1.11.51.212. Reason:

<reason>Apr 29 18:58:36 NWAPPLIANCE15788 collectd[14569]: DEBUG:

NgEsmReader_update: error getting ESM data for field "forwarder" from

logstat device=apachetomcat source=10.31.204.240. Reason: <reason> 

ESMAggregator

1. Security Analyticsで、 /etc/collectd.d/ESMAggregator.confの中のverboseフラグのコメントを

解除します。

# ESMAggregator module collectd.conf configuration file

#

# Copyright (c) 2014 RSA The Security Divsion of EMC

#

<Plugin generic_cpp> PluginModulePath "/usr/lib64/collectd"

<Module "ESMAggregator">

verbose 1

interval "60"

cache_save_interval "600"

persistence_dir "/var/lib/netwitness/collectd"

</Module> </Plugin>

2. 次のコマンドを実行します。

collectd service restart.

3. 次のコマンドを実行します。

run “tail –f /var/log/messages | grep ESMA

ESMAggregatorのデータを検索し、 logstatエントリーがログの中に含まれているかどうかを確

認します。

サンプル出力：
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Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[0] logdecoder[0] = d4c6dcd4-6737-4838-a2f7-ba7e9a165aae

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[1] logdecoder_utcLastUpdate[0] = 1425174451

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[2] groups = Cacheflowelff,Mixed

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[3] logdecoders = d4c6dcd4-6737-4838-a2f7-ba7e9a165aae

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[4] utcLastUpdate = 1425174451

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

Dispatching ESM stat NWAPPLIANCE15788/esma_update-cacheflowelff/esm_

counter-3.3.3.3 with a value of 1752 for

NWAPPLIANCE15788/cacheflowelff/esm_counter-3.3.3.3 aggregated from 1 log

decoders

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[0] logdecoder[0] = 767354a8-5e84-4317-bc6a-52e4f4d8bfff

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[1] logdecoder_utcLastUpdate[0] = 1425174470

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[2] groups = Cacheflowelff,Mixed

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[3] logdecoders = 767354a8-5e84-4317-bc6a-52e4f4d8bfff

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[4] utcLastUpdate = 1425174470

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

Dispatching RRD stat NWAPPLIANCE15788/esma_rrd-cacheflowelff/esm_

counter-3.3.3.3 with a value of 1752 for

NWAPPLIANCE15788/cacheflowelff/esm_counter-3.3.3.3 aggregated from 1 log

JMX Feedジェネレータ ジョブのインターバルの構成

Feedジェネレータ ジョブはデフォルトでは1分ごとに実行されるようスケジュールされています。必

要に応じてjconsoleを使用してこれを変更できます。

Feedジェネレータ ジョブのインターバルを変更するには、次の手順を実行します。
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1. SMSサービス用のjconsoleを開きます。

2. ［MBeans］タブで、［com.rsa.netwitness.sm］＞［API］＞［esmConfiguration］＞
［Attributes］に移動します。

3. FeedGeneratorJobIntervalInMinutesプロパティの値を変更します。

4. 同じナビゲーションツリーの下にある［Operations］で［commit()］をクリックします。この操作

により、 /opt/rsa/sms/confにある対応するjsonファイルに新しい値が永続的に設定され、

SMS再起動時にはこの値が使用されます。

新しい値を設定すると、新しいインターバルでFeedジェネレータージョブが再スケジュールされま

す。
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参考資料

このセクションでは、システムメンテナンスユーザーインタフェースについて説明します。このイン

タフェースを使用して、次の操作を実行します。

l サービスを監視および維持します(設定、統計、コマンドとメッセージの構文、REST API、
RSAコンソールユーティリティ、RSA Security Analyticsがサポートするプロトコルを含みま

す) 。

l 現在のSecurity Analyticsバージョンとライセンスのステータスを表示します。

l ホストに適用するソフトウェアバージョン更新を保存するローカル更新リポジトリを管理しま

す。

次の各トピックでは、各インタフェースについて詳しく説明しています。

l ヘルスモニタ

l ［システム］の［情報］パネル

l ［システム］の［更新］パネル：［手動更新］タブ

l ［システム］の［更新］パネル：［リポジトリ容量管理］ダイアログ

l ［システム］の［更新］パネル - ［設定］タブ

ヘルスモニタ

ヘルスモニタの設定を使用すると、アラームの設定と表示、イベントの監視、ポリシーとシステム

統計情報の表示を行うことができます。それぞれの詳細については、次のトピックを参照してく

ださい。

l ［アラーム］ビュー

l ［イベント ソースモニタリング］ビュー

l ［ヘルスモニタ］の［履歴チャート］ビュー

l ［ヘルスモニタの設定］タブ：Archiver

l ［ヘルスモニタの設定］タブ：イベント ソース

l ［ヘルスモニタの設定］タブ：Warehouse Connector

l ［監視］ビュー

l ［ポリシー］ビュー

l ［システム統計ブラウザ］ビュー
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［アラーム］ビュー

アラームは、Security Analytics導入環境のホストとサービスを監視するのに役立ちます。アラー

ムは、［ポリシー］ビューでホストまたはサービスに対して定義および割り当てたポリシールール(  
ポリシーの管理 を参照)によってトリガーされます。

［アラーム］ビューには、あらかじめ定義しておいた制限にホストまたはサービスが達したときに警

告するよう設定しておいたアラームが表示されます。

このビューへのアクセスに必要な権限は、［サービスの管理］です。［アラーム］ビューにアクセスす

るには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

ヘルスモニタ インターフェイスが開き、［アラーム］ビューが表示されます。［アラーム］ビューに

は、アラームリストと［アラームの詳細］パネルが含まれています。

次の図は、［アラーム］ビューを示しています。

次の図は、［アラームの詳細］パネルを展開した状態の［アラーム］タブを示しています。
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関連する手順については、 アラームの監視

アラームリスト

アラームリストには、Security Analyticsで構成したすべてのアラームが表示されます。アラームの

パラメーターは次で設定します。ポリシーの管理アラームリストには、アラームごとに次の情報が

含まれます。

注：Security Analyticsでは、時系列でアラームをソートします。このビューにはフィルタ機能が

ありません。

列 説明

時間 アラームがトリガーされた時刻。

ステータス アラームのステータス：

l アクティブ =統計的閾値を超えたため、アラームがトリガーされました。

l クリア済み = リカバリ閾値を超えたため、アラームがアクティブではなくな

りました。
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列 説明

重大度 アラームに割り当てられた重大度：

l クリティカル

l 高

l 中

l 低

ポリシー アラームをトリガーするルールが定義されているポリシーの名前。

ルール名 アラームをトリガーしたルールの名前。

サービス ルールで定義されているサービス。

ホスト名 アラームがトリガーされたホスト。

統計情報 アラームをトリガーしたルールで使用されている統計情報。

値 アラームをトリガーした統計情報の値。

クリア値 アラームをクリア済みの状態にしたルールの統計情報の値。

クリア時刻 アラームがクリア済みの状態になった時刻。

ID アラームのID番号。

［アラームの詳細］パネル

［アラームの詳細］パネルには、アラームリストで選択されたアラームの情報が表示されます。ア

ラームリストのすべての情報のほかに、次のフィールドも含まれます。

l 通知時刻

l 抑制開始時刻

l 抑制終了時刻

l 抑制開始(選択済みタイムゾーン)

l 抑制終了(選択済みタイムゾーン)

l ポリシーID

l ルールID
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l ホスト ID

l 統計情報ID

l アイテムキー

［イベント ソースモニタリング］ビュー

注：このパネルは廃止される予定です。イベント ソースの管理については、「RSA Security
Analytics Event Source Managementガイド」の「イベント ソース管理の概要」を参照してくださ

い。

Security Analyticsでは、さまざまなイベント ソースの統計情報をユーザーインターフェイスから監

視できます。表示される情報は履歴データで、Log Decoderから取得されます。ユーザーインタ

フェースはさまざまなパラメータでフィルタ表示できます。

［イベント ソースモニタリング］ビューにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. ［Security Analytics］メニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

［ヘルスモニタ］ビューが表示され、［監視］タブが開きます。

2. ［イベント ソースモニタリング］をクリックします。

［イベント ソースモニタリング］ビューが表示されます。

関連する手順については、次のトピックを参照してください： イベント ソースの監視 , , イベント ソー

スのフィルタ、 イベント ソースでの収集イベントの履歴チャートの作成 .
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フィルタ

次の表に、［イベント ソースモニタリング］ビューのフィルタおよびカスタマイズに使用できるさまざ

まなパラメータを示します。

パラメー

タ
説明

イベント

ソース

監視対象のイベント ソースの名前を入力します。

Regexフィルタを有効にするには、［Regex］を選択します。このフィルターを有効に

すると、テキストに対して正規表現検索が実行され、一致するカテゴリがリストさ

れます。［Regex］を選択していない場合は、グロビングパターンマッチングがサ

ポートされます。

イベント

ソースタ

イプ

選択したイベント ソースのイベント ソースタイプを選択します。

Log

Collector

指定したLog Collectorによって収集されたデータを表示するには、［Log

Collector］を選択します。

Log

Decoder

指定したLog Decoderによって収集されたデータを表示するには、［Log Decoder］

を選択します。

時間範

囲

対象の統計の時間範囲を選択します。

選択した時間内に受信したログのイベント ソースのみをクエリー結果に含める場

合は［受信］を選択します。

または

選択した時間内に受信されなかったログのイベント ソースのみをクエリー結果に

含める場合は［受信していない］を選択します。

Order

By

リストを表示する際のソート順を選択します。

昇順でソートするには［昇順］を選択します。
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コマンド

コマンド アクション

適用 クリックすると、選択したフィルタが適用され、設定した条件でリストが表示

されます。

クリア クリックすると、選択したフィルタが解除されます。

CSVでエクス

ポート

クリックすると、情報がCSV形式でエクスポートされます。

［イベント ソース統計］ビューの表示

パラメータ 説明

イベント ソース イベント ソースの名前を表示します。

イベント ソースタ

イプ

イベント ソースタイプを表示します。

Log Collector イベントが最初に収集されたLog Collectorを表示します。

Log Decoder イベントが処理されたLog Decoderを表示します。

件数 カウント値が最後にリセットされてからLog Decoderが受信したイベントの

数を表示します。

アイドル時間 最後の統計収集から経過した時間を表示します。

最終収集時刻 Log Decoderがイベント ソースのイベントを最後に処理した日時を表示し

ます。

履歴チャート イベント ソースについて収集された統計の履歴チャートを表示するには、

をクリックします。

［ヘルスモニタ］の［履歴チャート］ビュー
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Archiverのモニタリングを構成すると、Archiverでの集計やストレージの利用状況が重大な閾

値に達したときに自動的に通知を生成できます。［履歴チャート］ビューでは、履歴データがビ

ジュアル化されます。

詳細については、次のトピックを参照してください。

l 概要

l パラメータ

イベント ソースから収集されたイベントの［履歴チャート］ビュー

概要

注：このビューは廃止されます。イベント ソースの管理については、「イベント ソース管理ガイ

ド」の「イベント ソース管理の概要」を参照してください。

イベント ソースから収集されたイベントの［履歴チャート］ビューでは、履歴データがビジュアル化

されます。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. ［Security Analytics］メニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

［ヘルスモニタ］ビューが表示され、［監視］タブが開きます。

2. ［イベント ソースモニタリング］をクリックします。

［イベント ソースモニタリング］ビューが表示されます。

3. ［履歴チャート］列で、 を選択します。

選択したイベント ソースタイプの履歴チャートが表示されます。
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この図は、イベント ソースタイプwinnt_nicから収集されたイベントを示しています。

機能

必要に応じてチャート ビューをカスタマイズできます。次の表に、［履歴チャート］ビューをカスタ

マイズするためのさまざまなパラメータを示します。

パラメータ 説明

時間範囲 履歴データの時間範囲を選択します。

利用可能なオプションは次のとおりです。今日、今週、今月。

<date>～<date> 特定の日付で履歴データの時間範囲を選択します。

履歴チャートのデータの詳細ビューをズームイン表示できます。

次の図は、使用可能なさまざまなズーム機能を示しています。
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ズームイン機能1および2

いずれかの値を選択すると、選択した値の範囲の履歴データを表示できます。次の図は、ズー

ムインの時間範囲として6hを選択した例です。右下隅にあるスライド バーも6hのウィンドウに

変更されます。

また、右隅のバーをスライドさせて、任意の範囲にズームインできます。

ズームイン機能3

プロット領域をクリックしてドラッグすると、必要な時間範囲にズームインできます。

次の図は、5分間の範囲を選択し、5分間のデータを表示した例です。
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システム統計の［履歴チャート］ビュー

システム統計の［履歴チャート］ビューにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. ［Security Analytics］メニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

［ヘルスモニタ］ビューが表示され、［監視］タブが開きます。

2. ［システム統計ブラウザ］をクリックします。

［システム統計ブラウザ］ビューが表示されます。

3. ［履歴チャート］列で、
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を選択します。

選択したホストの統計が、履歴チャートに表示されます。

この図は、メモリ使用率統計のシステム統計ビューを示しています。

パラメータ

必要に応じてチャート ビューをカスタマイズできます。次の表に、［履歴チャート］ビューをカスタ

マイズするためのさまざまなパラメータを示します。

パラメータ 説明

時間範囲 履歴データの時間範囲を選択します。

利用可能なオプションは次のとおりです。今日、今週、今月、今年。

<date>～<date> 特定の日付で履歴データの時間範囲を選択します。

履歴チャートのデータの詳細ビューをズームイン表示できます。

次の図は、使用可能なさまざまなズーム機能を示しています。
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ズームイン機能1および2：

いずれかの値を選択すると、選択した値の範囲の履歴データを表示できます。次の図は、ズー

ムインの時間範囲として6hを選択した例です。右下隅にあるスライド バーも6hのウィンドウに

変更されます。

また、右隅のバーをスライドさせて、任意の範囲にズームインできます。

ズームイン機能3：

プロット領域を1回クリックしてから、ドラッグして範囲を選択すると、必要な時間範囲にズーム

インできます。

次の図は、30分間の範囲を選択し、30分間のデータを表示した例です。
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［ヘルスモニタの設定］タブ：Archiver

Archiverモニタリングビューにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。
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2. ［設定］＞［Archiver］を選択します。

Archiverモニタリングビューが表示されます。

機能

次の表は、重大な閾値に達したときに自動で通知が生成されるようArchiverを構成するため

に必要なパラメータをリストしています。

パラ

メー

タ

値 説明

集計

ス

テー

タス

次の時間経過し

たら通知

集計ステータスが通知されるまでの時間(分または時間)

期間 失敗 - 有効化されている場合、指定した期間(分または時

間) 、Archiverの集計ステータスが「失敗」であったときに通知しま

す

オフライン - 有効化されている場合、指定した期間(分または時

間) 、Archiverの集計ステータスが「オフライン」であったときに通知

します
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パラ

メー

タ

値 説明

集計

接続

次の時間失敗し

たら通知

Archiverの集計接続失敗後、指定した期間(分または時間)の

経過後に通知します。

スト

レー

ジ接

続

次の時間失敗し

たら通知

Archiverのストレージ接続が失敗後、指定した期間(分または

時間)の経過後に通知します。

スト

レー

ジ容

量

ストレージ閾値 容量ベースの閾値を指定する場合には、［スペース］を選択し、

［ストレージ使用率］フィールドを指定します。Archiverのストレー

ジ容量がここで指定した割合を超えたときに通知します。

時間ベースの閾値を指定する場合には、［時間］を選択し、［最

も古いファイル日数］フィールドを指定します。Archiverストレージ

に格納されているファイルの日数がここで指定した日数を超えた

ときに通知します。

ストレージ使用

率

使用するストレージ サイズが全体の何パーセントになったら通知

するかを入力します。

Warmストレージ

サイズ

使用するWarmストレージ サイズが全体の何パーセントになったら

通知するかを入力します。
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パラ

メー

タ

値 説明

通知

のタ

イプ

メールサーバを

構成します。

クリックして、Security Analyticsの通知を受信できるようにメールを

構成します。

Syslogサーバおよ

びSNMPトラップ

サーバを構成し

ます。

クリックして、監査ログを構成します。

SAコンソール、

メール、

Syslog通知、

SNMPトラップ通

知

Security Analytics UIの通知ツールバーで通知を受信するには、

SAコンソールを有効化します。

メールを通知を受信するには、メールを有効化します。

Syslogイベントを生成するには、Syslog通知を有効化します。

監査イベントをSNMPトラップとして受信するには、SNMPトラップ

通知を有効化します。

［ヘルスモニタの設定］タブ：イベント ソース

注：このタブは廃止されています。イベント ソースの管理については、「RSA Security Analytics
Event Source Managementガイド」の「イベント ソース管理の概要」を参照してください。

［イベント ソースモニタリング］ビューは、［イベント ソース］パネル、［監視対象ソースの追加 /編
集］ダイアログ、［解除］パネル、［解除］ダイアログで構成されています。このビューを使用して

次の項目を構成します。

l イベント ソースからLog Collectorへのログ配信が停止した場合に通知を生成するタイミン

グ。

l 通知の送信先。

l リモートCollectorおよびローカルCollectorがスタンバイLog Decoderにフェイルオーバーしたとき

にLog Collectorを解除するタイミング。

このビューへのアクセスに必要なロールは、［SA監査の管理］です。このビューにアクセスするに

は、次の手順を実行します。
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1. ［Security Analytics］メニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

2. ［設定］＞［イベント ソース］を選択します。

［イベント ソース］タブが表示されます。

関連する手順については、次のトピックを参照してください： イベント ソースモニタリングの構成 .

機能

［イベント ソースモニタリング］パネル

機能 説明

メールサーバを構成し

ます。

［Administration］＞［システム］＞［メール］ビューが開き、必要に

応じて、イベント ソースモニタリング出力のメール配信を調整できま

す。

Syslogサーバおよび

SNMPトラップサーバを

構成します。

［Administration ］＞［システム］＞［監査］ビューが開き、必要に

応じて、イベント ソースモニタリング出力のSyslogおよびSNMPトラッ

プ配信を調整できます。

監視するイベント ソースを追加または変更する［監視対象ソース

の追加 /編集］ダイアログを表示します。
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機能 説明

選択したイベント ソースを監視対象から削除します。

イベント ソースを選択します。

ソースタイプ イベント ソースのソースタイプを表示します。

ソースホスト イベント ソースのソースホストを表示します。

閾値 Security Analyticsが通知の送信を停止するまでの時間を表示しま

す(時間の閾値) 。

適用 追加、削除、変更を適用し、直ちに有効にします。

キャンセル 追加、削除、変更をキャンセルします。

［解除］パネル

機能 説明

監視を解除するイベント ソースを追加または変更する［解除］ダイアログを表

示します。

選択したイベント ソースを解除対象から削除します。

イベント ソースを選択します。

Regex 正規表現を使用するかどうかを示します。

ソースタイプ 解除したイベント ソースのソースタイプを表示します。

ソースホスト 解除したイベント ソースのソースホストを表示します。

適用 追加、削除、変更を適用し、直ちに有効にします。

キャンセル 追加、削除、変更をキャンセルします。
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［監視対象ソースの追加 /編集］ダイアログ

［監視対象ソースの追加 /編集］ダイアログでは、監視するイベント ソースを追加または変更し

ます。 イベント ソースを識別するパラメータは、ソースタイプとソースホストの2つです。グロビン

グ(パターンマッチングおよびワイルドカード文字)を使用して、次の例に示すように、イベント

ソースのソースタイプとソースホストを指定できます。

ソースタイプ
ソースホスト

ciscopix 1.1.1.1

* 1.1.1.1

* *

* 1.1.1.1|1.1.1.2

* 1.1.1.[1|2]

* 1.1.1.[123]

* 1.1.1.[0-9]

* 1.1.1.11[0-5]

* 1.1.1.1,1.1.1.2

* 1.1.1.[0-9]|1.1.1.11[0-5]
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ソースタイプ
ソースホスト

* 1.1.1.[0-9]|1.1.1.11[0-5],10.31.204.20

* 1.1.1.*

* 1.1.1.[0-9]{1,3}

機能 説明

Regex 正規表現を使用する場合は、チェックボックスをオンにします。

ソース

タイプ

イベント ソースのソースタイプ。［Administration］＞［サービス］＞［Log Collectorデ

バイス］＞［表示］＞［構成］ビューの［イベント ソース］タブで、イベント ソースに対し

て構成した値を使用する必要があります。

ソース

ホスト

イベント ソースのホスト名またはIPアドレス。［Administration］＞［サービス］＞［Log

Collectorデバイス］＞［表示］＞［構成］ビューの［イベント ソース］タブで、イベント

ソースに対して構成した値を使用する必要があります。

閾値 Security Analyticsが通知の送信を停止するまでの時間。

キャン

セル

イベント ソース、またはイベント ソースの変更を［イベント ソースモニタリング］パネル

に追加せずに、ダイアログを閉じます。

OK イベント ソースを［イベント ソースモニタリング］パネルに追加します。

［解除］ダイアログ
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機

能
説明

ソー

スタ

イプ

イベント ソースのソースタイプ。［Administration］＞［サービス］＞［Log Collectorデバ

イス］＞［表示］＞［構成］ビューの［イベント ソース］タブで、イベント ソースに対して構

成した値を使用する必要があります。

ソー

スホ

スト

イベント ソースのホスト名またはIPアドレス。［Administration］＞［サービス］＞［Log

Collectorデバイス］＞［表示］＞［構成］ビューの［イベント ソース］タブで、イベント ソー

スに対して構成した値を使用する必要があります。

キャ

ンセ

ル

イベント ソースの追加、削除、変更を［解除］パネルに適用せずに、ダイアログを閉じ

ます。

OK イベント ソースの追加、削除、変更を［解除］パネルに適用します。

［ヘルスモニタの設定］タブ：Warehouse Connector

概要

Warehouse Connectorモニタリングを構成することで、Warehouse Connectorとそのストレージに関

する重要な閾値を超える条件が発生した場合に、自動的に通知を生成できます。

［Warehouse Connectorモニタリング］ビューへのアクセス

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

2. ［設定］＞［Warehouse Connector］を選択します。

参考資料 220



システムメンテナンスガイド

［Warehouse Connectorモニタリング］ビューが表示されます。

Warehouse Connectorモニタリングパラメータ

次の表に、重要な閾値を超えた場合に自動的に通知を生成するようWarehouse Connectorモ
ニタリングを構成するパラメータを示します。

パラメータ 値 説明

ソースまたは

宛先のス

テータス

次の時間オフラインの

場合に通知

ソースまたは宛先の接続がオフラインになってから通

知が送信されるまでの時間および時間の単位(分

または時間)。

ストリームス

テータス

次の時間停止している

場合に通知

ストリームがオフラインになってから通知が送信され

るまでの時間および時間の単位(分または時間)。

ストレージ 超過した場合に通知が送信されるディスク使用量

( %)の制限。

ソース遅延 ソースが未処理となった場合に通知が発生するま

でのセッション数。

拒否フォルダサイズ 超過した場合に通知が送信されるフォルダ使用量

( %)の制限。
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パラメータ 値 説明

永続的な失敗フォルダ

内ファイル数

超過した場合に通知が送信されるパーマネントの

Failureフォルダーのファイル数の制限。

通知のタイ

プ

メールサーバを構成し

ます。

クリックして、Security Analyticsの通知を受信できる

ようにメールを構成します。

Syslogサーバおよび

SNMPトラップサーバを

構成します。

クリックして、監査ログを構成します。

SAコンソール、

メール、

Syslog通知、SNMPト

ラップ通知

Security Analytics UIの通知ツールバーで通知を受

信するには、SAコンソールを有効化します。

メールを通知を受信するには、メールを有効化しま

す。

Syslogイベントを生成するには、Syslog通知を有効

化します。

監査イベントをSNMPトラップとして受信するには、

SNMPトラップ通知を有効化します。

［監視］ビュー

Security Analyticsでは、ホストや個々のSecurity Analyticsサービスの詳細な統計や他の情報

を［詳細］ビューで確認できます。［監視］ビューでは、全ホストの稼働状態、ホストで実行中の

サービス、さまざまな角度から見たホストの状態、ホストの詳細、サービスの詳細を表示できま

す。このビューで実行できる手順については、ホストとサービスの監視

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. ［Security Analytics］メニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

2. ［監視］タブをクリックします。
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［監視］ビューが表示されます。

機能

［グループ］パネル

［グループ］パネルには、使用可能なホストのグループがリストされます。グループを選択すると、

グループ内のホストが［ホスト］パネルに表示されます。

注：［グループ］パネルの合計ホスト数が［ホスト］パネルに実際に表示されているホスト数より

も小さい場合、ヘルスモニタのトラブルシューティングトピックで、この問題の考えられる原因と、

推奨されるソリューションを確認してください。

［ホスト］パネル

［ホスト］パネルには、ホストの状態に関する統計情報および各ホストで実行中のサービスが表

示されます。

パラメー

タ
説明

検索ボックスにホスト名またはサービス名を入力すると、一致するホストとサービ

スが［ホスト］パネルに表示されます。

サービス

停止中

［サービス停止中］をクリックすると、停止中のサービスがすべて一覧表示されま

す。停止中のサービスがインストールされているホストも表示されます。
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パラメー

タ
説明

処理停止

中

［処理停止中］をクリックすると、処理を停止しているサービスと、そのサービスが

インストールされているホストがすべて一覧表示されます。

物理ドラ

イブ障害

<#>ホスト

このオプションをクリックすると、物理ドライブに問題のあるホストが表示されます。

論理ドラ

イブ障害

<#>ホスト

このオプションをクリックすると、論理ドライブに問題のあるホストが表示されます。

ファイルシ

ステムフ

ル

<#>ホスト

このオプションをクリックすると、ファイルシステムがフルになっているホストが表示さ

れます。

注：上部のボタンは、Security Analyticsに構成されたすべてのホストのシステム統計を表示し

ます。グループのフィルターをホストしても、表示内容は変わりません。

上部のボタンの下には、ホスト、ホストにインストールされているサービス、ホストとサービスに関

する情報のリストが表示されます。

パラメータ 説明

ホスト名 ホスト名を表示します。

ホストにサービスがインストールされている場合、ホスト名の先頭に 記号が

表示されます。

記号をクリックすると、そのホストにインストールされているサービスがすべて

表示されます。

ステータス ホストのステータスを表示します。

- ホストがアクティブで実行中であることを示します。

- ホストが停止中か、または処理が開始されていないことを示します。

CPU ホストの現在のCPU使用率を表示します。
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メモリ ホストで使用されているメモリを表示します。

ホスト名の先頭にある 記号をクリックすると、そのホストにインストールされているサービスがす

べて一覧表示されます。次の表に、サービスで表示される各種パラメータとその説明を示しま

す。

パラメータ 説明

サービス サービスのステータスを表示します。

利用可能 - サービスがアクティブで実行中

であることを示します。

停止 - サービスが停止中か、または処理が

開始されていないことを示します。

処理中 サービスの処理のステータスを表示します。

- 処理が実行中で、データがゼロより大きい

レートで処理されていることを示します。

- 処理が停止されたことを示します。

- 処理は有効ですが、データが処理されて

いないことを示します。

レート データが処理されるレートを示します。

名前 サービスの名前。

サービスタイプ サービスのタイプ名。

CPU サービスの現在のCPU使用率を表示します。

メモリ使用量 サービスに使用されるメモリを表示します。

稼働時間 サービスの実行時間を表示します。

［Archiverの詳細］ビュー

［Archiverの詳細］ビューには、Archiverの情報が表示されます。次の図は、［Archiverの詳細］

ビューを示したものです。
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関連する手順については、次のトピックを参照してください： サービスの詳細の監視

詳細セクション

このセクションには、サービスの現在の全般的な統計が表示されます。

統計情報 説明

集計状態 データ集計の状態。

最初の日時 インデックスにトラッキングされた最初のセッションの時刻( UTC) 。

セッション空き

ページ

集計に利用可能なセッションページ。

最新の日時 インデックスにトラッキングされている最新のセッションの時刻( UTC) 。

メタ空きペー

ジ

集計に利用可能なページ。

最大セッショ

ンレート

1秒あたりの最大セッション。
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統計情報 説明

データベース

ステータス

データベースのステータス。有効な値は次のとおりです。

l closed - QUERY およびUPDATEでは使用できません(データベースが初

期化されます) 。通常、この値は表示されません。

l opened - QUERY およびUPDATEで使用できます。

l failure - openに失敗しました。この値が表示される理由はさまざまです。

収集が開始できなかったり、クエリーからデータが返されなかった場合に確

認できます。通常は、データベースの破損が原因です。

セッションレー

ト

1秒あたりのセッション。

データベース

セッションレー

ト

サービスがセッションをデータベースに書き込む1秒あたりのレート。

データベース

セッション空き

領域

集計に利用可能なセッション空き領域

最大データ

ベースセッ

ションレート

サービスがセッションをデータベースに書き込む1秒あたりの最大レート

データベース

セッションボ

リュームバイ

ト

データベース内のセッションのバイト数。

［Brokerの詳細］ビュー

［Brokerの詳細］ビューには、Brokerの情報が表示されます。次の図は、［Brokerの詳細］ビュー

を示したものです。
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関連する手順については、次のトピックを参照してください：サービスの詳細の監視 .

詳細セクション

このセクションには、サービスの現在の全般的な統計が表示されます。

統計情報 説明

集計状態 データ集計の状態。

メタ レート 1秒あたりのメタデータ オブジェクト。

セッションレート 1秒あたりのセッション。

最大メタ レート 1秒あたりの最大メタデータ オブジェクト。

最大セッションレート 1秒あたりの最大セッション。

［Concentratorの詳細］ビュー

［Concentratorの詳細］ビューには、Concentratorの情報が表示されます。次の図は、

［Concentratorの詳細］ビューを示したものです。
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関連する手順については、次のトピックを参照してください： サービスの詳細の監視

詳細セクション

このセクションには、サービスの現在の全般的な統計が表示されます。

統計情報 説明

集計状態 データ集計の状態。

最初の日時 インデックスにトラッキングされた最初のセッションの時刻( UTC) 。

メタ レート 1秒あたりのメタデータ オブジェクト。

最新の日時 インデックスにトラッキングされている最新のセッションの時刻( UTC) 。

最大メタ レート 1秒あたりの最大メタデータ オブジェクト。

セッションレート 1秒あたりのセッション。

最大セッションレート 1秒あたりの最大セッション。

［Decoderの詳細］ビュー

［Decoderの詳細］ビューには、Decoderの情報が表示されます。次の図に、［Decoderの詳細］

ビューを示します。
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関連する手順については、次のトピックを参照してください：サービスの詳細の監視 .

詳細セクション

このセクションには、サービスの現在の全般的な統計が表示されます。

統計情

報
説明

収集ス

テータス

データ収集のステータス。有効な値は次のとおりです。

l starting：データ収集を開始しています(データはまだ収集されていません) 。

l started：データを収集しています。

l stopping：データ収集を停止しています(データ収集の停止リクエストを受け取り

ましたが、データの収集はまだ停止していません) 。

l stopped：データを収集していません。

l disabled：Decoderサービスとして構成されていません。

メタ バ

イト

データベース内のメタのバイト数。

保持さ

れた収

集

収集中に保持されたパケット数。
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メタ合

計

データベース内のメタデータの数。

ドロップ

された

収集

ネットワークカードでドロップされたと報告されたパケットの数。サービスがデータの収

集を停止した後で、レートはゼロにリセットされます。

パケット

バイト

データベース内のパケットのバイト数。

ドロップ

された

収集の

割合

ネットワークカードでドロップされたと報告されたパケットの割合。

パケット

合計

パケット データベースに保持されているパケット オブジェクトの数。サイズ制限のた

めにデータベースによってファイルがロールオフされると、この値は減少します。サー

ビスがデータの収集を停止した後でも、値はリセットされません。

収集

レート

サービスがデータを収集する速度を1秒あたりのメガビット数で表したもの。レート

は、短時間( 10秒)の移動平均です。サービスがデータの収集を停止した後で、

レートはゼロにリセットされます。

セッショ

ンバイ

ト

データベース内のセッションのバイト数。

最大収

集レー

ト

サービスがデータを収集する速度を1秒あたりの最大メガビット数で表したもの。

レートは、短時間( 10秒)の移動平均です。サービスがデータの収集を停止した後

で、データ収集中の最大レートが表示されます。

セッショ

ン合計

セッションデータベースに含まれるセッション数。サイズ制限のためにデータベースに

よってファイルがロールオフされると、この値は減少します。サービスがデータの収集

を停止した後でも、値はリセットされません。
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最初の

日時

最初のパケットが収集された日時(最初のパケットがパケット データベースに格納さ

れた日時) 。パケットがパケット データベースからロールアウトされると、この時刻は

増加します。

プール

パケット

書き込

み

現在PCSパイプライン内にあり、データベースに書き込む必要があるパケット ページ

数。

最新の

日時

最後のパケットが収集された日時(パケットがデータベースに書き込まれた日時) 。

新しいパケットが収集されるとこの時刻が増えます。

プール

パケット

アセンブ

ラ

アセンブルを待機しているパケット ページ数。

アセンブ

ラパケッ

ト ペー

ジ

アセンブルを待機しているパケット ページ数。

プール

パケット

収集

収集に使用できるパケット ページ数。

［ESA( Event Steam Analysis)の詳細］ビュー

［Event Stream Analysisの詳細］ビューには、ESAの情報が表示されます。次の図は、［Event
Stream Analysisの詳細］ビューを示しています。
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関連する手順については、次のトピックを参照してください：サービスの詳細の監視 .

詳細セクション

このセクションには、サービスの現在の全般的な統計とルール情報が表示されます。［ルール］タ

ブ、［監視］タブ、［Java仮想マシン( JVM) ］タブで構成され、Event Stream Analysisルールとそ

の他の統計が表示されます。

［監視］タブ

Event Stream Analysisサービスについて、次の全般的な統計情報を表示します。

l イベント メッセージ フィールドあたりの平均受信バイト数

l イベント メッセージあたりの平均受信バイト数

l 総受信バイト数

l 受信フィールドの合計数

l ESAサービスで導入されているルールの数 有効化されたルールと無効化されたルールの合

計が導入されたルールの値と等しくなります。

l ESAサービスのすべてのルールに一致したイベントの合計数

l サービスの前回の起動時以降にESAサービスによって分析されたイベントの合計数

l ESAサービスのすべてのルールによりトリガーされたアラートの合計数
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l 遅延ドロップ合計

l 時間どおりのフィード合計

l 早期終了合計

l フィード間の秒数

l ウィンドウの期間

l ウィンドウのイベント合計

l 処理されたウィンドウの割合

l ソース作業ユニット合計

l ペイロードでドロップされたバス合計

l バスドロップイベント合計

l フィールドでドロップされたバス合計

l メッセージ バスに送信されたアラートの数

l バスイベント合計

l バス作業ユニット合計

l 検出されたエンドポイント合計

l 消失したエンドポイント合計

l 失敗したクライアント合計

l 成功したクライアント合計

l 成功したサーバ合計

l 前回の成功からの時間(分)

l 成功したプロキシ リクエスト合計

l 成功したリクエスト合計

l 失敗したプロキシ リクエスト合計

l 失敗したリクエスト合計

［ホストの詳細］ビュー

［ホストの詳細］ビューには、ホストの情報が表示されます。次の図は、［ホストの詳細］ビューを

示しています。
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左側のオプションパネルには、ホストおよびホストにインストールされているサービスが表示されま

す。ホストまたはいずれかのサービスをクリックすると、それに関連する統計と情報が表示されま

す。

［ホストの詳細］パネルには、ホストに固有の情報が表示され、ホストのハードウェアに関する情

報も表示されます。

関連する手順については、次のトピックを参照してください： サービスの詳細の監視 .

［システム情報］セクション

このセクションには、ホストの現在のパフォーマンス、容量、履歴統計が表示されます。

パラメータ 説明

ホスト ホスト名。

CPU ホストの現在のCPU使用率。

起動日時 ホストを起動した時刻。

メモリ使用率 ホストが使用しているメモリの割合。

現在日時 ホスト上の現在の時刻。

使用メモリ メモリ使用量( GB) 。

稼働時間 ホストがアクティブな期間。
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総メモリ システムにインストールされているメモリの容量。

システム情報 ホストにインストールされているOSバージョン。

タブ

システム情報の下のセクションでは、次の表示で説明するタブに、ホストの全般的な統計が表

示されます。

タブ 説明

物

理ド

ライ

ブ

ホスト上の物理ドライブのタイプ、使用量、補足情報。

論

理ド

ライ

ブ

ホスト上の論理ドライブ

ファ

イル

シス

テム

ホストのファイルシステム情報、サイズ、使用済の容量、使用可能な容量。

アダ

プタ

ホスト上で使用されているアダプター
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メッ

セー

ジ

バス

［レートで公開］ - 受信メッセージがメッセージ バスキューに公開されるレート。

［キューイングされたメッセージの合計］ - メッセージ キューのメッセージ数。

［メモリ使用量］ - メッセージ バスが使用しているメモリの量(バイト単位)

［ディスクの空き容量］ - メッセージ バスが利用できるディスクの空き容量(バイト単

位) 。

［メモリ制限］ - システムメモリの上限。 メモリ使用量がこの値を超えた場合、［メモリ

アラーム］が発行され、Security Analyticsがメッセージの受信を停止します。

［ディスクの空き容量制限］ - メッセージ バスのディスクの空き容量制限。 利用可能

なディスクの空き容量がこの値を下回ると、［ディスクの空き容量アラーム］が発行さ

れ、Security Analyticsがメッセージの受信を停止します。

［利用可能なメモリ制限］ - ［メモリ使用量アラーム］を発行する前に、このメッセージ

ブローカーで利用可能なメモリの量(バイト単位) 。

［利用可能なディスク制限］ - ［ディスクの空き容量制限］アラームを発行する前に、こ

のメッセージ ブローカーで利用可能なディスクの容量(バイト単位) 。

［ディスクの空き容量アラーム］ - ［True または［False］。 ［True］は、利用可能なディ

スクの空き容量が［ディスクの空き容量制限］で設定された値を下回っており、

Security Analyticsがメッセージの受信を停止していることを示します。

［メモリアラーム］ - ［True ］または［False］。 ［True］は、利用可能なメモリ量が［メモ

リ制限］で設定された値を下回っており、Security Analyticsがメッセージの受信を停止

していることを示します。

［Log Collectorの詳細］ビュー

［Log Collectorの詳細］ビューには、Log Collectorの情報が表示されます。次の図は、［Log
Collectorの詳細］ビューを示しています。
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関連する手順については、次のトピックを参照してください： サービスの詳細の監視 .

タブ

下のセクションには、サービスの全般的な統計を表示する［収集］タブと［イベント処理］タブがあ

ります。

［収集］タブ

Security Analyticsで実装している各Log Collectionプロトコルのイベントの収集統計が表示され

ます( 「ログ収集ガイド」の「ログ収集のスタート ガイド」を参照してください) 。

［イベント処理］タブ

ログ収集時のSecurity Analytics内部のイベント処理プロトコル( =Log Decoder)の統計を表示

します。

パラメー

タ
説明

転送プロ

トコル

ログの収集に使用されるSecurity Analyticsプロトコル(すなわちLog Decoder)で

す。
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ステータ

ス

Log Decoderのステータスです。有効な値は次のとおりです。

l starting：データ収集を開始しています(データはまだ収集されていません) 。

l started：データを収集しています。

l stopping：データ収集を停止しています(データ収集の停止リクエストを受け取

りましたが、データの収集はまだ停止していません) 。

l stopped：データを収集していません。

l disabled：Decoderサービスとして構成されていません。

EPS このLog DecoderがLog Collectorからのイベントを処理するレート ( 1秒あたりのイベ

ント数)です。

イベント

合計

Log Decoderが処理したイベント数の合計です。

エラー 発生したエラーの数です。

警告 発生した警告の数です。

バイト

レート

現在のスループット ( 1秒あたりのバイト数)です。

［Log Decoderの詳細］ビュー

［Log Decoderの詳細］ビューには、Log Decoderの情報が表示されます。次の図は、［Log
Decoderの詳細］ビューを示したものです。
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関連する手順については、次のトピックを参照してください： サービスの詳細の監視

詳細セクション

このセクションには、サービスの現在の全般的な統計が表示されます。

統計情

報
説明

収集ス

テータス

データ収集のステータス。有効な値は次のとおりです。

l starting：データ収集を開始しています(データはまだ収集されていません) 。

l started：データを収集しています。

l stopping：データ収集を停止しています(データ収集の停止リクエストを受け取り

ましたが、データの収集はまだ停止していません) 。

l stopped：データを収集していません。

l disabled ：Log Decoderサービスとして構成されていません。

最大パ

ケット

レート

サービスがパケットをデータベースに書き込む1秒あたりの最大レート。レートは、短

時間( 10秒)の移動平均です。サービスがデータの収集を停止した後で、データ収

集中の最大レートが表示されます。
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秒あたり

のイベン

トの数

Log Decoder がLog Collectorからのイベントを処理するレート (秒あたりのイベント

数) 。

プール

パケット

収集

収集に使用できるパケット ページ数。

メタ レー

ト

サービスがメタデータ オブジェクトをデータベースに書き込む1秒あたりのレート。レー

トは、短時間( 10秒)の移動平均です。サービスがデータの収集を停止した後で、

レートはゼロにリセットされます。

プール

パケット

アセンブ

ラ

アセンブルを待機しているパケット ページ数。

最大メ

タ レート

サービスがメタデータ オブジェクトをデータベースに書き込む1秒あたりの最大レー

ト。レートは、短時間( 10秒)の移動平均です。サービスがデータの収集を停止し

た後に、データ収集中に到達した最大レートが表示されます。

アセンブ

ラパケッ

ト ペー

ジ

アセンブルを待機しているパケット ページ数。

ドロップ

された

収集

ネットワークカードでドロップされたと報告されたパケットの数。サービスがデータの

収集を停止した後で、レートはゼロにリセットされます。

プール

パケット

書き込

み

PCSパイプライン内にあり、データベースに書き込む必要があるパケット ページの

数。
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ドロップ

された

収集の

割合

ネットワークカードでドロップされたと報告されたパケットの割合。

最初の

日時

最初のパケットが収集された日時(最初のパケットがパケット データベースに格納さ

れた日時) 。パケットがパケット データベースからロールアウトされると、この時刻は

増加します。

最新の

日時

最後のパケットが収集された日時(パケットがデータベースに書き込まれた日時) 。

新しいパケットが収集されるとこの時刻が増えます。

［Malwareの詳細］ビュー

［Malwareの詳細］ビューには、Malware Analysisの情報が表示されます。次の図は、

［Malwareの詳細］ビューを示したものです。

関連する手順については、次のトピックを参照してください： サービスの詳細の監視 .

詳細セクション

［イベント］タブ

Malware Analysisサービスの次のイベント関連統計情報を表示します。
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l 過去24時間のイベントの数

l 平均処理時間

l 過去24時間のファイルの数

l キューのイベント

l 過去7日間のイベントの数

l 処理されたイベント

l 過去7日間のイベントの数

l 1秒あたりのイベント数スループット

l 過去1か月のイベントの数

l 前回のイベントのセッション時間

l 過去1か月のファイルの数

l 過去3か月のイベントの数

l 過去3か月のファイルの数

［Reporting Engineの詳細］ビュー

［Reporting Engineの詳細］ビューには、バージョン情報、アクティブなリクエストの数、有効化さ

れているアラートの数など、Reporting Engineの情報が表示されます。

次の図は、［Reporting Engineの詳細］ビューを示しています。
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関連する手順については、次のトピックを参照してください： サービスの詳細の監視 .

詳細セクション

このセクションは［レポート］タブと［JVM］タブで構成され、追加の統計情報が示されています。

［レポート］タブ

Reporting Engineサービスのレポート関連の統計情報が表示されます。

［Warehouse Connectorの詳細］ビュー

［Warehouse Connectorの詳細］ビューには、ビルドされた日付、CPU、バージョン情報など、

Warehouse Connectorの情報が表示されます。次の図に、［Warehouse Connectorの詳細］

ビューを示します。

関連する手順については、次のトピックを参照してください： サービスの詳細の監視 .

機能

詳細セクション

このセクションには、サービスの現在の全般的な統計が表示されます。

［ポリシー］ビュー

［ポリシー］ビュー

次の図は［ポリシー］ビューを示しています。
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アクセス方法

このビューへのアクセスに必要な権限は、［サービスの管理］です。

1. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

2. ［ポリシー］タブをクリックします。

［ポリシー］パネル

［ポリシー］パネルでは、このパネルに表示されているホストとサービスのポリシーを追加または削

除できます。

機

能
説明

新しいポリシーの対象として選択可能なサービスタイプが表示されます。ポリシーを定

義するサービスタイプを選択します。

選択されたポリシーを［ポリシー］パネルから削除します。一度に削除できるポリシーは1

つだけです。
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機

能
説明

ポリシー名を変更できます。

選択されたポリシーのコピーを作成します。たとえば、［
第1ポリシー

］を選択して をク

リックすると、Security Analyticsによってこのポリシーのコピーが作成され、第1ポリシー

( 1)という名前が付けられます。

［ポリシー］パネルで、サービスとホストを展開しポリシーのリストを表示します。

［ポリシー］パネルで、サービスとホストを閉じ、ポリシーのリストを非表示にします。

リストの内容：

l 定義したポリシーの対象となるサービスとホスト

l ホストとサービスに適用できるRSA標準ポリシー

［ポリシー詳細］パネル

［ポリシー詳細］パネルには、［ポリシー］パネルから選択したポリシーが表示されます。

機

能
説明

保

存

このパネルで行った変更を保存します。

ポリ

シー

のタ

イプ

選択されたポリシーのタイプを表示します。
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機

能
説明

最

終

更

新

日

このポリシーが前回修正された日付を表示します。

有

効

化

ポリシーを有効化または無効化するには、このチェックボックスをオンまたはオフにしま

す。

サービス

メニューを表示します。 次のいずれかを選択します。

l ［グループ］：このポリシーに追加するサービスグループを選択するための［グループ］ダ

イアログを表示する場合。

l ［サービス/ホスト］：このポリシーに追加するサービスまたはホストを選択するための

［サービス/ホスト］ダイアログを表示する場合。ポリシーのタイプが［ホスト］の場合、メ

ニューには［サービス］ではなく［ホスト］が表示されます。ポリシーのタイプに応じて、

サービスまたはホストを選択できます。

選択されたサービスまたはグループをこのポリシーから削除します。

ルール

［ルールの追加］ダイアログが表示され、このポリシーのルールを定義できます。

選択されたルールをこのポリシーから削除します。

選択されたルールの［ルールの編集］ダイアログを表示します。

ポリシーの抑制
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機

能
説明

ポリシーを抑制する時間帯を追加します。

選択されたポリシー抑制時間帯を削除します。

タイ

ム

ゾー

ン

ドロップダウンリストからポリシーのタイムゾーンを選択します。 このタイムゾーンは、ポ

リシー抑制とルール抑制の両方に適用されます。

ポリシー抑制時間帯を選択するには、チェックボックスをオンにします。

日 指定した時間帯にポリシーを抑制する曜日。ポリシーを抑制する曜日をクリックしま

す。 曜日の任意の組み合わせ(すべての曜日を含む)を選択できます。

時

間

範

囲

選択した曜日にポリシーが抑制される時間範囲。

通知

メール通知行を追加します。

選択されたポリシー抑制時間帯を削除します。

通

知

の

設

定

［グローバル通知］ビューが開き、メール通知設定を定義できるようになります。

メール通知行を選択するには、チェックボックスをオンにします。
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機

能
説明

タイ

プ

EMAILが表示されます。  EMAILは、このリリースで使用可能な唯一の通知タイプで

す。

通

知

メール通知の通知出力を選択します。 このドロップダウンリストに表示される値のソー

スについては、「システム構成ガイド」の「通知タイプの構成」を参照してください。

通

知

サー

バ

メール通知サーバを選択します。このドロップダウンリストに表示される値のソースにつ

いては、「システム構成ガイド」の「通知サーバの構成」を参照してください。

テン

プ

レー

ト

このメール通知のテンプレートを選択します。RSAでは、「ヘルスモニタ デフォルトSMTP
テンプレート」と「アラームテンプレート」を提供しています。このドロップダウンリストに表

示される他の値のソースについては、「システム構成ガイド」の「通知テンプレートの構

成」を参照してください。

注：次のトピックを参照してください：デフォルトのメール件名を含める指定した受信者

へのヘルスモニタ メール通知に、ヘルスモニタ テンプレートのデフォルトのメール件名を

追加する場合は、「&デフォルトのメール件名を含める&」を参照してください。

［グループ］ダイアログ

機能 説明

［グループ］パネル

名前 定義されたサービスグループを表示します。次のいずれかを選択します。

l ［すべて］：［サービス］パネルにすべてのサービスが表示されます。

l 個々のグループ：［サービス］パネルにそのグループに属するサービスが表示されま

す。

［サービス］パネル

名前 サービスの名前を表示します。

ホスト サービスが実行されているホストを表示します。
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機能 説明

タイプ サービスのタイプを表示します。

［ルール］ダイアログ

機能 説明

有効

化

このポリシーのルールを有効化または無効化するには、このチェックボックスをオ

ンまたはオフにします。

名前 ルールの名前を入力します。

説明 Security Analytics 10.5.0.1では、このフィールドが追加されました。

ルールの説明を入力します。RSAでは、次の情報をこのフィールドに含めること

を推奨しています。

l 情報：ルールの目的と監視対象の問題。

l 改善策：このルールのアラームをトリガーする状況を解決するためのステッ

プ。

重大度 ルールの重大度を選択します。有効な値は次のとおりです。

l クリティカル

l 高

l 中

l 低

統計情報 このルールでチェックする統計を選択します。次のように選択します。

l 左ドロップダウンリストから統計のカテゴリーを1つ選択します。

l 右ドロップダウンリストから統計を1つ選択します。

ルールでチェックする必要があると思われる統計情報の例については、［システ

ム統計ブラウザ］ビューを参照してください。
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機能 説明

アラーム閾

値

ポリシーアラームをトリガーするルールの閾値を定義します。

l 演算子：

l Security Analytics 10.5の場合：=、!=、<、<=、>、>=

l Security Analytics 10.5.0.1以降の場合：「閾値演算子」を参照してくださ

い

l 値

l 期間(分)

リカバリ閾

値

ルールをクリアする閾値とタイミングを定義します。

l 演算子：

l Security Analytics 10.5の場合：=、!=、<、<=、>、>=

l Security Analytics 10.5.0.1以降の場合：「閾値演算子」を参照してくださ

い

l 値

l 期間(分)

ルールの抑制

ルール抑制時間帯を追加します。

選択されたルール抑制時間帯を削除します。

ルール抑制時間帯を選択するには、チェックボックスをオンにします。

タイムゾー

ン：time-

zone

ポリシーのタイムゾーンを表示します。 ポリシーのタイムゾーンは［ポリシーの抑

制］パネルで選択します。

日 指定した時間帯にルールを抑制する曜日。ルールを抑制する曜日をクリックし

ます。 曜日の任意の組み合わせ(すべての曜日を含む)を選択できます。

時間範囲 選択した曜日にルールが抑制される時間帯。
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Security Analytics 10.5.0.1では、次の「閾値演算子」セクションで説明するように、閾値演算

子のサポートが追加されています。

閾値演算子

［ルール］ダイアログの［アラーム閾値］フィールドと［リカバリ閾値］フィールドでは、指定した統計

条件に基づいて数値演算子または文字列演算子のいずれかを入力するよう求められます。

数値演算子のドロップダウンメニュー： 文字列演算子のドロップダウンメニュー：

RSAヘルスモニタのメールテンプレート

注：次のトピックを参照してください：デフォルトのメール件名を含める指定した受信者へのヘル

スモニタ メール通知に、ヘルスモニタ テンプレートのデフォルトのメール件名を追加する場合

は、「&デフォルトのメール件名を含める&」を参照してください。
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ヘルスモニタ デフォルトSMTPテンプレート
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アラームテンプレート

Security Analyticsの事前定義ポリシー

Security Analyticsの事前定義ポリシー

次の表は、Security Analyticsの事前定義ポリシーと、各ポリシーに定義されたルールのリストを

示しています。

これらのポリシーに対して次のタスクを実行できます。

l サービス/グループの割り当ての変更。

l ポリシーの無効化 /有効化。

これらのポリシーに対して次のタスクを実行することはできません。

l ポリシーの削除。

l ポリシー名の編集。

注：事前定義ポリシーに関する追加情報については、

［ヘルスモニタ］＞［ポリシー］タブで、実際のポリシーを参照してください。
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ポリシー名 ルール名 アラームのトリガー

Communication Failure

Between Master Security

Analytics Host and a

Remote Host

10分以上にわたって、ホストがダウンしてい

る、ネットワークがダウンしている、メッセージ ブ

ローカーがダウンしている、セキュリティ証明書

が無効または見つからない。
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ポリシー名 ルール名 アラームのトリガー

SA Host

Monitoring

Policy

Critical Usage on

Rabbitmq Message Broker

Filesystem

var/lib/rabbitmqで、マウントされたファイ

ルシステム全体のディスク使用率が75%を超

える。

Filesystem is Full マウントされたファイルシステム全体のディスク

使用率が100%に達する。

High Filesystem Usage マウントされたファイルシステムのディスク使用

率が95%を超える。

High System Swap

Utilization

スワップの使用率が5%を超える状態が5分以

上継続する。

High Usage on

Rabbitmq Message Broker

Filesystem

マウントされたファイルシステム全体のディスク

使用率が60%を超える。

Host Unreachable ホストがダウンしている。

LogCollector Event

Processor Exchange

Bindings Status

10分以上にわたってログ収集メッセージ ブ

ローカーキューに問題がある。

LogCollector Event

Processor Queue with No

Bindings

10分以上にわたってログ収集メッセージ ブ

ローカーキューに問題がある。

LogCollector Event

Processor Queue with No

Consumers

10分以上にわたってログ収集メッセージ ブ

ローカーキューに問題がある。

Power Supply Failure ホストの電源がない。

RAID Logical Drive

Degraded

RAID論理ドライブのステータスが「Degraded」

または「Partially Degraded」である。
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ポリシー名 ルール名 アラームのトリガー

RAID Logical Drive

Failed

RAID論理ドライブのステータスが「Offline」、

「Failed」、「Unknown」である。

RAID Logical Drive

Rebuilding

RAID論理ドライブのステータスが「Rebuild」で

ある。

RAID Physical Drive

Failed

RAID物理ドライブのステータスが、「Online」、

「Online Spun Up」、「Hotspare」のいずれでも

ない。

RAID Physical Drive

Failure Predicted

RAID物理ドライブの予測障害数が1より大き

い。

RAID Physical Drive

Rebuilding

RAID物理ドライブで、物理

ドライブの状態がRebuildと等しい。

RAID Physical Drive

Unconfigured

RAID物理ドライブで、物理

ドライブの状態に「Unconfigured(good)」が含

まれる。

SD Card Failure SDカードのステータスがOKでない。

SA Archiver

Monitoring

Policy

Archiver Aggregation

Stopped

Archiverのステータスが「開始」でない。

Archiver Database(s) Not

Open

データベースのステータスが「オープン」でない。

Archiver Not Consuming

From Service

デバイスのステータスが「consuming」でない。

Archiver Service in Bad

State

サービスのステータスが「開始」または「Ready」

でない。

Archiver Service Stopped サービスのステータスが「開始」でない。
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ポリシー名 ルール名 アラームのトリガー

SA Broker

Monitoring

Policy

Broker >5 Pending

Queries

保留クエリーが5個以上ある状態が10分以上

継続している。

Broker Aggregation

Stopped

Brokerのステータスが「開始」でない。

Broker Not Consuming

From Service

デバイスのステータスが「consuming」でない。

Broker Service in Bad

State

サービスのステータスが「開始」または「Ready」

でない。

Broker Service Stopped サービスのステータスが「開始」でない。

Broker Session Rate Zero セッションレート (現在)が0の状態が2分以上

継続している。
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ポリシー名 ルール名 アラームのトリガー

Security

Analytics

Concentrator

Monitoring

Policy

Concentrator >5 Pending

Queries

保留クエリーが5個以上ある状態が10分以上

継続している。

Concentrator Aggregation

Behind >100K Sessions

未処理デバイスセッションが100,000以上の状

態が1分以上継続している。

Concentrator Aggregation

Behind >1M Sessions

未処理デバイスセッションが1,000,000以上の

状態が1分以上継続している。

Concentrator Aggregation

Behind >50M Sessions

未処理デバイスセッションが50,000,000以上の

状態が1分以上継続している。

Concentrator Aggregation

Stopped

Brokerのステータスが「開始」でない。

Concentrator Database(s)

Not Open

データベースのステータスが「オープン」でない。

Concentrator Meta Rate

Zero

Concentratorメタ レート (現在)が0の状態が2

分以上継続している。

Concentrator Not

Consuming From Service

デバイスのステータスが「consuming」でない。

Concentrator Service in

Bad State

サービスのステータスが「開始」または「Ready」

でない。

Concentrator Service

Stopped

サービスのステータスが「開始」でない。
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ポリシー名 ルール名 アラームのトリガー

Security

Analytics

Decoder

Monitoring

Policy

Decoder Capture Not

Started

収集ステータスが「開始」でない。

Decoder Capture Rate

Zero

収集レート (現在)が0の状態が2分以上継

続している。

Decoder Database Not

Open

データベースのステータスが「オープン」でない。

Decoder Dropping >1% of

Packets

収集のパケット ドロップレート (現在)が1%以

上である。

Decoder Dropping >10%

of Packets

収集のパケット ドロップレート (現在)が10%

以上である。

Decoder Dropping >5% of

Packets

収集のパケット ドロップレート (現在)が5%以

上である。

Decoder Packet Capture

Pool Depleted

パケット収集キューが0の状態が2分以上継続

している。

Decoder Service in Bad

State

サービスのステータスが「開始」または「Ready」

でない。

Decoder Service Stopped サービスのステータスが「開始」でない。
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ポリシー名 ルール名 アラームのトリガー

Security

Analytics

Event Steam

Analysis

Monitoring

Policy

ESA Overall Memory

Utilization > 85%

ESAの総メモリ使用率が85%以上である。

ESA Overall Memory

Utilization > 95%

ESAの総メモリ使用率が95%以上である。

ESA Service Stopped サービスのステータスが「開始」でない。

ESA Trial Rules Disabled 評価版ルールのステータスが有効でない。

Security

Analytics IPDB

Extractor

Monitoring

Policy

IPDB Extractor Service in

Bad State

サービスのステータスが「開始」または「Ready」

でない。

IPDB Extractor Service

Stopped

サービスのステータスが「開始」でない。

Security

Analytics

Incident

Management

Monitoring

Policy

Incident

Management Service

Stopped

サービスのステータスが「開始」でない。
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ポリシー名 ルール名 アラームのトリガー

Security

Analytics Log

Collector

Monitoring

Policy

Log Collector Service

Stopped

サービスのステータスが「開始」でない。

Log Decoder Event Queue

> 50% Full

現在のキューのイベント数がキューの50%以上

を使用している。

Log Decoder Event Queue

> 80% Full

現在のキューのイベント数がキューの80%以上

を使用している。

Log Collector Service in

Bad State

サービスのステータスが「開始」または「Ready」

でない。

Security

Analytics Log

Decoder

Monitoring

Policy

Decoder Dropping>10%

of Packets

収集のパケット ドロップレート (現在)が10%

以上である。

Log Capture Not Started 収集ステータスが「開始」でない。

Log Decoder Capture

Rate Zero

収集レート (現在)が0の状態が2分以上継

続している。

Log Decoder

Database Not Open

データベースのステータスが「オープン」でない。

Log Decoder Dropping

>1% of Logs

収集のパケット ドロップレート (現在)が1%以

上である。

Log Decoder Dropping

>5% of Logs

収集のパケット ドロップレート (現在)が5%以

上である。

Log Decoder Packet

Capture Pool Depleted

パケット収集キューが0の状態が2分以上継続

している。

Log Decoder Service

Stopped

サービスのステータスが「開始」でない。

Log Decoder Service in

Bad State

サービスのステータスが「開始」または「Ready」

でない。
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ポリシー名 ルール名 アラームのトリガー

Security

Analytics

Malware

Analysis

Monitoring

Policy

Malware Analysis Service

Stopped

サービスのステータスが「開始」でない。

Security

Analytics

Reporting

Engine

Monitoring

Policy

Reporting Engine Alerts

Critical Utilization

アラート使用率が10％以上の状態が5分以

上継続している。

Reporting Engine

Available Disk <10%

使用可能ディスク領域が10%未満である。

Reporting Engine

Available Disk <5%

使用可能ディスク領域が5%未満である。

Reporting Engine Charts

Critical Utilization

チャート使用率が10％以上の状態が5分以

上継続している。

Reporting Engine Rules

Critical Utilization

ルール使用率が10％以上の状態が5分以上

継続している。

Reporting Engine

Schedule Task Pool

Critical Utilization

スケジュールタスクプール使用率が10％以上

の状態が15分以上継続している。

Reporting Engine Service

Stopped

サービスのステータスが「開始」でない。

Reporting Engine

Shared Task

Critical Utilization

共有タスクプール使用率が10％以上の状態

が5分以上継続している。
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ポリシー名 ルール名 アラームのトリガー

Security

Analytics

Warehouse

Connector

Monitoring

Policy

Warehouse Connector

Service in Bad State

サービスのステータスが「開始」または「Ready」

でない。

Warehouse

Connector  Service

Stopped

サービスのステータスが「開始」でない。

Warehouse

Connector  Stream Behind

未処理のストリームが2,000,000以上である。

Warehouse

Connector  Stream Disk

Utilization > 75%

ストリームディスク使用率(宛先ロード待ち)

が75%以上である。

Warehouse Connector

Stream in Bad State

ストリームのステータスが、「consuming」または

「Online」でない状態が10分以上継続してい

る。

Warehouse Connector

Stream Permanently

Rejected Files > 300

永続的に拒否したファイルの数が300以上で

ある。

Warehouse Connector

Stream Permanently

Rejected Folder > 75%

Full

拒否フォルダの使用率が75%以上である。

Security

Analytics

Workbench

Monitoring

Policy

Workbench Service in

Bad State

サービスのステータスが「開始」または「Ready」

でない。

Workbench Service

Stopped

サービスのステータスが「開始」でない。
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［システム統計ブラウザ］ビュー

Security Analyticsには、ホストとサービスのステータスやオペレーションを監視する方法が用意さ

れています。［システム統計ブラウザ］タブには、収集状況、ホストまたはサービスのシステム情

報が表示されます。選択したパラメータに基づいて統計ビューをカスタマイズして、データをフィル

タ表示することができます。

［システム統計ブラウザ］ビューにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. ［Security Analytics］メニューで、［Administration］＞［ヘルスモニタ］を選択します。

［ヘルスモニタ］ビューが表示され、［監視］タブが開きます。

2. ［システム統計ブラウザ］をクリックします。

［システム統計ブラウザ］ビューが表示されます。

フィルタ

この表は、システム統計ビューのフィルタとカスタマイズに使用できるさまざまなパラメータを示して

います。

パラ

メー

タ

説明

ホス

ト

統計情報を表示するホストをドロップダウンメニューから選択します。

使用可能なすべてのホストをリストするには、［任意］を選択します。
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パラ

メー

タ

説明

コン

ポー

ネン

ト

統計を表示するコンポーネントをドロップダウンメニューから選択します。

選択したホスト上のすべてのコンポーネントをリストするには、［任意］を選択します。

カテ

ゴリー

統計を表示する必要のあるカテゴリーを入力します。

Regexフィルタを有効にするには、［Regex］を選択します。このフィルターを有効にす

ると、テキストに対して正規表現検索が実行され、一致するカテゴリがリストされま

す。［Regex］を選択していない場合は、グロビングパターンマッチングがサポートされ

ます。

統計

情報

すべてのホストまたはコンポーネントに関して表示する必要のある統計情報を入力

します。

Regexフィルタを有効にするには、［Regex］を選択します。このフィルターを有効にす

ると、テキストに対して正規表現検索が実行され、一致するカテゴリがリストされま

す。［Regex］を選択していない場合は、グロビングパターンマッチングがサポートされ

ます。

Order

By

リストを表示する際のソート順を選択します。

リストを昇順でフィルタ表示するには、［昇順］を選択します。

コマンド

コマンド アクション

適用 クリックすると、選択したフィルタが適用され、設定した条件でリストが表示されま

す。

クリア クリックすると、選択したフィルタが解除されます。

システム統計ビューの表示

統計情報、サービスまたはホストのシステム情報が表示されます。

統計の詳細へのアクセス
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いずれかの統計情報を選択して、パネルの右側にある［統計の詳細］をクリックします。

統計の詳細セクションが開き、選択した統計情報の詳細が表示されます。

［システム］の［情報］パネル

概要

このトピックでは、システムのバージョンやライセンスステータスなどの情報を表示する［システム］

の［情報］パネルについて説明します。

このビューへのアクセスに必要な権限は、［システム設定の管理］です。

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 Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［システム］を選択します。

l AdministrationモジュールのSecurity Analyticsツールバーで、［システム］をクリックします。

デフォルトでは、［システム］の［情報］パネルが表示されます。

l ［通知］トレイにSecurity Analyticsの更新が使用可能という通知が表示されている場合は、

［表示］をクリックします。
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機能

［バージョン情報］セクションには、現在インストールされているSecurity Analyticsのバージョン情

報が表示されます。

次の表に、［バージョン情報］セクションの機能とその説明を示します。

名前 説明

現在

のバー

ジョン

現在実行しているSecurity Analyticsのバージョンが表示されます。バージョンの形式

は、major-relase.minor-release.stability-id.build-numberです。stability-idの値は次

のようになります。

l 1：開発中

l 2：アルファ

l 3：ベータ

l 4：RC

l 5：ゴールド

現在

のビル

ド

現在のビルド番号を表します。主にトラブルシューティングの際に使用されます。
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名前 説明

ライセ

ンス

サーバ

ID

各クライアント ホストは、ホストのライセンスを管理するために、LLS( Local Licensing

Server)がインストールされた状態で出荷されます。このフィールドは、このSecurity

AnalyticsのインスタンスにLLSがインストールされているかどうかを表します。

l LLSがインストールされている場合は、ライセンスサーバIDが表示されます。

l ［Unknown］(不明)と表示されている場合、LLSがインストールされていないことを

表します。

ライセ

ンスス

テータ

ス

ライセンスが有効かどうかを示します。ライセンスの状態に応じて、次のようになりま

す。

l 有効な場合：このフィールドに「有効」と表示されます。右側の［無効化］ボタンを

クリックしてライセンスを無効化できます。

l 無効な場合：このフィールドに「無効」と表示されます。右側の［有効化］ボタンを

クリックしてライセンスを有効化できます。

［システム］の［更新］パネル：［手動更新］タブ

概要

このトピックでは、ローカル更新リポジトリにRSAソフトウェア更新をアップロードする場合に使用

するインタフェースタブについて説明します。Live更新リポジトリに接続されている場合、

Security Analyticsによって自動的に最新のソフトウェア更新が［ホスト］ビューで利用できるよう

になります。Live更新リポジトリに接続されていない場合や、［ホスト］ビューで目的のソフトウェ

アバージョンを見つけることができない場合、［手動更新］タブを使用して手動でバージョンの

更新をアップロードできます。

このビューへのアクセスに必要な権限は、［システム更新の適用］です。

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. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［システム］を選択します。

2. ［オプション］パネルで［更新］を選択します。

［システム］の［更新］パネルが表示され、［更新リポジトリ］タブが開きます。
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3. ［手動更新］タブを選択します。

機能

この表は、［手動更新］タブの機能について説明しています。

機

能
説明

選択したzipファイルを削除します。

［ファイルのアップロード］ダイアログを開きます。 このダイアログを使用して、ローカル

ファイルシステムにダウンロードしたソフトウェアバージョンの更新パッケージzipファイル

を［手動更新］タブにアップロードします。このダイアログの機能は次のとおりです。

-このコンピューターから最後にアクセスしたローカルディレクトリを開きます。ダ

ウンロードしたソフトウェアバージョンの更新パッケージzipファイルがこのディレクト

リにない場合は、適切なディレクトリを参照します。目的のパッケージzipファイル

を選択し、［開く］をクリックします。

：選択したzipファイルを削除します。

ファイル名：ソフトウェアバージョンの更新パッケージzipファイル名。

アップロード：ローカルディレクトリから選択したソフトウェアバージョンの更新zip
パッケージ ファイルを［手動更新］タブにアップロードします。

閉じる - ダイアログを閉じます。
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機

能
説明

ファ

イル

名

ソフトウェアアップデート バージョンのzipファイル名。

バー

ジョ

ン

zipファイルに含まれる更新バージョン。

サマ

リー

バージョンのzipファイルの説明。 たとえば、zipファイルがその更新の3つのzipファイルの1

つ目である場合は「1/3」と表示されます。

適

用

ホストの更新で使用するために、ローカル更新リポジトリに、選択したzipファイルを追

加します。Security Analyticsは、zipファイルを解凍し、［ホスト］ビューの［ステータス］に

は、更新ありと表示されます。［ホスト］ビューからこれらのソフトウェアバージョンの更新

を選択し、ホストに適用できます。

［システム］の［更新］パネル：［リポジトリ容量管理］ダイアログ

概要

このトピックでは、ローカル更新リポジトリのディスク領域を管理するために使用する［リポジトリ

容量管理］ダイアログについて説明します。

このビューへのアクセスに必要な権限は、［システム更新の適用］です。

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. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［システム］を選択します。

2. ［オプション］パネルで［更新］を選択します。

［システム］の［更新］パネルが表示され、［設定］タブが開きます。

3. ［リポジトリの管理］をクリックします。

［リポジトリ容量管理］ダイアログが表示され、ローカル更新リポジトリの内容と空きスペース
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が示されます。

機能

この表は、［設定］タブの機能について説明しています。

機能 説明

選択したバージョンを削除します。

バージョン ローカル更新リポジトリに保存された更新のバージョンを表示します。

サイズ ローカル更新リポジトリに保存された各バージョン更新のサイズを表示しま

す。

ダウンロード ス

テータス

ローカル更新リポジトリに保存された各バージョン更新のダウンロード ス

テータスを表示します。

キャンセル 変更を行わずにダイアログを閉じます(ローカル更新リポジトリが空の場合

に表示されます) 。

続行 選択したバージョンの更新を削除します。
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機能 説明

閉じる ローカル更新リポジトリにバージョン更新がない場合、ダイアログを閉じま

す。

［システム］の［更新］パネル - ［設定］タブ

概要

このトピックでは、Live更新リポジトリへの接続をセットアップする場合に使用するインタフェース

について説明します。これらの設定によって、Security AnalyticsはLive更新リポジトリにアクセス

し、ローカル更新リポジトリを同期することができるようになります。

このビューへのアクセスに必要な権限は、［システム更新の適用］です。

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. Security Analyticsメニューで、［Administration］＞［システム］を選択します。

2. ［オプション］パネルで［更新］を選択します。

［システム］の［更新］パネルが表示され、［設定］タブが開きます。

機能

この表は、［設定］タブの機能について説明しています。
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機能 説明

Liveアカウン

トの構成

［Administration］＞［システム］＞［Live］パネルを表示します。Liveアカウント

認証情報を構成していない場合は、このパネルで構成できます。

プロキシ設

定の構成

［Administration］＞［システム］＞［HTTPプロキシ設定］パネルを表示しま

す。HTTPプロキシ設定を構成していない場合は、ここで構成できます。

Live更新リ

ポジトリに接

続

選択すると、RSA更新リポジトリとの自動同期が有効になります。デフォルト

値は未接続です。

適用 このタブの設定を適用します。

更新のチェッ

ク

ライブ更新リポジトリをチェックし、使用可能な更新がないか確認します。

リポジトリの

管理

ローカル更新リポジトリのディスク領域を管理できる［リポジトリ容量管理］ダイ

アログを開きます。
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