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Detectの概要

Detectを使用すると、疑わしい活動の分析を合理化し、侵入に対するリアルタイムの対応を

可能にします。エンドポイントグループを継続的にスキャンするため、IOCについての情報をデプ

ロイします。可能性のあるセキュリティ侵害が検出されると、アラートが生成されます。

脅威データの種類

グループに適用されるインテリジェンスをカスタマイズし、複数のソースからの脅威データを組み

合わせることができます。

シグナル

エンドポイント上のプロセス、ネットワーク、レジストリ、およびファイルイベントを継続的にリアルタ

イムで評価するために、Tanium™ Traceとの統合によってシグナルを使用できます。シグナル

は、Detectサービスが言語の構文と現在サポートされている利用条件の両方を取り込んで検

証する特定の言語を実装しています。SignalはTaniumのフィードとして利用できます。もしく

は独自のシグナルを作成することもできます。

インテリジェンスのドキュメント

インテリジェンスのドキュメントは、潜在的な侵入を検出して対応するためのアーティファクトの

コレクションを表します。これらのアーティファクトには、MD5ハッシュ、ファイル名、ドメイン名、レ

ジストリデータ、IPアドレス、プロセスハンドルなどがあります。セキュリティ侵害の証拠や痕跡

(IOC)のインジケータは、グローバル一意識別子 (GUID)によって識別される更新を伴うバージョ

ニングの対象となる場合あります。一般的なフォーマットであるOpenIOCとSTIXは、特定の侵

入に対する適応性を提供し、企業全体や、より広いコミュニティで共有することができます。

インテリジェンスドキュメントは、手動でアップロードするだけでなく、次のようなソースからイン

ポートまたはストリームすることもできます。

l PwC Threat Intelligence (PwC脅威インテリジェンス)

l TAXIIストリーム

l iSIGHT Partners ThreatScape

l STIXおよびOpenIOC形式のデータ

l Tanium Trace

YARAファイル

YARAはパターンマッチングエンジンです。YARAファイルは、ルールを使用して、対象のエンドポイ

ント上のファイル内の疑わしいコンテンツを分類して識別します。各ルールは、バイトパターン、
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文字列、および正規表現からなるユーザー定義の説明を結合するブール式で構成されてい

ます。テキストエディタまたはルールを自動生成するツールを使用することができます。YARAファ
イルは、定義された検索範囲と組み合わされると、検出スキャンのための通常のインテリジェ

ンスのように使用されます。

詳細については、YARAのWebサイトを参照してください。

レピュテーションデータ

レピュテーションインテリジェンスを使用するように構成されたエンドポイントの場合、保存され

たQuestionによって見つかったハッシュは、評価のためにサードパーティのレピュテーションサービ

スに送信されます。このインテリジェンスがアラートを生成すると、プロセスハッシュとドライバハッ

シュが装飾され、一目でわかる状態になります。既知の悪意のある一致であれば、対象コン

ピュータグループと、継続的なバックグラウンドスキャンに使用されるインテリジェンスドキュメント

のクイックスキャンが自動的に開始されます。

インテリジェンススキャンを検出する

Detectパッケージは、グループが設定されたり、インテリジェンスがアップロードされたりすると、自

動的に作成、デプロイされます。各パッケージはエンドポイントで別々にプッシュされ、独立し

て更新できます。パッケージは以下で構成されています。

l グループ構成パッケージ：Detectツール、評価エンジン、インテリジェンスマッピングファイ

ル、およびブラックアウト期間が含まれています。

l インテリジェンスパッケージ：エンドポイントを調査するためのインテリジェンスが含まれてい

ます。インテリジェンスパッケージは、同期パッケージ(すべてインテリジェンス)またはデルタ

パッケージ(前回の同期以降のインテリジェンスまたはデルタパッケージ)の場合がありま

す。インテリジェンスが更新されると、デルタインテリジェンスパッケージがエンドポイントに

プッシュされます。この更新プログラムパッケージの名前には、[Delta]が含まれています。

例：Detect Intel for Windows Revision 51 Delta。[Intel Package Publication Max
Deltas (インテリジェンスパッケージ公開最大デルタ](デフォルト：10)の設定後、同期パッ

ケージが再びデプロイされます。

インテリジェンスの集約とデプロイ

インテリジェンスがDetectワークベンチに取り入れられると、Tanium SignalsやOpenIOCなどのイ

ンテリジェンスのソースが特定され、カスタムラベルを適用できます。カスタムラベルを使用して、

あらゆるタイプのインテリジェンスを特定の環境に適したセットに整理できます。たとえば、優先

順位、インシデント事例、または該当する攻撃対象に基づいてインテリジェンスを並べ替える

ことができます。

http://virustotal.github.io/yara/
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グループ構成を作成するときは、適用するインテリジェンスのソースとラベルのインテリジェンス

マッピングファイルを作成します。インテリジェンスマッピングファイルは、インテリジェンスがどのよう

にコンパイルされ、エンドポイントに適用されるかを決定します。デプロイ中、すべてのエンドポ

イントですべてのインテリジェンスを受信します。インテリジェンスマッピングファイルは、評価中に

エンジンが使用するインテリジェンスを決定します。完全なインテリジェンスパッケージをエンドポ

イントで利用できるようにすることで、簡単な構成変更により、適用されたインテリジェンスを

迅速に変更できます。ソースとラベルを使用すると、評価に含まれるインテリジェンスのドキュメ

ントとシグナルを動的に更新できます。

評価スキャンの仕組み

評価エンジンは、連続バックグラウンドスキャン、制限付き高速クイックスキャン、およびTrace
によるライブイベント監視の3つの方法で、指定されたインテリジェンスのエンドポイントを検索し

ます。

バックグラウンドスキャンは、何百ものエンドポイントアーティファクトを対象とした自動脅威ス

キャンを実施し、さまざまな種類の脅威インテリジェンスをサポートします。エンジンは、指定さ

れたインテリジェンスを検索し、定義された対象群に対するインテリジェンスを評価します。一

致が見つかると、エンジンはアラートを生成し、Detectサービスはスキャンが完了するのを待た

ずにこれらのアラートを定期的に収集します。

クイックスキャンは、一度に1つのコンピュータグループで1つのインテリジェンスのみで検索できる

ため、限られた容量で使用することを目的としています。クイックスキャンを開始すると、バック

グラウンドスキャンが一時停止され、クイックスキャンが完了し、バックグラウンドスキャンが再開

されます。このタイプのスキャンは、緊急度の高い状況で有効です。一致が見つかると、非同

期的に報告されるアラートを生成します。スキャンが完了するまで待つ必要はありません。

スキャンで一致が検出されると、アラートはエンドポイントから収集され、Detectに報告を返し

ます。そこから、Tanium Traceまたは他のTaniumのソリューションを介してエンドポイントをさらに

調べることができます。

ミッションクリティカルなエンドポイントがある場合、またはDetectをアクティブにできるときにエンド

ポイントを制限する必要がある場合は、グループ構成にブラックアウト期間を含めることができ

ます。このような場合は、どちらのタイプのスキャンも実行できません。

他のTaniumモジュールやコンポーネントとの統合

他のTanium製品やコンテンツと統合することにより、検出スキャンをより迅速かつ徹底的に実

行することができます。
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Tanium™ Connect

Detectで生成されたイベントとアラートは、Connectに送信されます。Connectを接続先に設定

することで、この情報はTaniumの外部で実行可能になります。Detectは、保存された

Questionからのハッシュ情報をConnectとレピュテーションサービスプロバイダに送信し、プロセス

ハッシュのレピュテーションステータスが一目でわかるよう詳述します。また、脅威データを作成

するために、Palo Alto Wildfireなどのソースからの着信接続を構成することもできます。

Tanium™ Index

Indexを使用して、エンドポイントのローカルファイルシステム上に存在するファイルの完全索引

を作成します。Indexは、ファイルとパスの情報、ハッシュ、およびマジックナンバーを取得しま

す。Indexを使用すると、Detectにより、ファイルシステム全体をスキャンすることなく、特定のファ

イルがエンドポイントに存在するかを迅速に判断できます。インテリジェンスのドキュメントを作

成して、完全または部分的なファイル名またはディレクトリパス、ファイルハッシュ(MD5、SHA1、
およびSHA256)、およびマジックナンバーを検索できます。

Tanium™ Trace

Detectは、以下の方法でTraceと統合されます。

l 単一のエンドポイントからのTraceの証拠を使用して、Detectツールがインストールされて

いる他のエンドポイントをスキャンすることができます。

l イベントレコーダーによってキャプチャされたTraceの履歴データを使用して、各エンドポイ

ントのインテリジェンス一致の証拠を詳細にスキャンすることができます。ライブプロセスイ

ベントマッチングのために、Traceイベントレコーダーにシグナルが送信されます。

l さらなる調査のために、Detectアラートから不審なエンドポイントへのライブ接続を行うこ

とができます。

追加のDetectドキュメント

評価エンジンのドキュメント

評価エンジンのドキュメントでは、エンドポイントがどのようにインテリジェンスやスキャンタイプと

相互作用するかを詳細に説明しています。ドキュメントには、インテリジェンスドキュメントタイ

プ、センサータイプ、予想されるエラーメッセージ、および評価に影響を与えるその他の機能の

説明が記載されています。Detectのホームページから、[Help (ヘルプ)] をクリックし、それから

[Evaluation Engine (評価エンジン)]タブをクリックします。
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APIドキュメント

APIドキュメントには、パスとモデルのリストがあり、操作を試行するインタラクティブな機能が含

まれます。Detectのホームページから、[Help (ヘルプ)] をクリックし、それから[API (API)]タブを

クリックします。

外部リソース

インテリジェンスのドキュメントとその開発の詳細については、以下のリソースを参照してくださ

い。

l 脅威情報構造化記述形式 (STIX)：サイバー脅威インテリジェンス情報のための構造

化言語

l 検知指標情報自動交換手順 (TAXII)

l YARAルールの記述

https://stixproject.github.io/
https://stixproject.github.io/
http://taxiiproject.github.io/
http://yara.readthedocs.io/en/latest/writingrules.html
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はじめに

1. Detectをインストールします。25ページのDetectのインストールを参照してください。

Detectのバージョンをアップグレードする場合は、28ページのDetectのバージョンをアップグ

レードするを参照してください。

2. 脅威データをアップロードします。30ページの脅威データの管理を参照してください。

3. インテリジェンスをエンドポイントにプッシュします。43ページのインテリジェンスのデプロイを

参照してください。

4. スキャンの結果を指定しアラートをキュレーションします。51ページのアラートの管理を参

照してください。



©2018 Tanium Inc. All Rights Reserved 14ページ

Detect要件

Detectをインストールおよび使用する前に要件を確認してください。

Taniumの依存関係

Detect製品モジュールのライセンスに加えて、お客様の環境も以下の要件を満たしていること

を確認してください。

コンポー

ネント

要件

Platform バージョン7.0以降。

拡張機能は、バージョン7.0.314.6042以降で使用できます。Tanium™ Interactのインス

トールも推奨されます。

詳細については、Tanium Core Platformインストールガイド：Taniumサーバのインストール

を参照してください。

Tanium™
Client

Detectは、Linux、Mac、およびWindowsエンドポイントに対応しています。

Windows XPにはSP3が、Windows 2003にはSP2がインストールされている必要がありま

す。

詳細については、Tanium Client Deploymentガイド：前提条件を参照してください。

Tanium™
Connect

イベント転送には3.0以降が必要です。レピュテーションデータには4.1.0以降が必要です。

Tanium™
Index

1.3.0.1以降(オプション)

Tanium™
Trace

2.1.0以降。Windows Server 2008およびWindows 7のエンドポイントでは、Sysmonが必要で

す。Tanium Traceユーザーガイド：サードパーティのソフトウェアを参照してください。

エンドポイントのハードウェア要件

エンドポイントで空きディスク容量250 MBが必要です。詳細については、Tanium Client
Deploymentガイド：前提条件を参照してください。

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/installing_tanium_server.html
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html
https://docs.tanium.com/trace/trace/requirements.html#Third-party_software
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html
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Tanium Module Serverのコンピュータリソース

Detectがインストールされ、Module Serverホストコンピュータ上のサービスとして実行されます。

使用状況によりますが、Module Serverへの影響は小さいです。詳細については、Tanium
Core Platformインストールガイド：ホストコンピュータのサイジングを参照してください。詳細はテ

クニカルアカウントマネージャ(TAM)にお問い合わせください。

ホストとネットワークセキュリティの要件

Detectを実行するには、特定のポートとプロセスが必要です。

ポート

インテリジェンスストリームを統合するために、Module Serverホストマシンのアウトバウンドポート

80および443が必要です。

セキュリティの除外

未知のホストシステムプロセスを監視およびブロックするためにセキュリティソフトウェアが環境内

で使用されている場合、セキュリティ管理者はTaniumプロセスを干渉なく実行できるように除

外を作成する必要があります。

ターゲットデバ

イス

プロセス

Module Server <Tanium Module Server>\services\detect3\node.exe

<Tanium Module Server>\services\detect3\twsm.exe

<Tanium Module Server>\services\event-service\node.exe

<Tanium Module Server>\services\event-service\twsm.exe

Windows x86
エンドポイント

<Tanium Client>\Tools\Detect3\TaniumDetectEngine.exe

Windows x64
エンドポイント

<Tanium Client>\Tools\Detect3\TaniumDetectEngine.exe

Mac OS
エンドポイント

<Tanium Client>/Tools/Detect3/TaniumDetectEngine

Linux x86
エンドポイント

<Tanium Client>/Tools/Detect3/TaniumDetectEngine

Linux x64
エンドポイント

<Tanium Client>/Tools/Detect3/TaniumDetectEngine

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/reference_host_system_sizing_guidelines.html
https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/reference_host_system_sizing_guidelines.html
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インターネットのURL

インテリジェンスストリームは、Tanium Module Server上で動作するDetectサービスから更新さ

れます。不明なURLを監視してブロックするため、セキュリティソフトウェアがデプロイされている

環境では、セキュリティ管理者がTanium Module Server上でインテリジェンスストリームプロバイ

ダのURLをホワイトリストに追加する必要があります。

ユーザーロール

Tanium Platformバージョン7.0では、最低限の質問作成者権限を持つユーザーはすべての

機能を実行できます。

バージョン7.1.314.3071以降では、ロールベースのアクセスコントロール(RBAC)のアクセス許可を

使用して、Detect機能へのアクセスを制限することができます。

アクセス許可 Detect
Administrator
(Detect管理

者 )

Detect Service
Account (サー

ビスアカウント

を検知 )

Detect Read
Only User
(Detect読み

取り専用ユー

ザー)

Detect User
(Detectユー

ザー)

Show Detect (検知を

表示)‡

Detectワークベンチ

へアクセス

Show Detect3(検知を

表示)‡

Detectワークベンチ

へアクセス

* * *

Detect Alert Write
(Detectアラート書き込

み)

アラートの表示と探

索

表1：Tanium 7.1 Detect Role Privileges (Detectロール特権 )
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アクセス許可 Detect
Administrator
(Detect管理

者 )

Detect Service
Account (サー

ビスアカウント

を検知 )

Detect Read
Only User
(Detect読み

取り専用ユー

ザー)

Detect User
(Detectユー

ザー)

構成読み取りを検知

する

エンジン設定の表

示と一覧表示

*

構成の書き込みを検

知する

エンジン構成の作

成、編集、および

削除

グループ構成読み取り

を検知する

インテリジェンスマッ

ピングのグループの

表示とリスト表示

*

グループ構成書き込み

を検知する

インテリジェンスマッ

ピング用のグループ

の作成、編集、お

よび削除

Detect Intel Read (イ
ンテリジェンス読み取り

の検知)†

インテリジェンスの表

示と一覧表示

* *
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アクセス許可 Detect
Administrator
(Detect管理

者 )

Detect Service
Account (サー

ビスアカウント

を検知 )

Detect Read
Only User
(Detect読み

取り専用ユー

ザー)

Detect User
(Detectユー

ザー)

Detect Intel Write
(Detect インテリジェン

ス書き込み)

インテリジェンスの追

加と削除

Detect Label Read
(Detectラベル読み取

り)

インテリジェンスに割

り当てられたラベル

を表示および一覧

表示する

* *

Detect Label Write
(Detectラベル書き込

み)

インテリジェンスに割

り当てられたラベル

の作成、編集、お

よび削除

通知の読み取りを検

知する

Taniumシグナル

フィードへの更新の

システム通知を表

示および一覧表示

する

*
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アクセス許可 Detect
Administrator
(Detect管理

者 )

Detect Service
Account (サー

ビスアカウント

を検知 )

Detect Read
Only User
(Detect読み

取り専用ユー

ザー)

Detect User
(Detectユー

ザー)

通知の書き込みを検

出

Detectワークベンチ

から通知を削除す

る

Detect Quickscan
Read (Detectクイックス

キャン読み取り)†

クイックスキャンの結

果を表示および一

覧表示する

* *

Detect Quickscan
Write (Detectクイック

スキャン書き込み)

クイックスキャンの結

果を開始、停止、

削除する

Detect Service User
(Detectサービスユー

ザー)†

グループの構成とイ

ンテリジェンスをデプ

ロイし、アラートとグ

ループ設定の統計

情報を収集し、ス

トリームからインテリ

ジェンスを取り込む
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アクセス許可 Detect
Administrator
(Detect管理

者 )

Detect Service
Account (サー

ビスアカウント

を検知 )

Detect Read
Only User
(Detect読み

取り専用ユー

ザー)

Detect User
(Detectユー

ザー)

Detect Source Read
(Detectソース読み取

り)

インテリジェンスの

ソースの表示と一

覧表示

* *

Detect Source Write
(Detectソース書き込

み)†

インテリジェンスの

ソースを追加、削

除、設定する

Detect Use API
(Detect使用API)

APIを使用して

Detect操作を実行

する

* * *

Detect
Suppressionrule
Write
(Suppressionrule
Writeの検出)

抑制ルールの作

成、編集、および

削除
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アクセス許可 Detect
Administrator
(Detect管理

者 )

Detect Service
Account (サー

ビスアカウント

を検知 )

Detect Read
Only User
(Detect読み

取り専用ユー

ザー)

Detect User
(Detectユー

ザー)

Detect
Suppressionrule Read
(Suppressionrule
Readの検出)

抑制ルールの表示

と一覧表示

* *

Detect Workbench
User (Detectワークベ

ンチユーザー)

Workbenchユー

ザーに特権を与え

る

Detect Demo User
(デモユーザーの検知)

デモユーザーに特

権を与える

コンテンツセットとアクセス許可の詳細および説明については、Tanium Core Platformユーザー

ガイド：ユーザーとユーザーグループを参照してください。

* 暗示的なアクセス許可を示します。

†他のモジュールのすべてのタスクを完了しInteract、Trace (バージョン2.2.0以降 )、または

Connect (バージョン4.3.0以降 )などの、すべてのコンテンツを表示するには、他のモジュールまた

はソリューションのアクセス許可が必要です。別の製品に役割を割り当てることも、必要な特

権だけを一覧表示するカスタムロールを作成することもできます。

‡Detectをインストールするには、管理者の予約済みロールが必要です。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_rbac_overview.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_rbac_overview.html
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アクセス許可 Detect
Administrator
(Detect管理

者 )

サービスアカウ

ントを検知す

る

Detect Read
Only User
(Detect読み

取り専用ユー

ザー)

Detect User
(Detectユー

ザー)

読み取りユーザー *

ホワイトリストに登録された

URLの書き込み

*

表2：Tanium 7.1マイクロ管理者ロール特権

コンテンツセットとアクセス許可の詳細および説明については、Tanium Core Platformユーザー

ガイド：ユーザーとユーザーグループを参照してください。

* 暗示的なアクセス許可を示します。

アクセス

許可

アクセス

許可用コンテン

ツセット

Detect
Administrator
(Detect管理

者 )

サービスア

カウントを

検知する

Detect
Read Only
User
(Detect読
み取り専

用ユー

ザー)

Detect
User
(Detect
ユーザー)

動的なQuestion
をする

* * *

プラグインの実行 Detect * * * *

プラグインの実行 サービスを検知す

る

*

パッケージの読み

取り

Detect *

プラグインの読み

取り

サービスを検知す

る

*

保存された

Questionの読み

取り

Detect *

表3：Tanium 7.1 Advanced Role Privileges (高度なロール特権 )

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_rbac_overview.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_rbac_overview.html
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アクセス

許可

アクセス

許可用コンテン

ツセット

Detect
Administrator
(Detect管理

者 )

サービスア

カウントを

検知する

Detect
Read Only
User
(Detect読
み取り専

用ユー

ザー)

Detect
User
(Detect
ユーザー)

保存された

Questionの読み

取り

サービスを検知す

る

*

センサーの読み取

り

予約 * *

センサーの読み取

り

ベース *

センサーの読み取

り

Detect * * * *

センサーの読み取

り

サービスを検知す

る

*

アクションの書き

込み

Detect * *

アクションの書き

込み

サービスを検知す

る

*

パッケージの書き

込み

Detect *

パッケージの書き

込み

サービスを検知す

る

*

コンテンツセットとアクセス許可の詳細および説明については、Tanium Core Platformユーザー

ガイド：ユーザーとユーザーグループを参照してください。

* 暗示的なアクセス許可を示します。

たとえば、Detectのすべての機能と他のTanium製品と統合する機能を実行するには、ユー

ザーは以下が必要です：

l [Detect Administrator (Detect管理者 )]および[Detect Service Account (Detectサービ

スアカウント)]ロール。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_rbac_overview.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_rbac_overview.html
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l [Connect Administrator (管理者へ接続 )]ロールまたはConnectにイベントを送信し、レ

ピュテーションデータを表示するための、[Event Schema Write (イベントスキーマの書き

込み)]特権および[Reputation Write (レピュテーション書き込み)]特権。

l アラートからTraceライブ接続にピボットしてTraceが生成されたインテリジェンスで動作す

るための、[Trace User (Traceユーザー)]ロール。

l スキャン結果を開き、エンドポイントにドリルダウンするための[Show Interact (Interact表
示 )]ロール。
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Detectのインストール

Detectモジュールをインポートし、他のTanium製品との統合を設定します。

使用を開始する前に

l Tanium Serverが自己署名証明書を使用する場合は、[TrustedHostList]に
[localhost]を追加する必要があります。

l プロキシを使用する環境の場合は、[BypassProxyHostList]に[localhost]を追加する必

要があります。

Detectのインポート

TaniumソリューションページからDetectをインポートします。

注意：Taniumソリューションモジュールやコンテンツパックをインポートするには、管理者

ロールが割り当てられている必要があります。

1. メインメニューから、[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]をクリックします。

2. [Detect]で、[Import (インポート)]をクリックします。

インストールパッケージがダウンロードされると、進捗バーが表示されます。

3. [Continue (続行 )]をクリックします。

[Import Solution (インポートソリューション)]ウィンドウが開き、すべての変更とインポート

オプションのリストが表示されます。

4. インポートを開始します。

l バージョン6.5および7.0のPlatformでは、[Proceed with Import (インポートに進

む)]をクリックします。

l Platformバージョン7.1.314.3071以降では、[Include content set overwrite (コン
テンツセットの上書きを含める)]チェックボックスを選択し、[Proceed with Import
(インポートを続行する)]をクリックします。

詳細については、Tanium Core Platformユーザーガイドのモジュールのためのコン

テンツの整列を参照してください。

5. インストールを確認するためにパスワードを入力してください。

6. インストールを確認するには、[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]ページに戻

り、Detectの[Installed (インストール済み)]バージョンをチェックします。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_content_sets.html#align_content
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_content_sets.html#align_content
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ヒント：[Detect]モジュールがコンソールに表示されない場合は、ブラウザをリフレッ

シュしてください。

サービスアカウントの資格情報を設定する

定期メンテナンスアクティビティのために、適切なアクセス許可を持つTaniumユーザーを指定し

ます。これらの資格情報の指定は、1回限りの構成です。他の資格情報を追加する必要は

ありません。

l Platformバージョン6.5または7.0では、ユーザーに管理者またはコンテンツ管理者のアク

セス許可が割り当てられている必要があります。

注意：コンテンツ管理者の資格情報を使用する場合は、Detectのツールを必要

とするすべてのコンピュータグループにアクセスできる必要があります。

l Platformバージョン7.1.314.3071以降では、ユーザーにDetectサービスユーザーロールが割

り当てられている必要があります。

1. Detectのホームページで、[Settings (設定 )] をクリックします。

2. [Service Credentials (サービス資格情報 )]タブで、Tanium Serverの資格情報を入力

します。

3. [Submit (送信 )]をクリックします。

4. メインメニューから、[Administration (管理 )] > [Whitelisted URLs (ホワイトリストに登録

されたURL)]に進み、DetectのURLを確認します。

次のように表示されます：https://localhost/cache/[a-f0-
9]%7B64%7D/?product=detect*

このURLは変更しないでください。リストにDetectのURLがない場合は、テクニカルアカウン

トマネージャにお問い合わせください。

Tanium™ Connect転送を設定する

DetectはデフォルトでConnectにイベント情報を送信します。このイベント情報を保存するに

は、送信先に渡すイベントのためにConnectを設定する必要があります。送信先を設定しな

い場合、イベントは中止されます。

Connectの転送接続は、いつでも設定できます。インストール処理中に接続を構成すると、

すべての履歴が取得されます。
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1. (オプション) Detectのホームページで、エンコード設定を有効にします。

2. Connectから、[Event (イベント)]タイプと[Tanium Detect]をイベントグループとして新しい

接続を作成します。

3. 保存するDetectのイベントを選択します。

l [All Events (すべてのイベント)]にはスキャン一致やその他のDetectイベントが含ま

れます。

l [Match Alerts (一致アラート)]は、構成と特定のインテリジェンスに一致するイベ

ントのみを転送します。

4. SIEMサービスやファイルへの書き込みなど、送信先を設定します。

Detectでレピュテーションのインテリジェンスを設定するときは、Detectがデータをレピュテーション

データベースに挿入するため、Connectを構成する必要なありません。

詳細については、Tanium Connectユーザーガイドを参照してください。

イベント転送をオフにする方法については、57ページのトラブルシューティングを参照してくださ

い。

Tanium™ Indexのインポート

Indexは、Taniumクライアントに配布できるTanium Platformのコンポーネントです。Indexは、

ファイル名、ハッシュ、およびマジックナンバーをクライアント側のデータベースに保存します。

Detectはこのデータベースを使用して、特定のインジケータがシステムに存在するかどうかを素

早く判断します。この方法では、検出スキャンが要求されるたびにファイルシステム全体を一

掃する必要がなくなり、クライアントリソースへの影響が軽減されます。Indexは、Detectの前に

インストールすることも、既にインストールされたIndexを使用することもできます。

https://docs.tanium.com/connect/connect/index.html
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注意：Indexは、Detectライセンスに含まれています。

Indexのインストールと設定の詳細については、Tanium Incident Responseユーザーガイド：ファ

イルシステムの索引付けを参照してください。

Detectのバージョンをアップグレードする

Detect 3.xから最新バージョンにアップグレードするには、ソリューションへのアップデートをインポー

トして、インテリジェンスを移行します。

重要：IOC Detect 2.5.xから3.xへのアップグレードはサポートされていません。ただし、一

部のインテリジェンスを2.5.xから3.xへ移行することができます。2.5.xと3.0.xの両方のバー

ジョンを同時にインストールすることはできますが、異なるコンピュータグループに適用する

必要があります。同じエンドポイントでの2.5.xおよび3.0.xバージョンの使用はサポートさ

れていません。

ソリューションをアップグレードする

1. メインメニューから[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]を選択します。

2. Detectを検索し、[Upgrade <version> (<version<へのアップグレード )]をクリックします。

インストールパッケージがダウンロードされると、進捗バーが表示されます。

3. [Continue (続行 )]をクリックします。

[Import Solution (ソリューションのインポート)]ページが開き、すべての変更とインポート

オプションのリストが表示されます。

4. アップグレードを開始します。

l バージョン6.5および7.0のPlatformでは、[Proceed with Import (インポートに進

む)]をクリックします。

l Platformバージョン7.1.314.3071以降では、[Include content set overwrite (コン
テンツセットの上書きを含める)]チェックボックスを選択し、[Proceed with Import
(インポートを続行する)]をクリックします。

詳細については、Tanium Core Platformユーザーガイド：モジュールのためのコンテ

ンツの整列を参照してください。

5. パスワードを入力してアップグレードを確認します。

6. アップグレードを確認するには、[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]ページに戻

り、Detectの[Installed (インストール済み)]バージョンをチェックします。

https://docs.tanium.com//ir/index/indexing.html
https://docs.tanium.com//ir/index/indexing.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_content_sets.html#align_content
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_content_sets.html#align_content
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ヒント：[Detect]のバージョンがコンソールで更新されていない場合は、ブラウザをリ

フレッシュしてください。

7. 任意のカスタムユーザーロールを再作成します。

2.5.xのインテリジェンスのドキュメントを移行する

アップロードされたインテリジェンスはワークベンチを使用して、Tanium IOC Detectバージョン

2.5.xからTanium Detectバージョン3.0.6以降に移行できます。スキーマが有効なインテリジェン

スのみ受け入れられます。

注意：ストリームは移行の対象外ですので、ソースとして再作成する必要があります。

YARAファイルの移行はサポートされていません。

1. Detectのホームページから、[Help (ヘルプ)] をクリックします。

2. [Migration (移行 )] タブで、[Start Intel Migration from IOC Detect (IOC Detectからイ

ンテリジェンス移行を開始する)]をクリックします。

3. 必要に応じて移行を繰り返します。

移行では、各グループの進捗バーが表示されます。各グループの現在のインテリジェンス総数

が表示されていても、移行ツールはDetectに存在しないインテリジェンスのみをインポートし、イ

ンテリジェンスを複製しません。

次にやるべきこと

Detect (検知 )の使用について詳しくは、13ページのはじめにを参照してください。
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脅威データの管理

脅威インテリジェンスはTaniumから生成された、または調査によって作成されたサードパー

ティーのプロバイダなどの多くのデータソースに由来しています。これらインテリジェンスのドキュメ

ントおよびシグナルは、一般にインテリジェンスとして知られ、Detectエンドポイントエンジンと相

互作用します。

OpenIOC、STIX、CybOX、およびYARAなどの一部のインテリジェンスドキュメントタイプは、エンド

ポイント上の既存または過去のアーティファクトに対して検索を行います。これらのドキュメント

用に多くのプロバイダが存在します。それらを直接アップロードしたり、ソースストリームを設定

することができます。

シグナルは、Tanium™ Traceとの統合によって利用できます。シグナルはインテリジェンスとは別

のタイプですが、エンジンと異なる相互作用をします。シグナルは、Traceイベントレコーダーおよ

びライブプロセスイベントを使用し、継続的に評価します。Taniumから直接ストリームソースと

してシグナルを使用することも、独自のシグナルを書き込むこともできます。

Detectはサードパーティーのレピュテーションサービスと統合されます。ハッシュは評価のためにレ

ピュテーションサービスに送信され、次にDetectはハッシュレーティングでインテリジェンスを強化

します。インテリジェンス詳細ページの[Definition and Engine Analysis (定義とエンジン分析 )]
タブには、インテリジェンスのドキュメントの構造、適用可能なパーツ、ハッシュレーティングに関

する追加情報が記載されています。既知の悪意のあるハッシュを使用し、Detectが行う動作

の詳細については、55ページのレピュテーションデータをレビューするを参照してください。

図1：インテリジェンスの[Definition (定義 )]タブ
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シグナルを追加する

シグナルは、エンドポイントでのライブプロセス、ファイル、ネットワーク、レジストリ、およびDNSイ
ベントマッチング用のTraceイベントレコーダーによって監視されます。独自のシグナルを書くこと

ができます。デフォルトでは、各シグナルに最大24個の一意の用語を含めることができます。

注意：シグナルを使用するには、Trace用のライセンスが必要で、Traceツールをエンドポ

イントに導入する必要があります。

1. Detectメニューから、[Management (管理 )] > [Intel (インテリジェンス)]に移動します。

2. [Add (追加 )]ドロップダウンメニューから[Signal (シグナル)]を選択します。

3. 名前を追加します。

4. 定義を作成します。

詳細は、63ページの関連情報：オーサリングシグナルを参照してください。

5. (オプション)説明を追加します。

6. [Save (保存 )]をクリックします。

重要：イベントがTraceによってフィルタリング(無視 )されている場合は、シグナルと照合

することはできません。

Taniumによって提供されるシグナルについては、36ページのTaniumシグナルフィードに接続す

るを参照してください。

インテリジェンスのドキュメントをアップロードする

同時に複数のインテリジェンスのドキュメントをアップロードすることができます。

1. Detectメニューから、[Management (管理 )] > [Intel (インテリジェンス)]に移動します。

2. [Add (追加 )]ドロップダウンメニューから[Upload (アップロード )]を選択します。

3. 必要なインテリジェンスのファイルを参照します。

複数のドキュメントを選択するには、CtrlキーとShiftキーを押しながらクリックします。

4. [Upload (アップロード )]をクリックします。

5. インテリジェンスの妥当性チェックを確認してください。
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インテリジェンスXMLスキーマ妥当性チェックでは、正常にアップロードされたドキュメントと

エラーのあるドキュメントが表示されます。

6. [Close (閉じる)]をクリックします。

手動でインテリジェンスのドキュメントを作成する

[Quick Add (クイック追加 )]機能を使用して、手動でインテリジェンスのドキュメントを作成する

ことができます。

ヒント：Quick Addは、10[.]1[.]1[.]1または10.1.1.1などの脅威インテリジェンス情報ドキュ

メントで発見された一部のタイプに一部のタイプに対応します。

1. Detectメニューから、[Management (管理 )] > [Intel (インテリジェンス)]に移動します。

2. [Add (追加 )]ドロップダウンメニューから[Quick Add (クイック追加 )]を選択します。

3. [Detect when (いつ検知 )]ドロップダウンメニューから、データのタイプを選択します。

4. 一致させる情報を入力します。

5. (オプション)[Require exact match (完全一致が必要 )]を有効にします。

6. インテリジェンスのドキュメントの名前を入力します。

長期的ユーザビリティのために、一貫性のある命名規則を使用してください。

7. [Create (作成 )]をクリックします。

インテリジェンスにラベルをつける

ラベルを作成して、あらゆるタイプのインテリジェンスを環境に適したセットに整理できます。たと

えば、優先順位、インシデント事例、または該当する攻撃対象に基づいてインテリジェンスを
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並べ替えることができます。

インテリジェンスは、選択したソースとラベルに基づいてエンドポイントに適用されます。これら

は、設定された各コンピュータグループのインテリジェンスマッピングファイルを作成します。インテ

リジェンスをどのように整理したいのかを慎重に検討することが重要です。

ラベルを適用する

1. Detectメニューから、[Management (管理 )] > [Intel (インテリジェンス)]に移動します。

2. インテリジェンスのドキュメントまたはシグナルの横にあるチェックボックスをオンにします。

3. [Label (ラベル)]をクリックします。

4. ラベルを適用する方法を選択します。

l [Add Label (ラベルを追加 )]をクリックし、新しいラベルを入力します。

l 既存のラベルを選択します。

5. [Save Changes (変更を保存 )]をクリックします。

ラベルを管理する

ラベルを追加または編集するには、[Management (管理 )] > [Label (ラベル)]に移動します。

ラベルを追加するには、[Add Label (ラベルを追加 )]をクリックします。ラベルの名前と説明を作

成し、[Create (作成 )]をクリックします。

ラベルを編集または削除するには、既存のラベルの上にカーソルを置き、[Edit (編集 )] をク

リックします。

インテリジェンスストリームソースを設定する

インテリジェンスストリームはアップロードされるのではなく、インポートされる一連のインテリジェン

スのドキュメントです。インテリジェンスはインポート後に個別に管理できます。ストリームは、

ネットワーク内のベンダーまたはフォルダから取得できます。ストリームを手動で、またはサブスク

リプション設定に基づいてインポートできます。

インテリジェンスストリームは、Tanium Module Server上で動作するDetectサービスから更新さ

れます。不明なURLを監視してブロックするため、セキュリティソフトウェアがデプロイされている

環境では、セキュリティ管理者がTanium Module Server上でインテリジェンスストリームプロバイ

ダのURLをホワイトリストに追加する必要があります。

Detectでは、次の利用可能なストリームタイプを使用して、いくつかのデータ形式を使用できま

す：
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l Tanium Module Server上のフォルダ

l PwC Threat Intelligence

l iSIGHT Partners ThreatScape

l Taniumシグナルフィード

l Trusted Automated eXchange of Indicator Information (TAXII™)

l Palo Alto Networks Wildfire

サブスクリプションの選択肢を追加するなどして既存のストリームを編集する場合、Detectはス

トリームのタイプに基づいて定期的にインデックスを作成して新しいインテリジェンスのドキュメン

トをダウンロードします。インテリジェンスは、次のインテリジェンスの発行間隔の間にエンドポイ

ントにプッシュされます。

プロキシサーバでストリームを使用するためのレジストリ設定の詳細については、Tanium Core
Platformインストールガイド：サーバのプロキシ設定を参照してください。

ローカルディレクトリを使用する

ローカルディレクトリからインテリジェンスをストリームすることができます。ディレクトリは、Module
Server上に存在する必要があります。複数のフォルダを追加できます。

1. Module Serverホストマシンのシステム管理者は、ストリーミング用のディレクトリを承認す

る必要があります。

a. Detectサービスを停止します。

b. ディレクトリを<module_server_directory>/services/detect3-
files/data/detect-blobs/folder-stream-roots.confファイルに

追加します。

ディレクトリを設定すると、他のユーザーが承認されたディレクトリ内にフォルダを追

加できます。たとえば、c:\folder_streamsディレクトリを追加する場合、他のユー

ザーが c:\folder_streams\stream1およびc:\folder_streams\stream2ディレクトリを追

加できます。

c. Detectサービスを再起動します。

2. Detectメニューから、[Management (管理 )] > [Sources (ソース)]に移動します。

3. [New Source (新規ソース)]をクリックします。

4. [Type (タイプ)]ドロップダウンメニューから、[Local Directory (ローカルディレクトリ)]を選択

します。

5. 名前と説明を追加します。

6. Tanium Module Serverの完全なディレクトリパスを入力します。

フォルダはストリームアクティビティのために明示的に認証されなければなりません。

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/reference_server_proxy_settings.html
https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/reference_server_proxy_settings.html
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7. (オプション)インポートされたファイルのトラッキング更新を無効にします。

8. (オプション)[Allow schema invalid documents (スキーマが無効なドキュメントを許可す

る)]をクリックし、誤ってフォーマットされた可能性のあるインテリジェンスのインポートを有

効にします。

無効なドキュメントは、個々のインテリジェンスページのタイプの横に警告を表示します。

9. [Create (作成 )]をクリックします。

必要に応じて、後でソース名を編集することができます。

PwC Threat Intelligenceに接続する

PwC Threat Intelligenceは常にOpenIOC形式です。このタイプのストリームは1度に1つしか作

成できません。

注意：PwCサブスクリプションが必要です。

1. Detectメニューから、[Management (管理 )] > [Sources (ソース)]に移動します。

2. [New Source (新規ソース)]をクリックします。

3. [Type (タイプ)]ドロップダウンメニューから、[PwC]を選択します。

4. URL、ユーザー名およびパスワードを含むサブスクリプションの詳細を追加します。

5. [Subscription Interval (サブスクリプション間隔 )]を分単位で選択します。

6. (オプション)[Ignore SSL (SSLを無視する)]をクリックし、証明書有効性確認をスキップし

ます。

7. (オプション)[Allow schema invalid documents (スキーマが無効なドキュメントを許可す

る)]をクリックし、誤ってフォーマットされた可能性のあるインテリジェンスのインポートを有

効にします。

無効なドキュメントは、個々のインテリジェンスページのタイプの横に警告を表示します。

8. [Create (作成 )]をクリックします。

iSIGHT Partners ThreatScapeに接続する

iSIGHT intelligenceは常にSTIX形式です。このタイプのストリームは1度に1つしか作成できませ

ん。

注意：iSightサブスクリプションが必要です。

1. Detectメニューから、[Management (管理 )]>[Sources (ソース)]に移動します。

2. [New Source (新規ソース)]をクリックします。
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3. [Type (タイプ)]ドロップダウンメニューから、[iSight]を選択します。

4. サブスクリプション用の公開キーと秘密キーを貼り付けます。

5. [Initial History (初期履歴 )]を日単位で、[Subscription Interval (サブスクリプション間

隔 )]を分単位で選択します。

6. (オプション)[Allow schema invalid documents (スキーマが無効なドキュメントを許可す

る)]をクリックし、誤ってフォーマットされた可能性のあるインテリジェンスのインポートを有

効にします。

無効なドキュメントは、個々のインテリジェンスページのタイプの横に警告を表示します。

7. [Create (作成 )]をクリックします。

Taniumシグナルフィードに接続する

Taniumシグナルフィードは、一般的な攻撃パターンを検出するように設計された、定期的に

更新された一連のシグナルを提供します。各シグナルは、MITRE ATT&CK Frameworkで
1つまたは複数のカテゴリにマッピングされます。

1. Detectメニューから、[Management (管理 )] > [Sources (ソース)]に移動します。

2. [New Source (新規ソース)]をクリックします。

3. [Type (タイプ)]ドロップダウンメニューから、[Tanium Signals (Taniumシグナル)]を選択し

ます。

4. (オプション)デフォルトのフィードを使用しない場合は、別のコンテンツマニフェストURLを入

力します。

このフィールドは、本番環境以外でのベータシグナルのテストに使用できます。詳細につ

いては、テクニカルアカウントマネージャにお問い合わせください。

5. [Require Tanium Signature (Tanium署名必須 )]チェックボックスをオンにすると、

Tanium検証済みシグナルのみが使用されます。

6. [Subscription Interval (サブスクリプション間隔 )]を分単位で選択します。

7. (オプション)[Ignore SSL (SSLを無視する)]をクリックし、証明書有効性確認をスキップし

ます。

8. [Create (作成 )]をクリックします。

Taniumシグナルフィードが更新されると、更新に関するリリースノートを含むシステム通知が生

成されます。Detectメニューから、[Management (管理 )] > [System Notifications (システム通

知 )]に移動します。

TAXIIサーバに接続する

TAXII intelligenceは常にSTIX形式です。他のストリームとは異なり、TAXIIはインテリジェンスのド

キュメントをコレクションに分類し、1つのコレクションにのみドキュメントは表示されます。各コレ

https://attack.mitre.org/wiki/Windows_Technique_Matrix
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クションのソースを設定します。

1. Detectメニューから、[Management (管理 )] > [Sources (ソース)]に移動します。

2. [New Source (新規ソース)]をクリックします。

3. [Type (タイプ)]ドロップダウンメニューから、[TAXII]を選択します。

4. 名前と説明を追加します。

5. URL、ユーザー名およびパスワードを含むサブスクリプションの詳細を追加します。

6. 大文字小文字を区別するコレクション名を入力するか、使用可能なコレクションから選

択します。

7. [Initial History (初期履歴 )]を日単位で、[Subscription Interval (サブスクリプション間

隔 )]を分単位で選択します。

8. オプションのセキュリティ選択を行います。

a. 双方向のSSL検証が必要な場合は、サブスクリプションの証明書と秘密キーを貼

り付けます。

b. [Ignore SSL (SSLを無視する)]をクリックし、証明書有効性確認をスキップしま

す。

9. (オプション)[Allow schema invalid documents (スキーマが無効なドキュメントを許可す

る)]をクリックし、誤ってフォーマットされた可能性のあるインテリジェンスのインポートを有

効にします。

無効なドキュメントは、個々のインテリジェンスページのタイプの横に警告を表示します。

10. [Create (作成 )]をクリックします。

必要に応じて、後でソース名を編集することができます。

ConnectおよびWildfireを設定する

Connectを使用して、Palo Alto Wildfireサブスクリプションからインテリジェンスを統合することが

できます。詳細については、Tanium Connectユーザーガイド：Palo Alto Networks WildFireおよ

びTanium Detectの設定を参照してください。

レピュテーションサービスを設定する

レピュテーションデータは、どのアラートが詳細な分析とアクション用に保存するのに適した対

象かを知る手がかりになります。Detectは、Tanium™ Connectの統合により、VirusTotalやPalo
Alto Networks WildFireなどのサードパーティからのレピュテーションデータを使用します。

レピュテーションデータの設定は、2つ手順に分けられます。

https://docs.tanium.com/connect/connect/paloalto.html
https://docs.tanium.com/connect/connect/paloalto.html
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1. 38ページのConnectでレピュテーションデータを設定する。

2. 38ページのDetectにレピュテーションソースを作成する。

レピュテーションデータは、アラートを生成できるものの一部としてエンドポイントに導入されるイ

ンテリジェンスに含まれています。Detectがレピュテーションデータを使用する方法の詳細につい

ては、55ページのレピュテーションデータをレビューするを参照してください。

Connectでレピュテーションデータを設定する

Detectハッシュレピュテーションデータは、Connectバージョン4.1以上が必要です。レピュテーショ

ンサービス設定の構成に関する詳細については、Tanium Connectユーザーガイド：レピュテー

ションデータの設定を参照してください。

Detectにレピュテーションソースを作成する

レピュテーションサービスに送信するデータの特定の列を検索するために、Detectを構成しま

す。

1. Detectメニューから、[Management (管理 )] > [Sources (ソース)]に移動します。

2. [New Source (新規ソース)]をクリックします。

3. [Type (タイプ)]ドロップダウンメニューから、[Reputation (レピュテーション)]を選択しま

す。

4. 保存されたQuestionと列名を選択します。

必要に応じて、自身の保存したQuestionを作成することができます。

5. 保存されたQuestionに対する新しい回答のためにDetectがポーリングする頻度を選択

します。

6. 既知の悪意あるインジケータが見つかった場合は、自動的にクイックスキャンするコン

ピュータグループを選択します。

7. [Create (作成 )]をクリックします。

レピュテーションデータを使用するエンドポイントの場合、保存されたQuestionによって見つかっ

たハッシュは、評価のためにサードパーティのレピュテーションサービスに送信されます。

YARAファイルを設定する

YARAファイルは、アップロード、フォルダからのストリーミング、およびラベル付けに関して、他のイ

ンテリジェンスのドキュメントと同様に機能します。ただし、Detectは評価スキャンを制限する範

囲を自動的に割り当てます。デフォルトでは、すべてのYARAファイルがライブファイルをスキャン

するように設定されています。必要に応じて、YARAファイルの評価範囲を変更できます。

https://docs.tanium.com/connect/connect/reputation.html
https://docs.tanium.com/connect/connect/reputation.html
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1. Detectメニューから、[Management (管理 )] > [Intel (インテリジェンス)]に移動します。

2. インテリジェンスの名前をクリックします。

3. 必要に応じて、インテリジェンスのリストをフィルタリングします。

4. [Search Scope (検索範囲 )]タブをクリックします。

5. 評価スキャンの範囲を選択します。

l ライブファイル：実行中のプロセスとその実行可能ファイルとライブラリファイルに限

定されています。

l メモリ：(WindowsおよびMacのみ) 実行中のすべてのプロセスのメモリに制限されて

います。

l パス：設定されたディレクトリパスに制限されます。パス検索は再帰的で、最大32
のディレクトリです。

6. [Save (保存 )]をクリックします。

インテリジェンスの定義を編集する

必要に応じて、インテリジェンスの定義内の構造と用語を編集できます。

1. Detectメニューから、[Management (管理 )] > [Intel (インテリジェンス)]に移動します。

2. インテリジェンスの名前をクリックします。

3. 必要に応じて、インテリジェンスのリストをフィルタリングします。

4. [Edit (編集 )]をクリックし、変更してください。

5. [Save (保存 )]をクリックします。

孤立したインテリジェンスのドキュメントを見る

インテリジェンスの一部のソースが削除されると、インテリジェンスは孤立した状態になります。

1. Detectメニューから、[Management (管理 )] > [Intel (インテリジェンス)]に移動します。

2. [Filter Results (フィルタ結果 )セクションを展開し、[Source (ソース)]を[Unknown (不
明 )]に設定します。

孤立したインテリジェンスを新しいソースに割り当てる

孤立した状態のインテリジェンスをWorkbenchソースに割り当てることができます。

1. Detectメニューから、[Management (管理 )] > [Intel (インテリジェンス)]に移動します。

2. [Filter Results (フィルタ結果 )セクションを展開し、[Source (ソース)]を[Unknown (不
明 )]に設定します。
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3. ソースが不明なインテリジェンスの1つまたは複数の項目に対応するチェックボックスを選

択します。

4. [Actions (アクション)]>をクリックして、ワークベンチソースに割り当てる。

5. 不明なソースのある選択したインテリジェンスのアイテムはどれもがワークベンチソースに

割り当てられます。[OK]をクリックします。

インテリジェンスのドキュメントを削除する

1つまたは複数のインテリジェンスのドキュメントを手動で削除できます。

1. Detectメニューから、[Management (管理 )] > [Intel (インテリジェンス)]に移動します。

2. 削除対象のインテリジェンスを選択してください。

3. [Action (実行 )] > [Delete (削除 )]をクリックします。

4. あなたの資格情報を入力して[OK]をクリックしてください。

抑制ルール

インテリジェンスの一致を検出したときのアラートの表示を防止する抑制ルールを作成します。

抑制ルールを使用して、Taniumシグナルフィードなどからの編集できないシグナルの誤検出を

減らします。抑制ルールは、適切に設定されたシグナルの代用としての使用を意図していま

せん。プロセスパス、プロセスコマンドライン、親コマンドライン、プロセスハッシュ、およびユーザー

に一致するアラートを抑制するルールを適用できます。

1. Detectメニューから、[Management (管理 )] > [Intel (インテリジェンス)]に移動します。

2. シグナルを選択します。

3. [Actions (アクション)] > [Add Suppression Rule (抑制ルールを追加する)]をクリックしま

す。

4. 抑制ルールの名前と説明を入力します。

5. 抑止に使用するフィールドを選択します。

a. プロセスパス：特定のプロセスに対するファイルシステム内のパス。たとえば、

c:\windows\notepad.exe。

b. プロセスのコマンドライン：プロセスに提供された追加パラメータ。たとえば、プロセス

がwevtutil.exeであれば、可能なプロセスコマンドラインは、wevtutil cl
Applicationです。

c. 親コマンドライン：親プロセスの完全なコマンドライン。

d. プロセスハッシュ：プロセスに対応する特定のハッシュ値。プロセスハッシュはMD5
ハッシュのみに適用できます。
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e. ユーザー：プロセスに関連付けられているシステム上の特定のユーザー。この値に

はドメインを含めることができます。

注意：シグナルによってアラートが生成された場合は、アラートページから

[Suppress Alert (アラートを抑制する)]リンクをクリックして、各フィールドの期待値

をプレビューできます。

6. フィールドとアラートをどのように比較するかを指定します。フィールドが直接一致する、

値を含む、またはパターンと一致する場合は、アラートを非表示にすることができます。

a. [Is (である)]を選択して、直接一致したときのアラートを抑制します。たとえば、特

定のハッシュ値またはユーザー名が一致した場合です。

b. [Contains (含む)]を選択して、アラート条件のサブセットが一致したときにアラート

を抑制します。たとえば、パスが「Windows」を含む場合です。

c. [Matches (一致 )]を選択して、パターンが基準に一致するとアラートを抑制しま

す。正規表現は文字列全体と一致する必要があります。たとえば、Winと
Windows両方との一致を見たい場合、正規表現は.*Win.*のようにする必

要があります。

注意：「^」および「$」といった特殊文字およびフラグの使用はサポートされ

ていません。

既存の抑制ルールを編集する

既存の抑制ルールを編集して、アラートを抑制する方法の動作を変更できます。

1. Detectメニューから、[Management (管理 )] > [Intel (インテリジェンス)]に移動します。

2. 関連して編集する抑制ルールのあるシグナルを選択します。

3. 削除する1つまたは複数の抑制ルールに対応するチェックボックスを選択します。

4. [Actions (実行 )] > [Edit (編集 )]をクリックします。

5. 既存の抑制ルールを変更して[Save (保存 )]をクリックします。

抑制ルールを削除する

今後インテリジェンスに関連づけを行う必要のない抑制ルールを削除できます。

1. Detectメニューから、[Management (管理 )] > [Intel (インテリジェンス)]に移動します。

2. 関連して削除する1つ以上の抑制ルールを持つシグナルを選択します。

3. 削除する1つまたは複数の抑制ルールに対応するチェックボックスを選択します。
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4. [Action (実行 )] > [Delete (削除 )]をクリックします。

5. [OK]をクリックして抑制ルールの削除を確認します。
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インテリジェンスのデプロイ

グループ構成は、インテリジェンスとコンピュータグループのマッピングを指定します。複数のラベ

ル、シグナルとインテリジェンスドキュメントの組み合わせ、およびブラックアウト期間を各グルー

プ設定に関連付けることができます。

Detectパッケージは、グループが設定されたり、インテリジェンスがアップロードされたりすると、自

動的に作成、デプロイされます。各パッケージはエンドポイントで別々にプッシュされ、独立し

て更新できます。パッケージは以下で構成されています。

l グループ構成パッケージ：Detectツール、評価エンジン、インテリジェンスマッピングファイ

ル、およびブラックアウト期間が含まれています。

l インテリジェンスパッケージ：エンドポイントを調査するためのインテリジェンスが含まれてい

ます。インテリジェンスパッケージは、同期パッケージ(すべてインテリジェンス)またはデルタ

パッケージ(前回の同期以降のインテリジェンスまたはデルタパッケージ)の場合がありま

す。インテリジェンスが更新されると、デルタインテリジェンスパッケージがエンドポイントに

プッシュされます。この更新プログラムパッケージの名前には、[Delta]が含まれています。

例：Detect Intel for Windows Revision 51 Delta。[Intel Package Publication Max
Deltas (インテリジェンスパッケージ公開最大デルタ](デフォルト：10)の設定後、同期パッ

ケージが再びデプロイされます。

使用を開始する前に

l インテリジェンスをインポートしてラベルを付けます。詳細については、30ページの脅威

データの管理を参照してください。

l エンドポイントの一般的な評価ニーズに基づいて、Detect専用のコンピュータグループを

編成します。Detectは、グループ構成を使用して、個々のコンピュータグループの評価ス

キャン中に使用される設定とインテリジェンスリストマッピングを定義します。次のオプショ

ンがあります：

n エンドポイントタイプ(サーバや従業員のワークステーションなど)

n エンドポイントの場所 (国やタイムゾーンなど)

n エンドポイントの優先順位 (ビジネスクリティカルなマシンなど)

n エンドポイントの構成ニーズ(VDIマシンなど)

注意：手動のコンピュータグループはサポートされていません。

詳細については、Tanium Core Platformユーザーガイド：コンピュータグループの管理を

参照してください。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_computer_groups.html


©2018 Tanium Inc. All Rights Reserved 44ページ

グループ構成を作成する

エンドポイントに送信するグループ構成には、Detectツール、すべてのスキャンブラックアウト期

間、および設定の優先順位が含まれています。構成ファイルには有効期限もあり、エンドポ

イントがDetectに接続するたびに更新されます。

1. [Management (管理 )] > [Group Configuration (グループ構成 )]に進みます。

2. コンピュータグループをクリックします。

3. シグナル、インジケータ、またはルールのソースとラベルを追加します。

各インテリジェンスの行には、ソースとラベルに一致するインテリジェンスのみが含まれてい

ます。インテリジェンスと複数のインテリジェンス行を組み合わせて使用することができま

す。詳細については、32ページのインテリジェンスにラベルをつける参照してください。

4. エンドポイントタイプに適切なチェックボックスを選択します。

5. スキャンブラックアウト期間の時間と日数を選択します。

6. (オプション)ブラックアウト期間をUTC時間に変更します。

7. (オプション)[Advanced Engine Settings (高度なエンジン設定 )]を構成します。

8. [Save and Deploy (保存してデプロイ)]をクリックしてツールと構成情報を公開します。

グループ構成は、グループID番号、リビジョン番号、および優先順位を受け取ります。エンドポ

イントは複数のコンピュータグループのメンバーになることができますが、最も優先順位の高い

構成のみが適用されます。優先度の変更の詳細については、46ページのグループ構成の順

序を変更するを参照してください。

インテリジェンスは、次のインターバルでエンドポイントに公開され、インテリジェンスマッピングファ

イルに従って適用されます。
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インテリジェンスのドキュメントを暗号化する

この設定では、暗号化された形式でインテリジェンスをデプロイするだけでなく、エンドポイント

のインテリジェンスのドキュメントも暗号化します。

1. Detectのホームページで、[Settings (設定 )] をクリックします。

2. [Intel Encryption (Intelの暗号化 )]を有効にします。

3. [Update Settings (設定の更新 )]をクリックします。

インテリジェンスのデプロイ設定を調整する

インテリジェンスパッケージは自動的にエンドポイントにデプロイされます。環境のデフォルト設

定を調整できます。

1. Detectのホームページで、[Settings (設定 )] をクリックします。

2. [Service (サービス)]タブで、インテリジェンスパッケージを選択します。

l Intel Deployment Scheduled Action (インテリジェンスデプロイの予定済みアク

ション)：アクションの実行頻度を指定します。デフォルトは5時間です。

l Intel Deployment Distribute Over Time (インテリジェンスのデプロイ配布時間 )：
デプロイの処理時間を指定します。デフォルトは20分です。

l Intel Package Publication Interval (インテリジェンスパッケージの公開間隔 )：イ
ンテリジェンスのドキュメントとラベルがエンドポイントにプッシュされる間隔を指定し

ます。デフォルトは48時間です。

l Intel Package Publication Max Delta (インテリジェンスパッケージ公開最大デル

タ)：ベースライン(完全同期 )パッケージをデプロイする前にデプロイできるデルタパッ

ケージの最大数を指定します。

3. [Update Settings (設定の更新 )]をクリックします。

インテリジェンスをエンドポイントにすぐにデプロイする

インテリジェンスは定期的にエンドポイントに自動公開されます。状況に応じて、手動でイン

テリジェンスのドキュメントとシグナルをエンドポイントにプッシュすることができます。

1. [Management (管理 )] > [Group Configuration (グループ構成 )]に進みます。

2. [Deploy Intel Now (今すぐインテリジェンスをデプロイ)]をクリックします。

Detectツールがインストールされているすべてのコンピュータグループが、最新のインテリジェンス

パッケージで更新されます。
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既存の構成にインテリジェンスを追加する

インテリジェンスは、ソースとラベルに基づいてコンピュータグループにプッシュされます。ラベルに

追加されたインテリジェンスは自動的に使用されますが、最初にグループ構成を作成した後

に、ラベルをさらに追加する必要があります。

1. [Management (管理 )] > [Group Configuration (グループ構成 )]に進みます。

2. コンピュータグループ名をクリックします。

3. 必要なシグナル、インジケータ、またはルールのソースとラベルを追加します。

各インテリジェンスの行には、ソースとラベルに一致するインテリジェンスのみが含まれてい

ます。インテリジェンスと複数のインテリジェンス行を組み合わせて使用することができま

す。詳細については、32ページのインテリジェンスにラベルをつける参照してください。

4. [Save and Deploy (保存してデプロイ)]をクリックします。

グループ構成が保存されるたびに、リビジョン番号が増えます。

グループ構成の順序を変更する

エンドポイントが構成が競合する複数のコンピュータグループの一部である場合、優先度の

高い構成のみが適用されます。

1. [Management (管理 )] > [Group Configuration (グループ構成 )]に進みます。

2. [Reorder (順序の変更 )]をクリックします。

3. 構成をクリックしてドラッグし、順序を調整します。

4. [Save (保存 )]をクリックします。
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グループ設定からインテリジェンスを削除する

1. [Management (管理 )] > [Group Configuration (グループ構成 )]に進みます。

2. コンピュータグループ名をクリックします。

3. 削除するインテリジェンスの、[Delete (削除 )] をクリックします。

4. [Save and Deploy (保存してデプロイ)]をクリックします。

更新されたインテリジェンスリストはエンドポイントにプッシュされます。

グループ構成を削除する

1. [Management (管理 )] > [Group Configuration (グループ構成 )]に進みます。

2. コンピュータグループ名をクリックします。

3. [Delete (削除 )]をクリックします。

コンピュータグループが優先順位の低い別のグループ構成の一部である場合、その構成が適

用されます。
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エンドポイントのスキャン

インテリジェンスのドキュメントとシグナルを使用し、Detectエンジンを介してエンドポイント上で

一致するものを見つけます。エンジンはバックグラウンドスキャン、クイックスキャン、およびTrace
を介したライブシグナルモニタリングでエンドポイントをスキャンします。バックグラウンドスキャン

は、インテリジェンスがエンドポイントに導入された直後に開始され、定期的な間隔で継続さ

れます。クイックスキャンは、通常、セキュリティ侵害の可能性のあるすべてのインスタンスを検

索する必要がある場合に、オンデマンドで開始されます。

スキャンでは、以下の3つの結果がでる可能性があります：

l Match (一致 )：可能性のあるセキュリティ侵害を特定し、アラートを生成します。

l No match (不一致 )：エンドポイントのデータと一致するインテリジェンスがありません。

l Inconclusive (不確定 )：一般に、何らかの理由でスキャンが完了しなかったことを示し

ます。

スキャンで一致が検出されると、アラートはエンドポイントから収集され、Detectに報告されま

す。そこから、Tanium Traceまたは他のTaniumのソリューションを介してエンドポイントをさらに

調べることができます。

バックグラウンドスキャン

エンドポイントのDetectエンジンは、継続的にスキャンを行い、インテリジェンスの一致を探しま

す。一致はアラートとみなされ、定期的に収集され、Detectに戻されます。スキャンが実行さ

れると、エンジンは最初に最後のスキャンをチェックして、スキャンが中断されたかどうかを確認

します。スキャンが中断された場合、エンジンは新たなスキャンを開始する代わりにスキャンを

再開します。スキャンの詳細 (アクティブな構成 ID、リビジョンID、およびインテリジェンスリビジョン

など)は同じである必要があります。そうでない場合は、スキャンを無効にして新たにスキャンを

開始する必要があります。

バックグラウンドスキャンは、エンジン構成で指定された間隔で自動的に実行されます。デフォ

ルトは24時間です。エンジンの構成を編集するには、エンジン評価のドキュメントを参照してく

ださい。Detectのホームページから、[Help (ヘルプ)] をクリックし、それから[Evaluation Engine
(評価エンジン)]タブをクリックします。

停電期間は、バックグラウンドスキャンの実行は行わず、実行中のスキャンを中断させます。

詳細は、44ページのグループ構成を作成するを参照してください。
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グループ構成ページまたは特定のコンピュータグループから、スキャンステータス、ツールの可用

性、オープンなTanium™ Interactの結果についてのより詳細な情報を参照し、さらにドリルダウ

ンできます。

図2：スキャンステータスとツール

クイックスキャンを実行する

クイックスキャンは、エンドポイントに1つのインテリジェンスを送信して、即時一致とアラートレ

ポートを生成します。インテリジェンスが大きすぎる場合、クイックスキャンオプションは使用でき

ません。シグナル、OpenIOC、STIX、またはYARA インテリジェンスをクイックスキャンで使用できま

す。

シグナルの場合は、Traceデータベースで7日間の履歴クエリにクイックスキャンを使用できます。

シグナルのクイックスキャンは、シグナルを作成する場合にも便利です。

クイックスキャンが開始された時点でバックグラウンドスキャンが実行されている場合、バックグ

ラウンドスキャンは一時停止し、クイックスキャンが終了すると再開します。

コンピュータグループには、クイックスキャンで使用するDetectツールが必要です。

1. (オプション)グループ構成に含まれていないコンピュータに手動でDetectツールをプッシュす

るアクションをデプロイします。

2. [Management (管理 )] > [Intel (インテリジェンス)]に移動します。
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3. インテリジェンスの名前をクリックします。

4. [Quick Scan (クイックスキャン)]をクリックします。

5. コンピュータグループを選択します。

6. [Start Scan (スキャン開始 )]をクリックします。

クイックスキャンが実行されている間、検出アイコンが点滅します。クイックスキャンが完了した

ら、Interactアイコンを使用して、スキャンの詳細な結果を閲覧できます。アラートはスキャンと

は非同期的に生成され、収集されるため、スキャン完了前に[Alerts (アラート )]ページに表示

されることがあります。
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アラートの管理

アラートは、次の場所で表示できます。

l Detectホームページの概要

l 個々のインテリジェンスのドキュメント

l アラートページ

未解決アラートを表示する

l Detectホームページでは、アラートの視覚化によってアラートの概要が表示されます。未

解決アラートのリストを表示するには、[Investigate (調査 )]をクリックします。

l Detectのホームページでは、ラベルやソースの種類別にアラートを確認することもできま

す。
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インテリジェンスのドキュメントによるアラートの表示

Detectメニューから、[Management (管理 )] > [Intel (インテリジェンス)]をクリックします。インテ

リジェンスを1つ開くには、項目の名前をクリックします。個々のページから、インテリジェンス、過

去30日間のアクティビティ、エンジン分析に関連付けられているアラートを確認し、定義を編

集できます。

また、インテリジェンスページからインテリジェンスのドキュメントのクイックスキャンを開始すること

もできます。

IOCインテリジェンスの例：
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シグナルの例：

レピュテーションデータを調査する

レピュテーションインテリジェンスを使用するエンドポイントでは、保存されたQuestionによって見

つかったハッシュが評価のためにレピュテーションサービスに送信されます。このインテリジェンス

がアラートを生成すると、ハッシュが装飾され、一目でわかる状態になります。既知の悪意の

ある一致は、自動的に対象のコンピュータグループのクイックスキャンを開始し、進行中のバッ

クグラウンドスキャンのIOCを生成します。各レピュテーションIOCには最大20のハッシュを含める

ことができます。これらのIOCは、ソースとして[Reputation (レピュテーション)]と共に表示されま

す。

ハッシュのレピュテーションが変更されると、そのインテリジェンスが更新されます。たとえば、ハッ

シュがレピュテーションデータによって悪意のあるとみなされなくなった場合、関連するインテリ

ジェンスのドキュメントが更新され、それ以上アラートは生成されません。インテリジェンスのド

キュメントに悪意のあるハッシュが存在しない場合、そのドキュメントは削除されます。

1. アラートを展開して、ハッシュインジケータを表示します。ハッシュは、次のいずれかの評

価を持つことができます。
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l 悪意のない(緑 )

l 悪意のある(赤 )

l 疑わしい(黄色 )

l 不明 (グレー)

l 保留中

2. 詳細を表示するには、ハッシュをクリックしてください。VirusTotalのレピュテーションデータ

は、詳細を拡大して、ハッシュを評価したインテリジェンスプロバイダの色分けされたリス

トを表示することができます。
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クイックスキャンが実行されている間、検出アイコンが点滅します。クイックスキャンが完了した

ら、Interactアイコンを使用して、スキャンの詳細な結果を閲覧できます。アラートはスキャンか

ら非同期で生成され、収集されます。スキャンが完了する前に、アラートが[Alerts (アラート )]
ページに表示されることがあります。

レピュテーションデータをレビューする

レピュテーションインテリジェンスを使用するエンドポイントの場合、保存されたQuestionによって

見つかったハッシュは、評価のためにサードパーティのレピュテーションサービスに送信されます。

このインテリジェンスがアラートを生成すると、プロセスハッシュとドライバハッシュが装飾され、一

目でわかる状態になります。さらに、既知の悪意のある一致は、自動的に対象のコンピュータ

グループのクイックスキャンを開始し、進行中のバックグラウンドスキャンのIOCを生成します。各

レピュテーションIOCには最大20のハッシュを含めることができます。これらのIOCは、ソースとして

[Reputation (レピュテーション)]と共に表示されます。

ハッシュインジケータは、アラートを展開することで利用できます。

ハッシュは、次のいずれかの評価を持つことができます。

l 悪意のない(緑 )

l 悪意のある(赤 )

l 疑わしい(黄色 )

l 不明 (グレー)

l 保留中 ( )

一目で視覚化するだけでなく、ハッシュをクリックすると、レピュテーションレポートの詳細ウィンド

ウが開きます。VirusTotalレピュテーションデータの場合、ハッシュを評価した情報プロバイダの

色分けされたリストを表示できます。

類似の一致を探す

特定のアラートに類似するアラートに制限します。

1. Detectメニューから、[Alerts (アラート)]をクリックします。アラートを選択します。

2. 基本的なアラートの詳細を展開し、[Find Similar Matches (類似の一致を見つける)を
クリックします。

Traceでアラートを調査する

疑わしいアラートがある場合は、Traceでライブ接続を開いて、さらに調査することができます。
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注意：Tanium Platformバージョン7.1.314.3071以降では、追加のTraceアクセス許可が

必要です。詳細については、Tanium Traceユーザーガイド：コンソールの役割と特権を

参照してください。

1. Detectメニューから、[Alerts (アラート)]をクリックします。調査するアラートを選択します。

一度に1つのアラートを調査することができます。

2. [Actions (アクション)] >  [Investigate in Trace (Traceで調査する)]をクリックします。

3. Traceの準備ができたら、[Start live connection [endpoint name] (ライブ接続を開始

する[エンドポイント名 ])]をクリックします。

ライブエンドポイントのページがTraceで開き、調査中のアラートの種類に対して適切なフィルタ

が適用されます。疑わしいエンドポイントのスナップショットを保存して、エビデンスを保存しま

す。

アラートを削除する

アラートはいつでも削除できます。アラートが後で再度一致すると、アラートは再発します。

1. Detectメニューから、[Alerts (アラート)]をクリックします。

2. 削除するアラートを選択します。

必要に応じて、アラートのリストを並べ替えたりフィルタリングしたりします。

3. [Action (実行 )] > [Delete (削除 )]をクリックします。

https://docs.tanium.com/trace/trace/requirements.html#Console_Roles_and_privileges
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トラブルシューティング

Detectが期待通りに機能しない場合は、トラブルシューティングや設定の変更が必要かもし

れません。サポートが必要な場合は、テクニカルアカウントマネージャに連絡することもできま

す。

ログを収集する

トラブルシューティングに関連するDetectログとファイルをコンパイルできます。

1. Detectのホームページで、[Information (情報 )] をクリックします。

2. [Prepare Archive (アーカイブを準備する)]をクリックして、問題のトラブルシューティングに

使用できる情報のアーカイブを生成します。

3. [Download Archive (アーカイブをダウンロード )]をクリックします。

このアーカイブには、Detectデータベース、ログ、YARAキャッシュ、およびその他の関連ファイルが

含まれています。90秒ごとに更新されたZIPファイルを作成できます。ZIPファイル名の形式は、

detect-files-yyyymmddThhmmssZ.zipです。

ログレベルの変更

より詳細なログが必要な場合は、ログレベルを変更できます。

1. Detectのホームページで、[Settings (設定 )] をクリックします。

2. [Service (サービス)]タブで、必要に応じてレベルを調整します。

サーバのログレベルをTRACE、DEBUG、INFO、WARN、またはERRORに変更できます。デ

フォルトはDEBUGです。

重要：TRACEは、短期間のトラブルシューティングにのみ使用してください。

3. [Update Settings (設定の更新 )]をクリックします。

単一のグループ構成のログレベルを変更する

特定のグループ構成の詳細情報が必要な場合は、そのグループのログレベルを変更できま

す。

1. [Management (管理 )] > [Group Configuration (グループ構成 )]に進みます。

2. コンピュータグループ名をクリックします。

3. [Advanced Engine Settings (高度なエンジン設定 )]を開きます。
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4. ログレベルを選択します。

5. [Save and Deploy (保存してデプロイ)]をクリックします。

通知を表示する

システム通知を表示するには、[Management (管理 )] >  [System Notifications (システム通

知 )]をクリックします。これらの通知は、Detectサービスまたは任意のエンドポイントで[Alert
throttling (アラートスロットリング)]が有効になっている場合など、一致しないアラートを表示し

ます。通知を削除するには、行を選択して[Delete (削除 )]をクリックします。

Detectツールのステータスを取得する

Tanium™ Interactまたは保存されたQuestionを使用して、[Detect Tools Status from all

machines (すべてのマシンからGet Detectツールステータスの取得)]を尋ねることができます。

返される結果は、オペレーティングシステム、Detectバージョン、およびツールがインストールされ

ていないエンドポイントで分けられます。検知ツールのステータスは、Detectサービスが再起動ま

たは更新されたときに評価されます。

詳細については、Tanium Interactユーザーガイド：Questionを実行するを参照してください。

Traceのバージョンを確認する

シグナルをインテリジェンスとして使用するには、Traceとの統合が必要です。Detectを使用した

Traceの要件に関する詳細については、14ページのTaniumの依存関係を参照してください。

エンドポイントを初期化する必要があります。

Questionを実行します： 「Get Tanium Trace Status from all machines (すべてのマシンから

Tanium Traceステータスを取得)」。

詳細については、Tanium Traceユーザーガイドを参照してください。

サービス設定を更新する

Detectサービスがエンドポイントと通信する頻度、レポートの情報を収集する頻度を変更する

必要がある場合があります。または、Detectの動作を絞り込んだりする必要が生じる場合が

あります。

1. Detectのホームページで、[Settings (設定 )] をクリックします。

2. 環境に合わせ、必要に応じて設定を変更します。

3. [Update Settings (設定の更新 )]をクリックします。

https://docs.tanium.com/interact/interact/questions.html
https://docs.tanium.com/trace/trace/index.html
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アラートスロットリングを調整する

スロットリング設定を調整して、エンドポイントまたはDetectサービスから取得するアラートの数を

コントロールできます。エンドポイントとサービスのアラートスロットリングは、デフォルトで有効に

なっています。

エンドポイントでのシグナルアラートのためのスロットリングを設定する

グループ構成を作成するときに、エンドポイントでシグナルアラートのスロットリングを設定できま

す。デフォルトでは、エンドポイントでのシグナルアラートスロットリングが有効に設定されており、

5分以内に1つのインテリジェンスで5つのイベントが発生した場合に発生します。

1. [Management (管理 )] > [Group Configuration (グループ構成 )]に進みます。コン

ピュータグループを選択します。

2. [Advanced Engine Settings (高度なエンジン設定 )]セクションで、シグナルスロットリング

の設定を更新してください。
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3. [Save and Deploy (保存してデプロイ)]をクリックし、ツールと構成情報をエンドポイントに

公開することができます。

4. シグナルのアラートスロットリングが発生すると、イベントおよび[Management (管理 )] >
[System Notifications (システム通知 )]ページでスロットリングが有効になっているエンド

ポイントについての通知が表示されます。

Detectサービスの一致アラートスロットリングを構成する

Detectサービスで一致アラートスロットリングを構成できます。このサービスレベルのスロットリング

は、クイックスキャンアラートとすべてのタイプのインテリジェンスに適用できます。デフォルトでは、

一致アラートスロットリングが有効になっており、20分以内に単一のインテリジェンス上で

100個のイベントが起こると発生します。

1. Detectのホームページで、[Settings (設定 )] をクリックします。

2. 一致スロットリングの設定を編集します。
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スロットルが発生したときに調整でき、アラートがスロットルされ続ける時間を制御する

冷却時間を調整できます。

3. [Update Settings (設定の更新 )]をクリックします。

4. Detectサービスでアラートスロットリングが発生すると、[Management (管理 )] > [System
Notifications (システム通知 )]ページでスロットリングが有効になっているという通知が表

示されます。

Detect統計情報をリフレッシュする

Detectの最新情報とDetectによって作成されたオブジェクトを更新できます。

1. Detectのホームページで、[Information (情報 )] をクリックします。

2. [Reload (リロード )をクリックします。

手動でDetectエンジンを構成する

グループ構成の高度な設定でほとんどのDetect設定を変更できますが、エンジン構成を編集

するには、エンドポイントのTanium™ Clientのディレクトリからスクリプトを手動で実行する必要

がある場合があります。

l get-configは、利用可能なすべてのオプションとそれらの現在の値を提供します。

l set-configは、値を変更するか、またはクリアして、デフォルトの動作に戻します。

エンジン構成オプションの詳細については、評価エンジンのドキュメントを参照してください。

Detectのホームページから、[Help (ヘルプ)] をクリックし、それから[Evaluation Engine (評価

エンジン)]タブをクリックします。

手動バックアップとリストアを完了する

バックアップを作成したり、既存のDetectの構成にバックアップを復元したりすることができます。

たとえば、テスト環境から本番環境に移行するときにバックアップを使用することができます。

1. Tanium™ Module Serverで、Detectサービスを停止します。

2. ソースModule Serverのホストコンピュータで、ログとデータディレクトリをコピーします。

l バージョン2.5.x以前の場合は、Program Files\Tanium\Tanium
Module Server\services\detectに移動します。

l バージョン3.x以降の場合は、Program Files\Tanium\Tanium Module
Server\services\detect3-filesに移動します。
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3. 対象のモジュールサーバのホストコンピュータで、これらのアイテムを別のDetectインストー

ルに貼り付けて、状態を復元します。

4. Detectサービスを再起動します。

Detectをアンインストールする

ある特定の状況では、トラブルシューティングの目的でModule ServerからDetectを削除する必

要がある場合があります。

注意：アンインストールするには、Tanium Consoleを使用します。テクニカルアカウントマ

ネージャの指示がない限り、ホストマシンの追加 /削除機能を使用しないでください。

1. メインメニューから、[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]をクリックします。

2. Detectを検索し、[Uninstall (アンインストール)]をクリックします。

[Uninstall (アンインストール)]ウィンドウが開き、削除されるコンテンツ一覧が表示され

ます。

3. [Proceed with Uninstall (アンインストールを続行する)]をクリックします。

4. アンインストールプロセスを開始するには、パスワードを入力してください。

インストールパッケージが削除されると、進捗バーが表示されます。

5. [Close (閉じる)]をクリックします。

6. 確認するには、[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]ページにもどり、[Import (イ
ンポート)]ボタンが使用可能であることを確認します。

ヒント：Detectモジュールがコンソールで更新されていない場合は、ブラウザをリフ

レッシュしてください。
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関連情報：オーサリングシグナル
エンドポイント上のプロセス、ネットワーク、レジストリ、およびファイルイベントを継続的にリアルタ

イムで評価するために、Tanium™ Traceとの統合によってシグナルを使用できます。シグナル

は、Detectサービスが言語の構文と現在サポートされている利用条件の両方を取り込んで検

証する特定の言語を実装しています。SignalはTaniumのフィードとして利用できます。もしく

は独自のシグナルを作成することもできます。

テスト済み・検証済みのシグナルのTaniumシグナルフィードを使用に加えて、ご使用の環境

固有のカスタムシグナルを作成することもできます。シグナルは、複数の検索式を組み合わせ

て、不審なプロセスや興味深いプロセスの動作を検出するメカニズムを提供します。検索範

囲が狭い場合、誤検出のアラートを最小限に抑えることができます。

Taniumが提供するシグナルの詳細については、36ページのTaniumシグナルフィードに接続す

るを参照してください。

シグナルの仕組み

シグナルは特定の言語構文を使用して、エンドポイント上のプロセス関連イベントの検索式

を作成します。

他のインテリジェンスと同様に、Detectサービスにシグナルが追加されると、シグナルが検証さ

れ、適切な構造が確保されます。シグナルはコンパイルされ、適切なコンピュータグループに

送信、適用されます。

他のタイプのインテリジェンスとは異なり、Traceイベントレコーダーは、定期的にスキャンするの

ではなく、継続してリアルタイムで各プロセス作成イベントを検査し、一致が発生したときに

Detect評価エンジンを起動します。各イベントは、すべてのシグナル定義に対して評価されま

す。シグナル条件が一致するたびに、アラートが生成されます。Detectが定期的に保存され

たQuestionでエンドポイントをポーリングし、アラートが収集されます。アラートは、Detectワーク

ベンチの[Alerts (アラート )]ページに表示されます。

シグナル構文

シグナル構文は、サポートされているオブジェクト、プロパティ、条件、および検索式の検索値

で構成されます。1つまたは複数の式がシグナル定義を構成します。オブジェクトはすべてプロ

セス関連のイベントを参照します。たとえば、ファイルオブジェクトは、プロセスによるファイルの操

作を意味します。シグナルは、ANDまたはORオペランドで接続された単一の定義で複数の式

を持つことができます。必要に応じて、括弧を使用して優先順位を指定できます。シグナル

式の記述は、次のいずれかの形式に従う必要があります。
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l object.propertyconditionvalue

l object.propertycondition'value with spaces'

各オブジェクトはプロセスイベントの一種であり、イベントの範囲をさらに狭める1つ以上のプロ

パティがあります。条件は、オブジェクトとプロパティが提供された値とどのように関連するかを

指定します。すべての条件が、すべてのオブジェクトプロパティでサポートされているわけではあ

りません。

サポートされているオブジェクト、プロパティ、および条件の詳細については、Detectホームペー

ジの[Help (ヘルプ)] へ移動します。ここで、評価エンジンの文書にアクセスすることができま

す。

次のサンプル式は、式、優先順位、およびエスケープ特殊文字を組み合わせて示していま

す。

l process.command_line contains 'evil' AND process.path starts with
'c:\\windows'

l process.command_line contains 'evil' AND process.path starts with
'c:\\windows'

注意：シグナルは大文字と小文字を区別しません。

シグナルのユースケース

シグナルは、疑わしいまたは悪意のあるプロセスアクティビティをリアルタイムで識別するように設

計されているため、ハッシュやファイル名などファイルプロパティの大量のリストに対して警告する

ことは目的としていません。これらのユースケースには、バックグラウンドでのインテリジェンスス

キャンやレピュテーションによるアラートの使用が適しています。たとえば、excel.exeへのア

ラートはあまり有用ではなく、価値の低い不要なアクティビティを数多く作成します。しかし、

excel.exeがPowershell.exeを起動する場合は、セキュリティオペレーションセンターは

認識する必要があります。この例のシグナル条件は次のようになります。
process.path ends with ‘powershell.exe’ AND process.parent_path ends with

‘excel.exe’

シグナルを使用して、悪意のあるものではないが、特定のコンピュータグループ内で望ましくな

いアクティビティを検出します。例えば、dsquery.exeまたはdsget.exeをActive Directory
の管理に使用することは、望ましくないアクティビティである可能性があります。通常のプロセス

で社内で開発されたPowershellスクリプトを使用するのであれば、侵入者が変更を加えようと

していることが示されます。または、ファイアウォール設定がGPO設定を介して継承されている

場合は、エンドポイントのnetsh.exeの理解が必要な場合があります。
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シグナルを使用して、何らかのアクティビティが発生したことを確認します。たとえば、再起動

後にクリティカルなアプリケーションが起動したときに、サーバからアラートを受信することは、考

慮が必要なシグナルです。IISサーバが再起動した後w3wp.exeのプロセスが開始したという

警告は、Webコンテンツチームが確認する必要があります。

シグナルは、狭い範囲、特定のターゲット、および使用意図が明確でなければなりません。

シグナルのテスト

シグナルを作成したら、本番環境で使用する前にラボでシグナルをテストします。シグナルが

正しいエンドポイントに適用されていること、期待した結果を戻すことを確認します。

1. シグナルを作成します。

詳細については、31ページのシグナルを追加するを参照してください。

2. (オプション) シグナルを評価する場合は、シグナルのクイックスキャンを実行し、必要に応

じてシグナルを変更することができます。

3. Detectツールがインストールされているテストコンピュータグループのグループ構成にシグナ

ルを適用します。

4. インテリジェンスのデプロイ間隔を待つことができない場合は、[Deploy Intel Now (今す

ぐインテリジェンスをデプロイする)]をクリックします。

5. 設定されたコンピュータグループ内の1つ以上のエンドポイントで、シグナルの条件をトリ

ガーします。

6. Detectワークベンチがアラートが受信したことを確認します。

満足のいく結果を得るまで、このプロセスを繰り返してください。
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