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この文書の内容は予告なく変更されることがあります。また、本書に記載の内容は「現状の

まま」提供されており、正確には万全を期しておりますが、Taniumの顧客販売契約に規定さ

れている保証を除き、明示または暗黙を問わずいかなる保証もしません。別段の規定がな

い限り、Taniumはいかなる責任も負いません。Taniumおよびそのサプライヤは、Tanium Inc.が
かかる損害の可能性を事前に通知されていたとしても、本書の使用または使用できないこと
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および付随的損害に対して一切の責任を負いません。

本書で使用されているIPアドレスは、実際のアドレスであることを意図していません。本書に

記載されている例、コマンド表示出力、ネットワークトポロジ図、およびその他の図は、例示

の目的にのみ使用されています。例示コンテンツに実際のIPアドレスが使用されていたとして

も、特別な意図はなく、偶然です。

最新のTanium製品のマニュアルについては、https://docs.tanium.com をご覧ください。

Taniumは米国およびその他の国におけるTanium,Inc.の商標です。記載されているその他の

社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
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Traceの概要

Traceを使用して、ネットワーク上のLinux、Mac、およびWindowsエンドポイントの主要なフォレ

ンジックおよびセキュリティイベントを直接調査します。Traceは、プロセス実行、ログオン履歴、

ネットワーク接続、ファイルとレジストリの変更を含む、重要なイベントのライブビューと履歴

ビューを提供します。Traceソリューションは、次3つの部分で構成されています。

l エンドポイントのイベントデータをモニターするTraceイベントレコーダー

l エンドポイントのTraceデータを検索および管理できるTraceインターフェイス

l Traceデータ用にエンタープライズ全体で検索を発行するセンサー

Traceイベントレコーダーについて

Traceイベントレコーダーは、重要なフォレンジックエビデンスを継続的に各エンドポイントに保

存します。イベントレコーダーは、エンドポイントカーネルとその他の下位レベルのサブシステムを

監視し、さまざまなイベントを捕捉します。

アイドル状態のシステムでも、迅速にデータを蓄積します。Traceは同様のイベントをインテリ

ジェントに照合し、効率的にローカルデータベースに保存します。デフォルトの構成では、履歴

データを数か月間まで保持できます。Traceが消費するローカルストレージの容量をカスタマイ

ズし、記録されたエビデンスのタイプをフィルタリングすることができます。

従来のディスクやメモリのフォレンジック技術では、エンドポイントのアクティビティの断片を正常

に再構築できますが、これは基盤となるオペレーティングシステムがネイティブに保持するエビデ

ンスに限定されます。対象期間からのこのタイプのエビデンスは、時間の経過とともに急速に

劣化する可能性があります。Traceは、完全で解釈しやすいイベント履歴を保持するので、

最新のシステムイベントを再現することができます。

記録されたイベントのタイプ

Traceは、追加のコンテキストとメタデータ、およびタイムスタンプ(UTC)など、イベントを幅広く記

録します。記録されるイベントの例は、プロセスの実行、ファイルシステムのアクティビティ、レジ

ストリの変更、ネットワーク接続、ドライバとライブラリの読み込み、ユーザー認証などがありま

す。Traceが記録するプロセス、レジストリ、ネットワーク、ファイル、セキュリティイベントを指定で

きます。

ヒント：データべースをより有用にするため、また、より長い期間データを保持するため、

発生回数の多いイベント、たとえばLanguageListレジストリ値などを除外することを検

討してください。
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イベントは次のタイプに基づきフィルタリングします。

イベントのタイプ 説明

ドライバ フルパスとハッシュを含むドライバの読み込みイベント。ドライバがデジタル署

名され、エンティティを署名している場合、Windowsにも含まれます。

ドライバイベントは通常、全体的に少数のイベントを作成します。ドライバ

イベントをフィルタリングすることはできません。

ファイル エンドポイントのディレクトリに書き込まれたファイルなど、ファイルシステムイベ

ント。関連するプロセスとユーザーコンテキストが含まれます。

可能性のある例は、Windows Updateが使用する場所にコピーされたマル

ウェアファイル、またはファイルに対するコンテンツの変更です。

ネットワーク 関連するプロセスとユーザーコンテキストを含む、インターネットロケーションへ

のHTTP要求などのネットワーク接続イベント。すべてのインバウンドとアウトバ

ウンドのTCPと、UDP接続のイベントが記録されます。

l アウトバウンド：接続、試行、成功、切断、失敗が記録されます。

l インバウンド：受け入れられた接続と切断のみが記録されます。

プロセス プロセス作成、子プロセス作成、およびプロセス終了のイベント。フルコマンド

ライン、MD5ハッシュ、親プロセスメタデータ、およびユーザーコンテキストが含

まれます。

レジストリ [Windowsのみ]レジストリキーと値の作成や変更など、レジストリの変更。関

連するプロセスとユーザーコンテキストが含まれます。

セキュリティ セキュリティイベントには、認証、特権エスカレーションなどが含まれます。この

イベントタイプには、オペレーティングシステムログがローリングした場合でも、ロ

グオンイベントが含まれます。

DNS [Windows 8.1以降]プロセスパス、ユーザー、クエリ、応答、および操作の種

類を含むDNS要求情報。

イメージ [Windowsのみ]イメージ読み込みイベントには次が含まれます。

l フルパスとハッシュ

l イメージに署名したエンティティ、またはイメージが署名されていない場

合は 「署名なし」の表示。

可能性のある例は、署名されていないDLLの読み込みです。

表1：イベントのタイプ
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イベントレコーダーデータのソース

イベントレコーダーは、複数のソースから、エンドポイントの1つのローカルデータベースにデータを

収集します。カーネルイベントは、Linux、Mac、およびWindowsツールから収集されます。

Windowsエンドポイントでは、オプションのMicrosoft Sysmonを設定することで、実行されたプロ

セスに関する追加情報が提供されます。

Traceレコーダーの一部の機能には、特定のバージョンのWindowsが必要です。

機能 Windows
Server 2008
R2

Windows
Server
2012

Windows
Server 2012
R2以降

Windows
7

Windows
8

Windows
8.1以降

DNSイベント 利用不可 利用不可 利用可能 利用不可 利用不可 利用可能

プロセスハッ

シュとコマンドラ

イン情報

Sysmonが
必須

利用可能 利用可能 Sysmonが
必須

利用可能 利用可能

ドライバ読み込

み

利用可能* 利用可能 利用可能 利用可能

*
利用可能 利用可能

表2：Traceレコーダーの機能

* Sysmonが設定されている場合、Sysmonによって記録されたドライバの読み込み情報が使

用されます。

他のTanium製品との統合

他のTanium製品と組み合わせると、調査中または調査後に、結果を適用することができま

す。調査の結果は、短期および長期の修正計画に必須の情報です。開始時から調査と

並行して展開することができます。

Tanium™ Connect

Traceは、Tanium Connectのデータを使用して、プロセスおよびドライバハッシュイベントを説明

します。ソースデータは、複数の脅威インテリジェンスプロバイダからの一目でわかる評判ステー

タス評価のために、これらのイベントの詳細を追加します。

Tanium™ Incident Response

Traceは、Tanium Incident Responseと連携し、エンタープライズ規模に拡大し追跡を行いま

す。いずれかのソリューションのセンサーを使用して、オペレーティングシステムまたは侵入のライ

フサイクルフェーズ、および特定のタイプのエビデンスに基づいて、エンドポイント間を検索しま

す。たとえば、Autorun Program Detailsセンサーを使用して、環境内のすべての永続バイナリ
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を検索します。一部のセンサーは、WindowsエンドポイントでのTraceの実行プロセス

PowerShellの疑わしいコマンドライン引数検索といった、パラメータフィールドを入力する一般

的な利用法ボタンが含まれます。すべてのエンドポイントからの結果は、Traceで実行可能な

Interectのグリッドとして表示されます。

Tanium™ Detect

分析したエンドポイントから、Traceの保存されたエビデンスを使用し、Tanium Detect ICOの
Intelドキュメントを作成してネットワーク全体のエンドポイントをスキャンします。イベントレコー

ダーは、Detectのシグナルを監視し、イベントがシグナルと一致するかどうかDetectに通知しま

す。感染したシステム、バックドアのコマンド＆コントロールアドレス、または感染したユーザーの

資格情報セットが不明な場合、攻撃者は簡単に再度アクセスし、修正作業全体を無効

にする可能性があります。

Tanium™ Protect

Traceの結果を使用して、Tanium ProtectでWindowsエンドポイントのプロセスとネットワークの

ルールポリシーを作成し、ネットワークにおける将来のインシデントを防止します。インシデント

発生中に悪用された、より根本的な脆弱性を識別して対処できない場合、組織はセキュリ

ティ状況を完全に改善することはできません。

Tanium™ Trends

Traceのデータ全体をグラフィカルに表示するには、Tanium Trendsボードおよびパネルにある

Traceで保存された質問のいずれかを使用します。Trendsは、エンドポイント別の特定のレス

ポンスを全体的な視点からTanium Interactにピボットすることができます。
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図1：エンドポイント数別にTraceデータベースの健全性を表すTrendsの棒グラフ

これら、または他のTanium製品のライセンスを取得するには、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。
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Traceを使い始める

1. Traceモジュールをインストールし、Traceパッケージをエンドポイントにデプロイします。

23ページのTraceのインストールを参照してください。

Traceのバージョンをアップグレードする場合。30ページのTrace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. エンドポイントに接続します。31ページのライブエンドポイントへの接続とスナップショットの

取得を参照してください。

3. エンドポイントのデータを確認し、特定のイベントまでドリルダウンします。36ページのエン

ドポイントのプロセスとイベントの検索を参照してください。

4. フォレンジック分析を行います。44ページの分析のエビデンスを保存するを参照してくださ

い。

5. 他のエンドポイントを調べます。52ページのエンタープライズ全体の検索を参照してくださ

い。
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要件

Trace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

Trace製品モジュールのライセンスに加えて、他のTaniumコンポーネントの最小要件もありま

す。

コンポーネント 要件

Tanium Platform 6.5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 Serverのインストールを参照してくだ

さい。

Tanium Client イベントレコーダーは、Tanium Clientと同じLinuxおよび

Macエンドポイントでサポートされています。Windowsエ
ンドポイントの場合、最低限のWindows 7または

Windows Server 2008 R2が必要です。Windows 8.1に
は、DNSイベント記録性能があります。

特定のTanium Clientのバージョンの詳細について

は、Tanium Clientデプロイガイド：クライアントホスト

システム要件を参照してください。

Tanium Connect 4.1.0以降(オプション)。

Tanium Detect 2.4.2以降(オプション)。

Tanium Incident
Response

3.3.1以降(オプション)。

Tanium Protect 1.0.1以降(オプション)。

Tanium Trends 1.0以降(オプション)。

製品ライセンスの有効化の詳細については、Taniumナレッジベース：ライセンスを参照してくだ

さい。

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/installing_tanium_server.html
https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/installing_tanium_server.html
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Client_host_system_requirements
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Client_host_system_requirements
https://kb.tanium.com/Licensing
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エンドポイントのハードウェアおよびソフトウェア要件

各エンドポイントデバイスには、最低100MBのRAMが必要です。デフォルトでは、エンドポイント

データベースのサイズは1GBです。空きディスク領域で、最大データベースサイズの3倍が必要で

す。エンドポイントでのCPU要求は平均1%未満です。

Linuxエンドポイントの場合は、次の作業を行う必要があります。

l エンドポイントを初期化する前に、最新の安定版の監査デーモンとaudispdプラグインを

インストールします。手順については、特定のオペレーティングシステムのマニュアルを参

照してください。

l 不変の「-e 2」モードを使用する場合、Linuxイベントレコーダーは不変フラグの前に

Tanium監査ルールを追加することに注意してください。Linuxで-e 2フラグを使用する場

合は、レコーダを有効にした後でエンドポイントを再起動する必要があります。

Tanium Module Serverのコンピュータリソース

Trace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。

Module Serverのホストコンピュータのサイジングへの影響は最小限で、使用状況によって異

なります。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。

サードパーティのソフトウェア

(Windows、オプション) Microsoft Sysmon

Windows 8およびWindows Server 2012 R2より前のWindowsエンドポイントの場合、サポートさ

れている最新バージョンのMicrosoft Sysmonが、プロセスハッシュとコマンドライン情報の記録

に必要です。Windows 8以降およびWindows Server 2012 R2以降では、Sysmonは必要あり

ません。Traceで記録されたデータタイプの詳細については、11ページのTraceレコーダーの機能

を参照してください。

エンドポイントでSysmonを設定する方法については、25ページのSysmonの設定を参照してく

ださい。

ホストとネットワークセキュリティの要件

Trace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

Traceの通信には、以下のポートが必要です。

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/sysmon
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コンポーネ

ント

ポート番

号

方向 サービス 目的

Module
Server

17443 インバウン

ド

Traceサービ

ス

スナップショットのアップロードをサポートしてい

ます。

17444 インバウン

ド

Traceサービ

ス

エンドポイントへのライブ接続用にModule
Serverに接続するTraceエージェント。

17449 アウトバ

ウンド

Trace Hone
Hub

(オプション) Tanium Traceゾーンプロキシへの

Tanium Trace Hone Hub接続。

ゾーンサーバ 17449 インバウン

ド

Traceゾーン

プロキシ

(オプション) Tanium Traceゾーンプロキシへの

Tanium Traceゾーンハブ接続。

17444 インバウン

ド

Traceゾーン

プロキシ

(オプション) Traceエージェントからの接続。

Tanium
Client

17444 アウトバ

ウンド

Tanium
Client

Module Serverに接続する

TaniumTraceWebsocketClient.exe
またはライブ接続用のTraceゾーンプロキシ。

セキュリティの除外

不明な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

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

Tanium Zone Proxy <Trace Zone Proxy>\proxy\node.exe

Windows x86エンドポイ

ント

<Tanium
Client>\Tools\Trace\TaniumTraceWebsocketClient.exe

<Tanium Client>\Tools\Trace\TaniumSQLiteQuery.exe

<Tanium Client>\Tools\Trace\TaniumExecWrapper.exe

<Installation Location>\sysmon.exe
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ターゲットデバイス プロセス

Windows x64エンドポイ

ント

<Tanium
Client>\Tools\Trace\TaniumTraceWebsocketClient.exe

<Tanium Client>\Tools\Trace\TaniumSQLiteQuery.exe

<Tanium Client>\Tools\Trace\TaniumExecWrapper.exe

<Installation Location>\sysmon.exe

Mac OSエンドポイント <Tanium Client>/Tools/Trace/recorder

<Tanium
Client>/Tools/Trace/TaniumTraceWebsocketClient

<Tanium Client>/Tools/Trace/TaniumExecWrapper

Linux x86エンドポイント <Tanium Client>/Tools/Trace/recorder

<Tanium
Client>/Tools/Trace/TaniumTraceWebsocketClient

<Tanium Client>/Tools/Trace/TaniumExecWrapper

Linux x64エンドポイント <Tanium Client>/Tools/Trace/recorder

<Tanium
Client>/Tools/Trace/TaniumTraceWebsocketClient

<Tanium Client>/Tools/Trace/TaniumExecWrapper

コンソールのロールと特権

Tanium Platformのバージョン6.5または7.0では、最低限のアクションユーザー権限を持つユー

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、Trace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 Trace管理者 Traceユーザー Trace読み取り

専用ユーザー

Traceを表示‡

Traceワークベンチへアクセス

* * *

表3：Tanium 7.1 Traceユーザーロール特権
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アクセス許可 Trace管理者 Traceユーザー Trace読み取り

専用ユーザー

Trace APIドキュメント読み取り

APIドキュメントの表示と一覧表

示

Traceデプロイの読み取り

デプロイの表示と一覧表示

*

Traceエンドポイント構成読み取り

エンドポイント構成の表示と一

覧表示

* * *

Traceエンタープライズ追跡読み取

り†

エンタープライズ追跡のセンサー

の表示と一覧表示

Traceエクスポート読み取り

エクスポートされたイベントの表

示と一覧表示

* *

Traceエクスポート書き込み

エクスポートされたイベントの作

成と削除

Traceファイルダウンロード読み取り

ライブエンドポイントからのファイ

ルダウンロードの表示と一覧表

示

* *

Traceファイルダウンロード書き込み

ライブ接続からのファイルのダウ

ンロードと削除
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アクセス許可 Trace管理者 Traceユーザー Trace読み取り

専用ユーザー

Trace IOC読み取り†

セキュリティ侵害インシデントの

表示と一覧表示

* *

Trace IOC書き込み†

セキュリティ侵害インシデントの

作成、編集、および削除

Traceライブ接続読み取り

ライブエンドポイント接続の表示

と一覧表示

* *

Traceライブ接続書き込み

ライブエンドポイントの追加、削

除、および接続

Trace Protectルール書き込み†

Protectルールの作成、編集、お

よび削除

Trace保存されたイベント読み取り

保存したイベントの表示と一覧

表示

* *

Trace保存されたイベント書き込み

ライブエンドポイント接続からイ

ベントを保存

Traceスナップショット読み取り

スナップショットの表示と一覧表

示

* *
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アクセス許可 Trace管理者 Traceユーザー Trace読み取り

専用ユーザー

Traceスナップショット書き込み

スナップショットのキャプチャと削

除

Trace使用API

APIを使用してTrace操作を実

行する

* * *

Traceデプロイの書き込み

Traceをエンドポイントにデプロイ

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。

†他のモジュールのすべてのタスクを完了し、Detect (バージョン3.0.6以降 )、Protect (バージョン

1.3.0以降 )、Connect (バージョン4.3.0以降 )、またはInterect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。

‡Trace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。

アクセス許可 アクセス許可用

コンテンツセット

Trace
管理者

Trace
ユーザー

Trace読み取り専用ユーザー

動的な質問をする * * *

センサーの読み取り 予約 * *

センサーの読み取り Traceの分析 * * *

センサーの読み取り Traceのデプロイ * *

センサーの書き込み Traceのデプロイ *

表4：Tanium 7.1高度なユーザーロール特権

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

Trace
管理者

Trace
ユーザー

Trace読み取り専用ユーザー

アクションの書き込み Traceの分析 * *

アクションの書き込み Traceのデプロイ *

パッケージの書き込み Traceの分析 *

パッケージの書き込み Traceのデプロイ *

プラグインの実行 Traceの分析 * * *

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、Trace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 [Trace Administrator (Trace管理者 )]ロール

l Traceの保存されたエビデンスからProtectのルールにピボッティングする[Protect User
(Protectユーザー)]ロール

l [Connect Administrator (Connect管理者 )]ロールまたは評判データを表示する

[Connect Reputation Read (Connect評判読み取り)]特権

l エンドポイントのステータス結果を表示する[Show Interact (Interectを表示 )]ロール

注意：Tanium IOC Detect 2.xでTraceを使用するには、Traceのロールにレガシー、質問

作成者権限を割り当てる必要があります。

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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Traceのインストール

Traceのインストールには、2つのプロセスがあります。

1. TraceモジュールをTanium Module Serverへインポートして構成します。

2. Traceのパッケージをエンドポイントにプッシュします。必要に応じて、Traceモジュールへの

アクセスコントロールを設定できます。

注：マニュアルに記載されている手順とスクリーンショットは、バージョン7以降のもので

す。バージョン6とは手順と画面が異なる場合があります。

Traceを設定する

Traceを使用するには、最初にモジュールをインポートして、エンドポイントにTraceをインストー

ルするコンピュータグループを決定する必要があります。

使用を開始する前に

Trace実行ファイルを、Taniumナレッジベース：セキュリティの免除の記事で定義するとおり、「オ

ンアクセス」スキャンから除外します。

Traceモジュールのインポート

Tanium TraceをTanium Consoleからインポートしてインストールします。

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. [Trace]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をダウンロードすると、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のプラットフォームでは、[Proceed with Import (インポートに

進む)]をクリックします。

https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/230533748-Security-Software-Exceptions
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l バージョン7.1.314.3071以降のプラットフォームでは、[Include content set
overwrite (コンテンツセットの上書きを含める)]を有効にして、[Proceed with
Import (インポートに進む)]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. 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、Traceの[Installed (インストール済み)]バージョンをチェックします。

ヒント：[Trace]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。

Traceセットアップアクショングループにコンピュータグループを追加する

Traceモジュールをインポートすると、自動的にアクショングループが作成されます。Traceセット

アップグループに含まれているコンピュータグループを選択する必要があります。

1. メインメニューから、[Actions (アクション)]>[Scheduled Actions (予定済みアクション)]の
順に移動します。

2. [Action Groups (アクショングループ)]ペインで、[Trace Setup (Traceセットアップ)]を選択

し、[Edit (編集 )]をクリックします。

3. [Computer Groups (コンピュータグループ)]セクションで選択を行います。

4. オペランドを[Combine groups using (グループ結合に使用 )]ドロップダウンメニューから

選択します。

5. (オプション)[All machines currently included in this action group (このアクショングルー

プに現在含まれているすべてのマシン)]セクションに含まれているマシンを確認します。

注意：選択を変更した場合、このグリッドが入力されるのに数分かかることがあり

ます。

6. [Save (保存 )]をクリックします。

7. パスワードを入力して変更を確定します。

暗号スイートの設定

オプションで、TraceとTraceゾーンプロキシにデフォルトの暗号スイートを設定することができま

す。デフォルトでは、TLS 1.2に固有の暗号のみ有効です。暗号スイートをさらにカスタマイズす

る必要がある場合は、サービスコマンドラインを変更できます。

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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WindowsのTraceの暗号を追加または削除するには、HKEY_LOCAL_
MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tanium Trace\Parameters\AppParametersレジス

トリキーを修正し、OpenSSLの暗号リストフォーマットの--tls-cipher-list値を編集し、

サービスを再起動します。暗号リストフォーマットの詳細については、OpenSSL：暗号リスト

フォーマットを参照してください。

エンドポイントにTraceをインストールする

Traceは、Microsoft Sysmonツールと共にパッケージをデプロイして、Traceに集約されたエンド

ポイント情報を収集します。

使用を開始する前に

Linuxエンドポイントの場合は、次の作業を行う必要があります。

l エンドポイントを初期化する前に、最新の安定版の監査デーモンとaudispdプラグインを

インストールします。手順については、特定のオペレーティングシステムのマニュアルを参

照してください。

l 不変の「-e 2」モードを使用する場合、Linuxイベントレコーダーは不変フラグの前に

Tanium監査ルールを追加することに注意してください。Linuxで-e 2フラグを使用する場

合は、レコーダを有効にした後でエンドポイントを再起動する必要があります。

Sysmonの設定

(オプション) Windows 7およびWindows Server 2008 R2のエンドポイントの場合、プロセスハッ

シュおよびコマンドライン情報を記録するためにSysmonが必要です。新しいWindowsバージョ

ンの場合、Sysmonがこの情報を取得する必要はありません。詳細については、11ページの

Traceレコーダーの機能を参照してください。

1. technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/sysmonに移動し、sysmon.zipファイルを

ダウンロードしてローカルコンピュータに保存します。

TraceでSysmonをアップロードする前に、Microsoftのソフトウェア使用許諾条件を確認

してください。

2. Traceのホームページから、[Configure Trace (Traceの設定 )]セクションへ移動します。

[Configure Sysmon (Sysmonの設定 )]タブをクリックして、[Configure Sysmon (Sysmon
の設定 )]をクリックします。

https://www.openssl.org/docs/man1.0.2/apps/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT
https://www.openssl.org/docs/man1.0.2/apps/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT
https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/sysmon
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注意：[Configure Trace (Traceの設定 )]セクションがTraceのホームページに表示

されない場合は、[Manage Home Page (ホームページの管理 )]をクリックし、

[Configure Trace (Traceの設定 )]を選択して[Save (保存 )]をクリックします。

3. TraceがどのようにSysmonを使用するか選択します。

ヒント：Traceを使用してSysmonをデプロイする場合は、sysmon.zipファイルを

ダウンロードし、ローカルコンピュータに保存する必要があります。

l Sysmonを必要とするエンドポイントにのみ追加してください。

l 一部のエンドポイントがSysmonを使用できない場合でも、すべてのエンドポイント

に追加します。

l SysmonのデプロイにTraceを使用しないでください。Sysmonがすでにインストールさ

れているエンドポイントだけがハッシュおよびコマンドライン情報を処理できます。

4. sysmon.zipファイルを参照し、[Upload (アップロード )]をクリックします。

5. [OK]をクリックします。

Sysmonがすでにエンドポイントにインストールされている場合は、TraceでSysmonを使用するこ

とができます。ただし、後でSysmonの使用を停止するは、以前にインストールされたSysmon
のバージョンがエンドポイントから削除されます。

エンドポイントデータベース設定の構成

各エンドポイントに固有のTrace情報が、ローカルデータベースに存在します。データベースの

容量は、ストレージのサイズと日数によって制限できます。特定の環境に合わせて、各エンド

ポイントデータベースの設定を調整します。

さらに、監視するシステム各タイプの典型的なサンプルでイベントレコーダーをテストすることもで

きます。異なる役割を持つシステムは、特定のタイプのイベントをより多く生成することができま

す。たとえば、ドメインコントローラは通常、一般的なエンドユーザワークステーションよりも多く

のセキュリティイベントとネットワークトラフィックを生成します。不要なアクティビティを除外しなが

ら、環境全体のイベント保持を最大化するようカスタム構成を構築できます。

1. メインメニューから、[Trace]をクリックします。

2. [Settings (設定 )] をクリックします。

3. [Groups (グループ)]タブで、[Add Group (グループを追加 )]をクリックするか、または既存

の構成を表示します。
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4. 名前を追加し、コンピュータグループを選択します。

注意：選択する前に、コンピュータグループをTraceセットアップアクショングループに

追加する必要があります。

5. データベースの動作を指定します。

a. [Maximum Size (最大サイズ)]フィールドで、データベースの限度を指定します。

データベースが最大サイズに達すると、エンドポイントはイベントをパージします。

b. [Maximum Days (最大日数 )]フィールドで、イベントが保持される日数を選択し

ます。

古いイベントはエンドポイントデータベースからパージされます。

c. (LinuxおよびMacのみ)必要に応じて、[Maximum CPU Threshold (最大CPUしき

い値 )]のパーセンテージを変更します。

1プロセッサあたりのエンドポイントのCPU使用率が1分間にわたってこの割合を超

えると、イベントレコーダーが無効になり、監査ルールが削除されます。デフォルト

は25％です。イベントレコーダーの再起動の詳細については、63ページのTraceイ
ベントレコーダーを開始または停止するを参照してください。

d. (Linuxのみ)[Enable Auditd Raw Logging (Auditd未処理ロギングを有効にする)]
ドロップダウンメニューから選択を行います。

l [True (真 )]：監査ルールを追加し、未処理ログをディスクに書き込みます。

重要：この設定により、エンドポイントの監査ログボリュームが増加し

ます。

l [False (偽 )]：ディスクへのログ書き込みを無効にします。イベントスループット

を改善し、CPU使用率を下げるには、この設定を使用します。

重要：生の監査ログの読み取りに依存する他の非Taniumプロセス

がないことを確認してください。

e. (LinuxおよびMac)[Enable recorder CPU throttling on Mac and Linux (Macと
LinuxでレコーダのCPUスロットルを有効にする)]を選択し、メッセージとイベントを

記録します。選択すると、情報が/var/log/messagesとrecorder.logに
記録され、リソースを節約し、潜在的な中断を最小限に抑えるために、より長い

期間にわたってイベントを記録するように処理が抑制されます。
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6. データベースイベントの詳細を入力します。

a. 記録するイベントのタイプを選択します。

すべてのレジストリ、ファイル、およびDNSイベントが含まれ、すべてのTaniumイベン

トはデフォルトで除外されます。ネットワークおよびセキュリティイベントの選択は、デ

フォルト設定に含まれています。たとえば、ほとんどのWindowsシステムでは、レジ

ストリイベントがイベントレコーダーアクティビティの最大量を生成します。

b. レジストリ、ファイル、ネットワーク、またはプロセスイベント用のフィルタを追加しま

す。

構成オ

プション

説明

レジスト

リフィル

タ

[Windowsのみ]特定のキーと値のペアが一致すると、Windowsのレジストリイベ

ントを除外します。

たとえば、キー：\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\と値：\StaleList\です。

ファイル

フィルタ

指定したファイルパスの先頭に一致するファイルイベントを除外します。

たとえば、C:\Program Files (x86)\Tanium\Tanium
Client\\または/procです。

ネット

ワーク

フィルタ

定義されたIPアドレスまたはポート、および操作値と一致するネットワークイベ

ントを除外します。

たとえば、アドレス：127.0.0.1、ポート80、操作：接続が受け入れられました。

ネットワークフィルタで指定したポートは送信先ポートと一致します。送信先

ポートは、対象ホスト上で接続が確立されるポートです。

プロセス

フィルタ

プロセスパス、名前、または(MacおよびLinuxのみ)コマンドライン引数に基づ

いてイベントを除外します。

たとえば、C:\Program Files
(x86)\Google\Chrome\Application\*でアプリケーションフォルダ内

のすべてのプロセスをフィルタリングします。

7. [Save (保存 )]をクリックします。

8. [Deploy (パッチの適用 )]をクリックします。

変更が保存されているが、デプロイされていない場合、[Changes pending (変更を保

留中 )]メッセージが表示されます。

構成の順序は、それらがエンドポイントにどのように適用されるかに影響します。詳細につい

ては、59ページのエンドポイントデータベース設定の優先順位を変更するを参照してください。
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エンドポイントを初期化する

Traceはエンドポイントが初期化されると、Traceセットアップアクショングループの各エンドポイン

トに以下のパッケージをデプロイします。

l Traceツール

l Trace証明書

l イベントレコーダーの構成設定

初期化アクションは、選択されたすべてのエンドポイントにTraceが正常にインストールされるよ

う、継続的に実行されるよう予定されます。進捗バーが100％に達していない場合、必ずし

もすべてのエンドポイントにTraceが正常にインストールされなかったわけではありません。

1. メインメニューから、[Trace]をクリックします。

2. LinuxまたはMacのエンドポイントの場合は、[Settings (設定 )] をクリックします。

3. [Update Service Settings (サービス設定の更新 )]見出しの下の[General (一般 )]タブ
で、[Enable Linux EndpointsLinux (エンドポイントを有効にする)]や[Enable Mac
Endpoints (Macエンドポイントを有効にする)]を選択し、[Save (保存 )]をクリックします。

4. Traceのホームページから、[Configure Trace (Traceの設定 )]セクションの[Initialize
Endpoints (エンドポイントを初期化する)]リンクをクリックし、次に[Initialize Endpoints
(エンドポイントを初期化する)]をクリックします。

注意：[Configure Trace (Traceの設定 )]セクションがTraceのホームページに表示

されない場合は、[Manage Home Page (ホームページの管理 )]をクリックし、

[Configure Trace (Traceの設定 )]を選択して[Save (保存 )]をクリックします。

5. 確認ウィンドウで[Yes (はい)]をクリックします。

6. いずれかの進捗バーをクリックして、各設定ステップから最新のステータスを取得します。

ヒント：また、Tanium Traceステータスセンサーを使用して、エンドポイントの初期

化に関する最新情報を取得することもできます。

ライブエンドポイントに接続し、スナップショットを作成し、フォレンジック分析を実行できるように

なりました。

注意：ダイレクトライブエンドポイント接続が確立された後、環境内でゾーンサーバを

使用している場合は、Traceゾーンプロキシサービスを設定できます。複雑なフィルタ式
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の例については、69ページの関連情報：Traceゾーンプロキシサービスの設定を参照して

ください。

Traceのバージョンをアップグレードする

TraceをTanium Consoleにインポートしてアップグレードします。

ヒント：既存のエンドポイントデータベースを保持するには、アップグレードする前に重要

なエンドポイントのスナップショットを取得します。

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. Traceを指定して[Upgrade to <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 (インポートソリューション)]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のプラットフォームでは、[Proceed with Import (インポートに

進む)]をクリックします。

l バージョン7.1.314.3071以降のプラットフォームでは、[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有効にして、

[Proceed with Import (インポートに進む)]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. パスワードを入力してアップグレードを確認します。

6. [Tanium Solutions (Taniumソリューション)]ページに戻り、メインメニューからTraceの
[Installed (インストール済み)]バージョンをチェックします。

ヒント：[Trace]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。

次にやるべきこと

Traceの使用について詳しくは、14ページのTraceを使い始めるを参照してください。

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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ライブエンドポイントへの接続とスナップショッ
トの取得

エンドポイントデータを確認する方法は2つあります。

l リアルタイムでは、ライブエンドポイント接続。

ライブエンドポイント接続により、時間のかかるデータ転送や解析を行うことなく、数秒で

分析を実行できます。エンドポイントデータの複数のスナップショットを取得したり、イベン

トをエクスポートしたり、修正のエビデンスを保存したりすることができます。

l 非同期では、エンドポイントからデータのスナップショット。

スナップショットは、オフラインでの調査、Traceデータベースのストレージ、Tanium Module
Serverでの共同分析用にエンドポイントのデータを捕捉します。スナップショットを使用す

ると、イベントをエクスポートし、長期的な分析のためのエビデンスを保存することができ

ます。

ライブエンドポイントに接続する

[Live Endpoint (ライブエンドポイント )]メニューには、試行、接続、失敗、または接続が終了し

たエンドポイント接続が表示されます。

注意：10分間使用しないと、接続は自動的に閉じます。

ライブエンドポイントを追加する

Traceセットアップアクショングループに属する1つ以上のエンドポイントに、ライブエンドポイント接

続を行うことができます。

1. Traceのホームページの[Live Endpoints (ライブエンドポイント)]に移動します。

2. 追加するエンドポイントのIPアドレスまたはコンピュータ名を入力します。入力すると一致

するエンドポイントが表示されます。エンドポイントを一致として表示するには、Tanium
に登録され、アクセス可能なコンピュータグループのメンバーである必要があります。

Traceを初めて起動した場合、アクセス可能なエンドポイントのリストを取り込むには数

分かかります。追加するエンドポイントがリストにない場合は、そのエンドポイントがアクセ

ス可能なコンピュータグループのメンバーであるかを確認します。テキストフィールドの横に

あるインジケーターは、エンドポイントが現在オンラインかどうかを示します。詳細について

は、23ページのTraceのインストールを参照してください。

3. 追加するエンドポイントを選択します。
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4. [Connect (接続 )]をクリックします。

エンドポイントの横にライブエンドポイントの接続ステータスが表示され、接続情報が下

に表示されます。

いくつかのステータスが考えられます。アクティブ、接続失敗、予期しない中断、またはタ

イムアウト。

接続ステータスにかかわらず、接続が手動で閉じられるまで、エンドポイントは[Live Endpoints
(ライブエンドポイント )]リストに残ります。非アクティブが10分続くと接続はタイムアウトします。

接続するのに問題がある場合は、60ページのライブエンドポイント接続の問題を解決するを

参照してください。

ライブエンドポイントに再接続する

ライブエンドポイント接続が試行されたことがある場合、接続情報を維持して再開します。

1. Traceのホームページから、[Live Endpoints (ライブエンドポイント)]に移動します。

2. 1つまたは複数のエンドポイントを選択します。

3. [Connect (接続 )]をクリックします。

スナップショットをキャプチャする

エンドポイントデータベースのスナップショットをキャプチャして、オフライン分析と詳細なフォレン

ジックに使用できます。

1. Traceのホームページから、[Live Endpoints (ライブエンドポイント)]に移動します。

2. イベントグリッドに移動するには、コンピュータ名をクリックします。

3. [Capture (キャプチャ)]をクリックします。

Traceは、データベースのサイズを測定し、スナップショットに十分なディスク容量があるこ

とを確認します。

4. 確認ウィンドウで[Yes (はい)]をクリックします。

5. [Saved Evidence (保存されたエビデンス)]>[Snapshots (スナップショット)]に移動しま

す。
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6. コンピュータ名を展開してスナップショットの進行状況を表示します。

エンドポイント名とキャプチャ数が、[Snapshots (スナップショット)]メニューに表示されます。ス

ナップショット名は、エンドポイントのホスト名にYYYY_MM_DDTHH.MM.SS.mmmZ形式のタイムス

タンプが付きます。

接続を閉じます。

必要に応じて、1つまたは複数のエンドポイントの接続を手動で閉じることができます。

1. [Live Endpoints (ライブエンドポイント)]ページで接続を解除するエンドポイントを選択し

ます。

2. [Delete (削除 )]をクリックします。

エンドポイントは、[Live Endpoints (ライブエンドポイント)]リストから削除されます。

スナップショットを管理する

スナップショットは、エンドポイントからのすべてのデータを表示します。データベースファイルには、

最初の記録まで遡った、または設定した制限までの、イベントアクティビティ履歴が含まれま

す。スナップショットはTanium Module Serverに保存されます。

エンドポイントからスナップショットをエクスポートする

オフラインエンドポイントまたはライブ接続が失敗した場合は、エンドポイントのデータベースを

手動で取得することができます。
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1. 管理者の資格情報を使用してエンドポイントにログオンします。

2. エンドポイントレコーダを停止します。

オペレーティング

システム

手順

Windows a. Windowsの[Start (スタート )]メニューから[Run (ファイル名を指定して

実行)]をクリックします。

b. services.mscと入力して[OK]をクリックします。

c. Tanium Clientサービスを指定し、右クリックで[Stop (停止)]を選択し

ます。

Linux 次のコマンドを使用してauditdサービスを停止します。

service auditd stop

Mac Tools/Traceディレクトリから、rootまたはスーパーユーザーで次の

スクリプトを実行します。

./TnmRecorder --stop

3. monitor.dbファイルをTanium ClientインストールディレクトリからTanium Consoleにアク

セスできる場所にコピーします。

注意：ホスト名とタイムスタンプを含めるよう、ファイル名をhostname_YYYY_MM_
DDTHH.MM.SS.mmmZ.db.の形式に変更します。ファイル名がTraceに表示されま

す。

4. エンドポイントレコーダを開始します。

オペレーティング

システム

手順

Windows a. Windowsの[Start (スタート )]メニューから[Run (ファイル名を指定して

実行)]をクリックします。

b. services.mscと入力して[OK]をクリックします。

c. Tanium Clientサービスを指定し、右クリックで[Start (開始)]を選択

します。

Linux 次のコマンドを使用してauditdサービスを開始します。

service auditd start

Mac Tools/Traceディレクトリから、rootまたはスーパーユーザーで次のス

クリプトを実行します。

./TnmRecorder --start
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スナップショットをアップロードする

エクスポートされたスナップショットは、Tanium Module Serverにアップロードできます。

1. (オプション)自身がアップロードした認証証明書をインストールします。

a. Tanium Module Serverで、Traceサービスを停止します。

b. これらのファイルを署名付きキーペアに置き換えます。

TanOSホストマシンの場合は、バックスラッシュ(\)をスラッシュ(/)に置き換えます。
l services\trace\certs\httpPrivKey.pem

l services\trace\certs\httpPublicCert.pem

ヒント：https://<Tanium Module
Server>:17443/statusに移動し、アクセスを確認します。自

己署名証明書の通知が届かなかった場合、成功です。

c. Tanium Traceサービスを再起動します。

2. [Trace]>[Saved Evidence (保存されたエビデンス)]>[Snapshots (スナップショット)]に移

動し、Tanium Consoleの[Upload Snapshot (スナップショットのアップロード )]をクリックし

ます。

3. 保存したスナップショットを参照します。

4. [Upload & Connect (アップロードと接続 )]をクリックします。

スナップショットのアップロードに問題がある場合は、62ページのTraceサービスのURLを更新す

る必要がある場合があります。

スナップショットを削除する

エンドポイントスナップショットは、Tanium Module Serverから完全に削除できます。

1. Traceのホームページから[Saved Evidence (保存されたエビデンス)]>[Snapshots (スナッ

プショット)]に移動し、1つまたは複数のエンドポイントを選択します。

2. 削除するものを選択します。

l 特定のスナップショットを削除するには、右側の削除 をクリックします。

l エンドポイントのすべてのスナップショットを削除するには、エンドポイントを選択して

削除 をクリックします。

3. 確認ウィンドウで[Yes (はい)]をクリックします。
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エンドポイントのプロセスとイベントの検索

ライブ接続またはスナップショットのキャプチャ後に、エンドポイントデータを検査して調査するこ

とができます。

イベントを検索する

さまざまなパラメータとオペランドを使用して、イベントのエンドポイントデータを検索します。検

索セクションは、すべての時間をUTC標準時で表示します。

1. ライブ接続またはスナップショットでイベントグリッドを開きます。

ライブ接続の場合：

a. Traceのホームページから、[Live Endpoints (ライブエンドポイント)]に移動します。

b. アクティブな接続の場合は、[Computer Name (コンピュータ名 )]をクリックします。

スナップショットの場合：

a. Traceのホームページから、[Saved Evidence (保存されたエビデンス)]>[Snapshots
(スナップショット)]に移動します。

b. キャレット をクリックし、使用可能なスナップショットのリストを展開します。

c. スナップショットの名前または日付をクリックします。

2. (オプション)[Explore By (検索条件 )]ボタンをクリックします。

3. (オプション)クイック[Date Range (日付範囲 )]ボタンをクリックします。

4. ドロップダウンリストからパラメータを選択します。

各検索ボタンで使用可能なオプションを変更します。プロセスパス、IPアドレス、操作、

イベントタイプ、ハッシュ、署名、キー値などがあります。

5. ドロップダウンリストからオペランドを選択します。

6. 検索情報を入力します。

7. (オプション)[Add (追加 )]をクリックして、複雑な検索式を作成します。

ヒント：コマンドラインイベントを検索する場合は、[Add (追加 )]を使用して複数

の単語を接続します。

検索エントリを変更するには、エントリをクリックしてから[Update (更新 )]をクリックしま

す。

8. [Search (検索 )]をクリックします。

9. (オプション)検索結果を共有するには[Export to Excel (Excelにエクスポート)]をクリック

します。

結果と数は検索式の下に表示されます。
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プロセスの詳細を表示するには、目的のプロセスをクリックします。詳細情報ページが表示さ

れます。この情報には、タイムラインと履歴テーブルが含まれています。タイムラインは、作成か

ら終了までのプロセスの持続時間を表し、プロセスのコンテキスト内で発生した各イベントをプ

ロットします。

[Detailed Process History (詳細なプロセス履歴 )]表には、タイムスタンプ、項目タイプ、操作、

およびオペランドに関する情報が含まれます。次のような追加のプロセス情報が表示されま

す。

l プロセスパス

l コマンドライン

l ハッシュ

l 親コマンドライン

l プロセスID

l 親プロセスID

l イベントの時間

l ユーザー

イベントディストリビューションを表示する

エンドポイントのすべてのイベント件数を比較することで、どのイベントタイプが多くの領域を消

費しているか分かります。この比較の結果は、どのイベントを除外するかを決定するのに役立

ちます。特定のエンドポイントの、データベースにあるすべてのレコードが表示され、設定した最

大サイズまたは日数によって制限されます。

1. ライブ接続またはスナップショットでイベントグリッドを開きます。

ライブ接続の場合：

a. Traceのホームページから、[Live Endpoints (ライブエンドポイント)]に移動します。

b. アクティブな接続の場合は、[Computer Name (コンピュータ名 )]をクリックします。

スナップショットの場合：

a. Traceのホームページから、[Saved Evidence (保存されたエビデンス)]>[Snapshots
(スナップショット)]に移動します。

b. キャレット をクリックし、使用可能なスナップショットのリストを展開します。

c. スナップショットの名前または日付をクリックします。

2. [Event Distribution (イベントディストリビューション)]をクリックします。

3. イベントを確認します。

l [Sort By Count (数でソートする)]をクリックしてイベントの順序を変更します。

l バーの上にカーソルを合わせると、イベントの正確な数を確認できます。

4. 完了したら、[OK]をクリックします。
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イベントグリッドをフィルタリングする

Traceはイベントをソートおよびフィルタリングするため、拡張機能で詳細な情報を提供しま

す。イベントグリッドは、ライブエンドポイント接続およびスナップショットで使用できます。

検索ボタンを使用して、次のタイプでイベントをソートします。結合、ドライバ、ファイル、ネット

ワーク、プロセス、レジストリ、セキュリティ、DNS、およびイメージ。結合ビューには、ファイル、

ネットワーク、プロセス、レジストリ、DNS、およびイメージのイベントが含まれます。結合ビューに

は、ドライバイベントまたはセキュリティイベントは含まれません。

頻繁に使用される時間枠の日付範囲ボタンの1つを選択することによって、データセットをさら

に制限することができます。異なる日付範囲が必要な場合は、検索式を作成します。

図2：イベント検索オプション

プロセスとイベントの詳細の表示

データ視覚化ツールを使用して、タイムラインまたは関係ツリービューからエンドポイントイベント

を相互に確認します。

検索結果をダブルクリックすると、選択したイベントに対応するプロセスのページが開きます。こ

のページでは、最初の検索条件に一致するすべてのイベントの範囲ではなく、1つのプロセス

の範囲を時間の経過とともに分析できます。[Process Details (プロセスの詳細 )]ページには、

現在のプロセスによって開始されたファイル、ネットワーク、レジストリ、および子プロセスアクティ

ビティのすべてが、視覚的なタイムラインとグリッドの両方で表示されます。このページには、プ

ロセスイメージのフルパスと引数、ユーザーコンテキスト、ハッシュ、親コマンドラインも表示され

ます。

[Process Details (プロセスの詳細 )]セクションはキャレット (v)をクリックして開いたり閉じたりできま

す。キャレットを2回クリックすると、プロセスの詳細がさらに折りたたまれます。画面スペースをさ

らに広げるために、左のナビゲーションメニューを折りたたむことができます。
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注意：[Process Details (プロセスの詳細 )]セクションに疑問符が含まれている場合は、

プロセスの開始時にTraceがデプロイされていない、または構成にSysmonを使用してい

ない可能性があります。

図3：閉じられたプロセスの詳細セクション

図4：開いたプロセスの詳細セクション

プロセス履歴の詳細は、[Event History (イベント履歴 )]タブで確認できます。

図5：イベント履歴の例
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プロセスのタイムラインを表示する

プロセスタイムラインは、検査のためのプロセスの存続期間にわたるイベントを示します。

1. ライブ接続またはスナップショットでイベントグリッドを開きます。

ライブ接続の場合：

a. Traceのホームページから、[Live Endpoints (ライブエンドポイント)]に移動します。

b. アクティブな接続の場合は、[Computer Name (コンピュータ名 )]をクリックします。

スナップショットの場合：

a. Traceのホームページから、[Saved Evidence (保存されたエビデンス)]>[Snapshots
(スナップショット)]に移動します。

b. キャレット をクリックし、使用可能なスナップショットのリストを展開します。

c. スナップショットの名前または日付をクリックします。

2. 行をダブルクリックすると、関連するプロセスの詳細ページが表示されます。

3. [Process Visualizations (プロセスの可視化 )]

セクションで、[Timeline (タイムライン)] をクリックします。

タイムラインビューが開きます。ビューを変更するには、マウスのスクロールホイールでズームイン/
ズームアウト、クリックしてドラッグ、イベントをダブルクリックします。具体的な情報については、

イベントの上にカーソルを置きます。

図6：プロセスのタイムライン

プロセスツリーの表示

プロセスツリービューは、レイヤーに詳細情報を持つネットワークプロセスのクリッカブルツリー

ビューです。ツリービューには、現在のプロセス、親ノード、子ノード、およびピアノードが表示さ

れます。
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1. ライブ接続またはスナップショットでイベントグリッドを開きます。

ライブ接続の場合：

a. Traceのホームページから、[Live Endpoints (ライブエンドポイント)]に移動します。

b. アクティブな接続の場合は、[Computer Name (コンピュータ名 )]をクリックします。

スナップショットの場合：

a. Traceのホームページから、[Saved Evidence (保存されたエビデンス)]>[Snapshots
(スナップショット)]に移動します。

b. キャレット をクリックし、使用可能なスナップショットのリストを展開します。

c. スナップショットの名前または日付をクリックします。

2. 行をダブルクリックすると、関連するプロセスの詳細ページが表示されます。

3. [Process Visualizations (プロセスの可視化 )]セクションで、[Tree (ツリー)] をクリックしま

す。

ツリービューが開きます。ズームインとズームアウト、クリック＆ドラッグ、イベントをダブルクリックし

て、ビューを変更することができます。

図7：svchost.exeを選択したプロセスツリービュー

ツリービューでプロセスの1つを分離し、分析のためのアーティファクトにすばやく焦点を当てるこ

とができます。

図8：疑わしいプロセスを詳しく見る
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Traceでの評判データの使用方法

評判データは、どのエビデンス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。Trace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評判データを使用し、プロセスハッシュやドライバ

ハッシュのステータスが一目でわかります。

注意：Traceハッシュ評判データは、Connectバージョン4.1以上が必要です。少なくとも

1つのレピュテーションソースを設定します。詳細については、Tanium Connectユーザーガ

イド：評判データの設定を参照してください。

ハッシュ早見インジケータは、イベントグリッドまたはプロセスの詳細ページから利用できます。

図9：レピュテーションサービスを含むイベントグリッド

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 ( )

ハッシュ早見インジケータで評判を色分け表示するには、[Connect Reputation Read
(Connect評判読み取り)]特権が必要です。この特権は、[Trace Administrator (Trace管理

者 )]または[Trace User (Traceユーザー)]ロールにデフォルトでは含まれていません。

ハッシュをクリックして評判レポート詳細を開きます。VirusTotalの評判データは、詳細を展開

し、ハッシュを評価したソースを色分けしたリストを表示できます。

https://docs.tanium.com/connect/connect/reputation.html
https://docs.tanium.com/connect/connect/reputation.html
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図10：評判レポートの例
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分析のエビデンスを保存する

エンドポイントのスナップショットを保存する以外に、[Process Details (プロセスの詳細 )]画面か

ら特定のイベントを保存することができます。このイベントを使用すると、Detectポリシーまたは

Protectポリシーで使用するためのIOCを生成できます。ライブエンドポイント接続を閉じた後で

も、保存されたエビデンスはTanium Module Server上に存続します。保存されたエビデンス

は、複数のユーザーに表示され、インシデント対応チーム間の情報共有をサポートします。

ファイルを保存する

ライブエンドポイント接続からイベントデータを確認する際に、調査に合わせてイベントグリッド

からファイルを直接保存することができます。いかなる種類のファイルも保存できます。

注意：ファイルのエビデンスを保存するには、エンドポイントへのライブ接続が必要です。

スナップショットからファイルのエビデンスを保存することはできません。

1. Traceのホームページから、[Live Endpoints (ライブエンドポイント)]に移動します。

2. アクティブな接続の場合は、コンピュータ名をクリックします。

3. [Explore (検索 )]ボタンを使用するか、またはその他の検索パラメータを使用して、イベ

ントグリッドで必要なファイルを識別します。

[File (ファイル)]ボタンと検索式を使用して結果を絞り込むことを検討してください。

4. イベント行をクリックします。

5. その行の[Save (保存 )]アイコンをクリックします。

6. ファイルのサイズとパスを確認し、[Yes (はい)]をクリックして確定します。

このファイルは[Saved Evidence (保存されたエビデンス)]>[[File (ファイル)]下に保存されます。
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ファイルをダウンロードする

疑わしいファイルに対して脅威インテリジェンスへのより多くの分析や報告が必要な場合があ

ります。ライブ接続からエビデンスとしてファイルを保存した後、それをTraceからダウンロードする

こともできます。ファイルのコンテンツは、ブラウザをホストしているマシンにダウンロードされる暗

号化されたZIP形式によります。

1. Traceのホームページから、[Saved Evidence (保存されたエビデンス)]>[Files (ファイル)]
に移動します。

2. 保存したファイルを選択します。

3. [Download (ダウンロード )]をクリックします。

4. (任意 )パスワードが感染したファイルを復号化します。

ファイルを開かずに検査する必要がある場合、ZIPヘッダーは暗号化されません。

ファイルのプロパティと値を表示する

[Files (ファイル)]表示には、デフォルトでホストとパスが表示されます。ただし、特定のファイルに

関する詳細情報が必要な場合があります。

1. Traceのホームページから、[Saved Evidence (保存されたエビデンス)]>[Files (ファイル)]
に移動します。

2. 保存したファイルを選択します。

3. 矢印をクリックして詳細を展開します。
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ファイルを削除する

ファイルをTanium Module Serverから完全に削除することができます。

1. Traceのホームページから、[Saved Evidence (保存されたエビデンス)]>[Files (ファイル)]
に移動します。

2. 保存したファイルを選択します。

3. [Delete (削除 )]をクリックします。

イベントを保存する

イベントをエビデンスとして保存すると、イベントとそのソースに関する追加の詳細も表示されま

す。

1. ライブ接続またはスナップショットでイベントグリッドを開きます。

ライブ接続の場合：

a. Traceのホームページから、[Live Endpoints (ライブエンドポイント)]に移動します。

b. アクティブな接続の場合は、[Computer Name (コンピュータ名 )]をクリックします。

スナップショットの場合：

a. Traceのホームページから、[Saved Evidence (保存されたエビデンス)]>[Snapshots
(スナップショット)]に移動します。

b. キャレット をクリックし、使用可能なスナップショットのリストを展開します。

c. スナップショットの名前または日付をクリックします。

2. [Explore (検索 )]ボタンを使用するか、またはその他の検索パラメータを使用して、必

要なファイルを見つけます。

3. イベント行をクリックします。

4. 保存するイベントを選択します。選択肢には以下の2つがあります：

l [Process Details (プロセスの詳細 )]ページ上で、[Save Process Evidence (プロセ

スエビデンスを保存する)]を選択します。

l Detailed Process History (詳細なプロセス履歴 )]グリッド内で行を選択し、[Add
Evidence (エビデンスを追加 )]をクリックします。

イベントは[Saved Evidence (保存されたエビデンス)]>[Events(イベント)]に保存されます。

保護ルールを作成する

単一のエンドポイント上のエビデンスからピボットして、Windowsエンドポイントを含む複数のコ

ンピューターグループのProtectポリシーを作成できます。これらを既存のプロセスルールポリシー

に追加するか、Traceから新しいルールを作成して、Protectでポリシー設定をシームレスに完

了させることができます。
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注意：Protectのライセンスが必要です。

1. Traceのホームページから、[Saved Evidence (保存されたエビデンス)]>[Events (イベン

ト)]に移動します。

2. 1つ以上の保存されたイベントをクリックします。

3. [Create Protection Policy (保護ポリシーの作成 )]をクリックします。

4. 使用するエビデンスを確認し、[Create (作成する)]をクリックします。

5. [Policy Selector (ポリシーセレクタ)]ページ上で、新しいポリシーを作成するか、既存の

ポリシーにこのエビデンスを追加します。

6. [Edit Policy (ポリシーの編集 )]ページに情報を記入してください。

7. [Create (作成する)]または[Update (更新 )]の該当するほうをクリックします。

8. [Policy Summary (ポリシーの概要 )]を確認して、必要に応じて強制を追加します。

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

イベントを削除する

Tanium Serverからイベントのエビデンスを完全に削除することができます。

1. Traceのホームページから、[Saved Evidence (保存されたエビデンス)]>[Events (イベン

ト)]に移動します。

2. 保存したイベントを選択します。

3. [Delete (削除 )]をクリックします。

4. 確認ウィンドウで、[OK]をクリックします。

イベントのエクスポート

エンドポイントからのイベントの一部またはすべてを、ZIP形式に圧縮されたCSVファイルとしてエ

クスポートすることができます。大規模なイベントデータベースをエクスポートする場合は、スナッ

プショットを取ってスナップショットからイベントをエクスポートして、エンドポイントの負荷を軽減し

ます。

1. ライブ接続またはスナップショットでイベントグリッドを開きます。

ライブ接続の場合：

a. Traceのホームページから、[Live Endpoints (ライブエンドポイント)]に移動します。

b. アクティブな接続の場合は、[Computer Name (コンピュータ名 )]をクリックします。

スナップショットの場合：

https://docs.tanium.com/protect/protect/overview.html
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a. Traceのホームページから、[Saved Evidence (保存されたエビデンス)]>[Snapshots
(スナップショット)]に移動します。

b. キャレット をクリックし、使用可能なスナップショットのリストを展開します。

c. スナップショットの名前または日付をクリックします。

2. (任意 )[Explore (検索 )]ボタンまたはその他の検索パラメータを使用して、行をフィルタリ

ングします。

3. [Export (エクスポート )] をクリックします。

ヒント：デフォルトでは、ライブ接続のエクスポートは10,000行までに制限されてい

ます。この制限を変更する必要がある場合は、63ページのライブ接続のエクス

ポート制限を変更するをご覧ください。スナップショットは制限されません。

4. エクスポートに名前を付けます。

5. [Saved Evidence (保存されたエビデンス)]>[Exports (エクスポート)]へと移動します。

6. [Download (ダウンロード )]をクリックします。

7. 確認ウィンドウで、[OK]をクリックします。

大量のエクスポートは、利用可能になるまでに時間がかかることがあります。

ヒント：また、特定のプロセスの[Event History (イベント履歴 )]タブからエクスポートするこ

ともできます。

イベントの詳細をコピー

イベントグリッドセルのコンテンツをコピーして、Taniumや他のプログラムのどこかで使用すること

ができます。

1. ライブ接続またはスナップショットでイベントグリッドを開きます。

ライブ接続の場合：

a. Traceのホームページから、[Live Endpoints (ライブエンドポイント)]に移動します。

b. アクティブな接続の場合は、[Computer Name (コンピュータ名 )]をクリックします。

スナップショットの場合：

a. Traceのホームページから、[Saved Evidence (保存されたエビデンス)]>[Snapshots
(スナップショット)]に移動します。

b. キャレット をクリックし、使用可能なスナップショットのリストを展開します。

c. スナップショットの名前または日付をクリックします。
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2. (任意 )[Explore (検索 )]ボタンを使用するか、またはその他の検索パラメータを使用し

て、必要なセルを見つけます。

3. Altキーを押しながら、イベントセルの上でマウスの左ボタンをクリックします。

4. 必要に応じてセルのコンテンツを貼り付けます。

ヒント：また、特定のプロセスの[Event History (イベント履歴 )]タブからセルをコピーするこ

ともできます。

イベントを削除する

Tanium Serverからイベントのエビデンスを完全に削除することができます。

1. Traceのホームページから、[Saved Evidence (保存されたエビデンス)]>[Exports (エクス

ポート)]に移動します。

2. エクスポートを選択します。

3. [Delete (削除 )]をクリックします。

4. 確認ウィンドウで、[OK]をクリックします。

Trace IOCを管理する

調査中にエンドポイントイベントデータを調べると、イベントが悪意のあるものであることを確認

できます。このようなイベントやファイルはエビデンスとして保存できます。Detectのライセンスを取

得している場合は、保存されたエビデンス項目を使用してIOC形式のインテル文書をTraceで
直接生成できます。これらのTrace IOCは、Detectによって表示および管理されます。ここで定

期スキャンに追加するか、すぐに開始することができます。

注意：Detectのライセンスが必要です。

インテル文書の使用についてくわしくは、Tanium Detectユーザーガイドを参照してください。

IOCを生成する

TraceからDetectで使用する新しいIOCを作成することができます。

1. Traceのホームページから、IOCに移動します。

2. [New IOC (新しいIOC)]をクリックします。

3. (任意 ) IOCの名前を変更します。

4. IOCの詳細を記入してください。

https://docs.tanium.com/detect/detect/index.html
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5. [IOC Normalized Tree (IOC正規化ツリー)]ドロップダウンメニューで、[Item from saved
evidence (保存されたエビデンスからのアイテム)]を選択します。

6. [Add (追加 )] をクリックします。

ヒント：複数のアイテムを追加できます。

7. ドロップダウンメニューからインジケータのタイプと値を選択します。

Traceは、保存されたエビデンスの詳細からリスト情報を入力します。

8. [Generate (生成する)]をクリックします。

新しいIOCは、TraceソースのDetectで利用できるようになりました。

IOCを編集する

既存のTrace IOCを編集できます。

1. Traceのホームページから、IOCに移動します。

2. IOCグリッドで、行を選択します。

3. [Edit (編集 )]をクリックします。

4. 変更します。

5. [Save (保存 )]をクリックします。

トレースIOCを削除する

Trace IOCを削除すると、DetectからもIOCが削除されます。

1. Traceのホームページから、IOCに移動します。

2. IOCグリッドで、行を選択します。

3. [Delete (削除 )]をクリックします。

推奨する読み物

インシデント対とフォレンジック調査の詳細については、以下のリソースを参照してください。
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McCarthy、N. K.、Matthew Todd。The Computer Incident Response Planning Handbook
Executable Plans for Protecting Information at Risk.( コンピュータインシデント対応計画ハンド

ブック「リスクにさらされた情報を保護するための実行可能計画」。) ニューヨーク：McGraw-
Hill、2012年

Pepe、Matthew、Jason T. Luttgens。Incident Response Computer Forensics.( インシデント対

応&コンピュータフォレンジック。) 第3版
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エンタープライズ全体の検索

イベントデータは、他のエンドポイントでの疑わしい活動の検出に使用するとさらに便利になり

ます。エンタープライズ全体の検索機能は、侵入の程度を評価し、インフォームドアクションを

大規模に実行するのに役立ちます。

注意：Tanium Platformはバージョン7.0以降で、Interactがインストールされている必要

があります。

エンタープライズ全体の質問をする

調査の結果、悪意のあるイベントの発生を確認した場合は、イベントの詳細から質問に迅

速にピボッティングして、管理対象のすべてのエンドポイントを検索できます。

Traceは、Taniumコアの[Ask a Question (質問する)]機能を有効にするセンサーを通じてこの

機能を実現します。すべてのエンドポイントでTraceによってキャプチャされたすべてのデータは、

他のTaniumの質問と同じ15秒の応答時間で大規模な検索ができます。同様に、同じ

Traceデータは、定期的な検索やSOAP APIコールによって取得できます。これらの結果は、時

間の経過とともに保存され、集約され、またはSIEMなどの他のセキュリティ分析またはストレー

ジソリューションにTanium™ Connectを介してリダイレクトされます。

エンドポイントデータ内のプロセスの詳細を調べるときに、アクティビティの行をどれでもコンテキス

トセンシティブな検索に変換することができます。たとえば、CreateProcess操作の行を選択す

ると、パス、MD5ハッシュ、または完全なコマンドラインで一致するプロセスを検索します。ファイ

ルまたはレジストリの行を選択すると、操作の種類と項目のパスで検索するよう指示されま

す。完全なTraceデータセットを活用し、時間範囲の制約や正規表現のマッチングなどの高

度なオプションを提供する、より複雑なクエリを手作業で作成することもできます。

1. ライブ接続またはスナップショットでイベントグリッドを開きます。

ライブ接続の場合：

a. Traceのホームページから、[Live Endpoints (ライブエンドポイント)]に移動します。

b. アクティブな接続の場合は、[Computer Name (コンピュータ名 )]をクリックします。

スナップショットの場合：

a. Traceのホームページから、[Saved Evidence (保存されたエビデンス)]>[Snapshots
(スナップショット)]に移動します。

b. キャレット をクリックし、使用可能なスナップショットのリストを展開します。

c. スナップショットの名前または日付をクリックします。
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2. [Explore (検索 )]ボタンを使用するか、またはその他の検索パラメータを使用して、イベ

ントデータを特定します。

3. イベントをダブルクリックして[Process Details (プロセスの詳細 )]ページを開きます。

4. [Event History (イベント履歴 )]タブで、必要な行を探します。

5. 行の最後で、[Question (質問 )]アイコンをクリックします。

Taniumは、考えられる質問のリストを提供します。

6. [Question (質問 )]をクリックします。

Interactのページが開き、質問の結果が表示されます。

詳細については、Tanium Interactユーザーガイド：質問を参照してください。

エンタープライズ全体を捜す

単一のエンドポイントからピボッティングする代わりに、IRセンサーとTraceセンサーを使用して、

ネットワーク上の複数のエンドポイントで疑わしいイベントを検索することができます。

プロセス、レジストリキー、またはファイルなどの単純なイベントのクエリは、すぐに結果を返しま

す。これらのクエリを使用すると、「既知の悪い」イベントを検索し、「既知の良好な」イベント

を認識して評価するのにも役立ちます。疑わしいと思われる一連の証拠に遭遇しているかも

しれませんが、実際は侵入者の行動とは無関係の正常なシステム活動である可能性があり

ます。システム全体を検査し、「このイベントはどのくらい一般的なものか」を即座に評価する

機能は、システムを検査し、将来の使用のためにより正確で回復力のある証拠を構築する

のに必要な労力を軽減することができます。

https://docs.tanium.com/interact/interact/questions.html
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注意：使用可能なEnterprise Huntingセンサーをすべて使用するには、IRのライセンス

が必要です。

使用可能なセンサーの詳細については、78ページの関連情報：TraceセンサーまたはTanium
ナレッジベース：Incident Responseセンサー参照をご覧ください。

1. 左側のナビゲーションペインで、[Enterprise Hunting]をクリックします。

2. (任意 )フィルタをクリックするか検索語を入力して、センサーのリストを絞り込みます。これ

により、見えているセンサーが制限され、該当する共通の用途が強調表示されます。

https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/115000825268
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/115000825268
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3. センサーサマリを確認するには、キャレットをクリックして展開します。

4. センサー名をクリックしてパラメータ設定ページを開き、必要に応じてフィールドに入力し

ます。

注意：センサーに設定可能なパラメータがない場合、操作結果グリッドがすぐに

開きます。

もし [Common Uses (一般的な使用法 )]が利用できれば、ひとつ選択するとパラメータ

フィールドに適切な情報が入力されます。必要に応じて情報を編集できます。

5. [Ask Question (質問する)]をクリックします。

結果は、保存された質問を作成できるインタラクトグリッドで利用できます。別のセン

サーを選択するには、グリッドを閉じる必要があります。詳細については、Tanium
Interactユーザーガイド：結果をご覧ください。

6. さらに調査が必要な結果を選択します。

7. ライブ接続を開くか、問題のエンドポイントのスナップショットを撮り、イベントが実際に悪

意のあるものであることを確認します。

8. (任意 )侵害されたエンドポイントを隔離または修正します。

https://docs.tanium.com/interact/interact/results.html
https://docs.tanium.com/interact/interact/results.html
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9. IOCを作成して、今後このタイプのアクティビティはスキャンしてください。
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Traceの使用例

例1：エンタープライズをスキャンし、ドリルダウンする

Traceセンサーの質問や他のTaniumセンサーの質問を実行して、エンタープライズ全体の疑わ

しい活動を追跡しているとします。たとえば、ネットワークセンサーでアラートを引き起こす評判

の悪い外部 IPアドレスと通信します。

上位レベルのステップは次のとおりです。

1. Traceネットワーク接続センサーを使用して、過去にそのIPアドレスと通信したホストとプロ

セスを特定します。

2. 疑わしいホストへ、ライブエンドポイント接続を行います。

3. ネットワークイベントグリッド上の送信先 IPアドレスをフィルタリングして、問題のプロセスを

特定します。

4. Traceの保存されたエビデンスに、プロセスと他の潜在的なIPアドレスを追加してくださ

い。

現在エビデンスは永続的で、使用可能であり、エンドポイントが隔離または修正された後も、

Tanium Serverに残ります。

例2：エンドポイントからエンタープライズ全体へのピボッティング

特定のエンドポイントを分析している間に、C:\ProgramData\log.txtファイルにデータを

書き込むランダムな名前のプロセスを特定すると仮定します。他のプロセスがこのファイルに書

き込みをした程度を判断するため、残りのエンタープライズをスキャンする必要があります。

上位レベルのステップは次のとおりです。

1. C:\ProgramData\log.txtのファイル書き込みイベントを示す行の右側にある、

疑問符のアイコンをクリックします。

ウィンドウが開き、推奨質問が表示されます。質問の1つは、「Which computers have
written to file C:\ProgramData\log.txt?(どのコンピュータがC:\ProgramData\log.txtにファ

イルを書き込みをしましたか？ )」のようなものになります。

2. 適切なハイパーリンクをクリックして、エンタープライズ全体でエビデンスを検索します。

1つのシステムで問題が見つかったら、企業全体の潜在的なセキュリティ侵害の範囲を評価

できます。
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例3：エビデンスとその他のTaniumソリューション

インシデントの一部と思われる特定のエンドポイントまたはエンドポイントグループを分析してい

るとします。悪意のあるアクティビティのエビデンスを見つけたら、そのインテリジェンスを保存し、

エビデンスに構造を追加して、データの他のエンドポイントを繰り返し調べる必要があります。

注意：Detectのライセンスが必要です。これらの手順はDetect 3.x以降のものです。

上位レベルのステップは次のとおりです。

1. プロセスをドリルダウンするとともに、必要なアーティファクトとエビデンスを保存します。

l [Save process evidence (プロセスのエビデンスを保存する)]チェックボックスをチェッ

クすると、すべてのプロセス詳細が保存されます。

l [Detailed Process History (詳細なプロセス履歴 )]グリッドの上の[Add Evidence
(エビデンスを追加する)]ボタンで、レジストリ、ファイルシステム、ネットワークイベント

などのアーティファクトを保存します。

2. 保存されたエビデンスを確認して、重要なイベントがすべてリストされるようにします。

3. 一意の名前を持つIOC Intelドキュメントを作成し、必要な詳細を記入します。

4. 保存されたエビデンスからロジックと項目を追加します。

5. IOCを生成します。

TraceをソースとしてIOCがDetectソリューションに入力されます。

6. (オプション) Trace Intelドキュメントにラベルを追加します。

7. 既存のグループ構成にソースまたはラベルを追加して、連続したバックグラウンドスキャン

を行います。

8. (オプション)クイックスキャンを実行します。

これで、類似するアクティビティを継続的に検索するための脅威インテリジェンスを体系化しま

した。
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Traceトラブルシューティング

Traceが期待どおりに実行されていない場合は、トラブルシューティングを実行するか、回避策

を作成する必要があります。サポートは、Tanium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。

auditdが見つからないLinuxエンドポイントを特定する

Linuxエンドポイントイベントが記録されていない場合、監査デーモンとaudispdが欠落してい

る可能性があります。Traceモジュールをインストールする前に監査デーモンをインストールして

設定するのが理想的ですが、後でエンドポイントをオンラインにすることも可能です。

1. (任意 ) auditdパッケージを作成します。

一般的なインストールパッケージを作成してロジックをスクリプトに入れるか、単純なスク

リプトを作成してロジックをTaniumクエリに入れることができます。Tanium Core Platform
ユーザーガイド：パッケージの作成と管理を参照してください。

ヒント：将来このパッケージを定期的にチェックして展開する保存されたアクション

を作成します。

2. 質問をします：[Get Installed Application Exists from all machines with Is
Linux containing "true" (「True(真)」を含むLinuxのすべてのマシンからインストールした存在
する[audit]アプリケーションを取得する。)]

3. 適切なauditdパッケージを識別されたエンドポイントに配備するには、お好みの方法を

使用してください。

重要：パッケージを多数のエンドポイントに配布する必要がある場合は、ネット

ワークへの悪影響を避けるために、変更に要する時間を長い期間に延長してく

ださい。

エンドポイントデータベース設定の優先順位を変更する

複数の設定を作成し、それらをコンピュータグループに割り当てることができます。エンドポイン

トデータベース設定の順番が優先順位を決定します。エンドポイントが、エンドポイントデータ

ベース設定が競合する複数のコンピュータグループに属する場合、リストの最初の設定のみ

がエンドポイントに適用されます。3つ以上のエンドポイントデータベース設定グループがある場

合は、必要に応じてグループを上または下に移動できます。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_packages.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_packages.html
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1. Traceのホームページに移動します。

2. [Settings (設定 )] をクリックします。

3. [Groups (グループ)]タブをクリックします。

4. 矢印を使用して設定の順序を変更します。

5. [Publish All (すべて公開 )]をクリックします。

変更が保存されているが、デプロイされていない場合、[Changes pending (変更を保留中 )]
メッセージが表示されます。設定を変更する必要がある場合は、詳しくは26ページのエンドポ

イントデータベース設定の構成 をご覧ください。

ライブエンドポイント接続の問題を解決する

エンドポイントへのライブ接続に問題がある場合は、このワークフローで問題を診断してくださ

い。

1. Interactでは、Tanium Traceステータスの取得の保存された質問を確認し、エンドポイント

ステータスが[No Issues found (問題は見つかりませんでした)]であることを確認してくだ

さい。

ステータスが[Install Needed (インストールが必要 )]であれば、[Distribute Tanium
Trace Tools (Tanium Traceツールの配布 )]アクションを実行します。

2. [Get Trace Endpoint Certificate Installed (Traceエンドポイント証明書のインストー

ル)] の質問を尋ねて、エンドポイントステータスが[True (真 )]であることを確かめてくださ

い。

真でない場合は、[Install Tanium Trace Certificate (Tanium Trace証明書をインス

トールする)]アクションを実行します。

3. Traceで、[Settings (設定 )] をクリックして次に、[General (全般 )]タブをクリックします。

[Update Service Settings (サービス設定の更新 )]見出しの下で、Module ServerのIPア
ドレスが正しいことを確認してください。
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4. ファイアウォールがエンドポイントからModule Serverへの接続をブロックしていないことを確

認します。

a. リモートコンピュータから、https://<module server IP address or
FQDN>:17444/statusを閲覧します。

b. サイトにアクセスできないというメッセージが表示された場合は、ファイアウォールの

ルールを更新してください。

5. 正しいエンドポイント IDを使用して接続を開始していることを確認してください。

Traceから接続を開始する場合は、Taniumで認識されているIPアドレスまたはコンピュー

タ名 (通常はFQDN)を入力する必要があります。そうしないと接続できません。または、

次の操作を実行できます。

a. Interactを使用して[Get Computer Name and IP Address from all machines

(すべてのマシンからコンピュータ名とIPアドレスを取得する)]質問を尋ねます。

b. 結果グリッドから、エンドポイントを選択して、[Start Tanium Trace Session
(Tanium Traceセッションを開始する)]パッケージを展開します。

6. この[Start Tanium Trace Session (Tanium Traceセッションを開始する)]アクションを確

認して、それが完了したことを確かめてください。

7. エンドポイントにアクセスし、[Trace Websocket Client (Traceウェブソケットクライアント )]
ファイルを確認します。

オペレーティング

システム

ファイルパス

Windows <tanium_client_
directory>\Tools\Trace\TraceWebSocketClient.log

Linux <tanium_client_
directory>/Tools/Trace/TraceWebsocketClient.log

Mac <tanium_client_
directory>/Tools/Trace/TraceWebsocketClient.log

必要に応じて、以下のようにデバッグするログレベルを上げます。

a. ウェブソケットクライアントの場所と同じ名前と場所を持つ.iniファイルを作成しま

す。

たとえば、<tanium_client_
directory>\Tools\Trace\TraceWebsocketClient.ini。

b. 次の行を追加します：logging.loggers.root.level=debug。

c. 再度接続し、ログファイルの結果を確認してください。

8. 問題を解決できない場合は、テクニカルアカウントマネージャに次の情報を問い合わせ

てください。
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l Traceサービスログ

l アクションログ

l Traceゾーンプロキシおよびハブログ(使用可能な場合 )

l Trace Websocketクライアントログ

Traceゾーンプロキシサービスを使用した設定について、くわしくは76ページのTraceゾーンプロキ

シサービスのトラブルシューティングをご覧ください。

TraceサービスのURLを更新する

TraceサービスURLは、スナップショットをTraceにアップロードするために使用されます。このURLを
変更する必要はありません。ただし、Tanium Module Serverのホスト名またはIPアドレスが変

更された場合は、更新する必要があります。

1. Traceのホームページに移動します。

2. [Settings (設定 )] をクリックして次に、[General (全般 )]タブをクリックします。

3. [Update Service Settings (サービス設定の更新 )]見出しの下にある、Traceサービスの

URLを更新します。

4. [Save (保存 )]をクリックします。

Module Serverのアドレスを変更する

Traceがインストールされると、インストールプロセスにより、エンドポイントが接続に使用する

Module ServerのIPアドレスが入力されます。このアドレスが変更された場合は、サービス設定

の更新が必要な場合があります。

1. Traceのホームページに移動します。

2. [Settings (設定 )] をクリックして次に、[General (全般 )]タブをクリックします。

3. [Update Service Settings (サービス設定の更新 )]見出しの下で、Module ServerのIPア
ドレスを入力してください。

4. [Save (保存 )]をクリックします。

エンドポイント証明書を更新する

証明書により、Traceとエンドポイント間のライブ接続が許可されます。証明書の有効期限

切れが近づくと、ワークベンチに警告メッセージが表示されます。メッセージを展開して、特定

の証明書の詳細を見ることができます。赤いボックスの同じ領域にエラーが表示されます。警

告メッセージの例については、次の画像を参照してください。
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1. Traceのホームページに移動します。

2. [Settings (設定 )] をクリックして次に、[General (全般 )]タブをクリックします。

3. [Endpoint Certificate Settings (エンドポイント証明書の設定 )]見出しにスクロールしま

す。

4. オプションを選択：

l [Generate self-signed certificate (自己署名証明書を生成する)]をクリックしま

す。

l 証明書と秘密キーをアップロードします。

証明書はPEM形式でなければなりません。CSRで、WebサーバとWebクライアントの

両方の認証を有効にします。

5. [Install (インストール)]をクリックします。

ライブ接続のエクスポート制限を変更する

デフォルトでは、エクスポートは10,000行までに制限されています。必要に応じてこの制限を調

整することができます。より低い上限によりエンドポイントへの影響を減らすことができるためで

す。

1. Traceのホームページに移動します。

2. [Settings (設定 )] をクリックして次に、[General (全般 )]タブをクリックします。

3. [Update Service Settings (サービス設定の更新 )]見出しの下で、行の上限数を編集

します。

4. [Save (保存 )]をクリックします。

Traceイベントレコーダーを開始または停止する

イベントレコーダーを手作業で開始または停止する必要があります。たとえば、データベースの

規模が制限を超えた場合や、CPU使用率がしきい値を超えてイベントレコーダーを自動的に

無効にした場合は、まず根本的な問題を解決してから、イベントレコーダーを手作業で再起

動する必要があります。または、イベントレコーダーが予想以上に多くのシステムリソースを使

用していることが判明した場合は、レコーダーを停止して、さらにリソースを消費するリスクのト

ラブルシューティングを行うことができます。
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重要：停止後、自動的に再起動しないため、イベントレコーダーを手作業で再起動

する必要があります。

1. 影響を受けたエンドポイントを絞り込むために質問を使用します。

たとえば、[Get Tanium Trace Status from all machines (すべてのマシンからTanium

Traceステータスを取得する)]よう尋ねます。

2. 特定のエンドポイントまでドリルダウンします。

3. [Toggle Trace Recorder (Traceレコーダの切り替え)]または[Toggle Trace Recorder
(Traceレコーダの切り替え)][Mac-Linux]パッケージをアクションとして展開します。

l [Enable Trace Event Recorder (Traceイベントレコーダーを有効にする)]チェック

ボックスでレコーダーを有効にするよう選択します。

l [Enable Trace Event Recorder (Traceイベントレコーダーを有効にする)]チェック

ボックスでレコーダーを無効にするようチェックを外します。

詳細については、Tanium Core Platformユーザーガイドのパッケージの管理と作成または

Tanium Interactユーザーガイド：デプロイアクションの使用を参照してください。

エンドポイントデータベースを再作成する

データベースが破損していると識別された場合は、エンドポイントデータベースの内容を消去す

る必要があります。

1. 影響を受けたエンドポイントを絞り込むために質問を使用します。

たとえば、[Get Trace Invalid File Operations from all machines (すべてのマシン

から無効なTraceファイル操作を取得する)]と尋ねます。

2. [True (真)]を返すエンドポイントまでドリルダウンします。

3. [Recreate Tanium Trace Database (Tanium Traceデータベースを再作成する)]または

[Recreate Tanium Trace Database (Tanium Traceデータベースを再作成する)][Mac-
Linux]パッケージをアクションとして展開します。

詳細については、Tanium Core Platformユーザーガイドのパッケージの管理と作成または

Tanium Interactユーザーガイド：デプロイアクションの使用を参照してください。

トラブルシューティングパッケージの受領

Traceを使用して、トラブルシューティングに関連するログのコレクションをコンパイルします。

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

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_packages.html
https://docs.tanium.com/interact/interact/results.html#Deploy_Action
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_packages.html
https://docs.tanium.com/interact/interact/results.html#Deploy_Action
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2. [Troubleshooting (トラブルシューティング)]の下の[Collect (収集する)]をクリックします。

3. [Download Package (ダウンロードパッケージ)]の下で、パッケージファイルのリンクをクリック

します。

ログのzipファイルがダウンロードフォルダーに表示されるのに数分かかることがあります。

エンドポイントからトラブルシューティング情報を収集する

個々のエンドポイントからログやその他のアーティファクトを収集して、問題の解決に役立てる

ことができます。この情報は、Tanium Detectで信号をデバッグして設定するのに便利です。エ

ンドポイントからログを収集するには、トラブルシューティング情報を収集するエンドポイントへの

ライブ接続が必要です。

1. Traceメニューから、[Live Endpoints (ライブエンドポイント)]をクリックします。

2. トラブルシューティング情報を収集するエンドポイントへのライブ接続を作成します。ライ

ブ接続を作成する方法については、31ページのライブエンドポイントへの接続とスナップ

ショットの取得を参照してください。

3. トラブルシューティング情報を収集するエンドポイントを選択します。

4. [Troubleshoot (トラブルシューティング)]をクリックします。

5. トラブルシューティング情報を収集するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

[Yes (はい)]を選択した場合、エンドポイントからパッケージが収集され、パッケージをダ

ウンロードするリンクが[Troubleshoot (トラブルシューティング)]ボタンの下に表示されま

す。リンクの名前は、トラブルシューティングパッケージのタイムスタンプです。リンクをクリッ

クして、トラブルシューティング情報を含むZIPファイルをダウンロードします。

Windowsエンドポイントでは、ダウンロードパッケージには次のものが含まれます。

l Tanium Client\Trace\trace_*.txt

l Tanium Client\monitor.db

l Tanium Client\filters.json

l Tanium Client\watchlist.json

l Tanium Client\Tools\Detect3\detect.db

l Tanium Client\Tools\Detect3\intel.db

l Tanium Client\Tools\Detect3\version

l Tanium Client\Tools\Detect3\logs\detect.log

l Tanium Client\Tools\Detect3\logs\detect.log.*

l Tanium Client\Tools\Trace\TraceWebSocketClient.log

l Tanium Client\Tools\Trace\TraceWebSocketClient.log.*
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LinuxおよびMacのエンドポイントでは、ダウンロードパッケージには次のものが含まれます。

l TaniumClient/Tools/Trace/recorder.json

l TaniumClient/Tools/Trace/recorder.log

l TaniumClient/Tools/Trace/recorder.log.*

l TaniumClient/Tools/Trace/filters.json

l TaniumClient/Tools/Trace/watchlist.json

l TaniumClient/Tools/Trace/monitor.db

l TaniumClient/Tools/Trace/TraceWebSocketClient.log

l TaniumClient/Tools/Trace/TraceWebSocketClient.log.*

l TaniumClient/Tools/Detect3/detect.db

l TaniumClient/Tools/Detect3/intel.db

l TaniumClient/Tools/Detect3/logs/detect.log

l TaniumClient/Tools/Detect3/logs/detect.log.*

l /etc/audit/audit.rules

l /etc/audit/auditd.conf

l /etc/audisp/audispd.conf

l /etc/audisp/plugins.d/trace.conf

ヒント：Tanium™ Incident Responseコピーツールを使用して、エンドポイントからログを

取得することができます。詳細はTanium Incident Responseユーザーガイド：IRデータを

中央の場所にコピーするをご覧ください。

手作業でTraceの構成をバックアップおよび復元する

バックアップを作成したり、既存のTrace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して復元することがで

きます。

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

2. ソースホストコンピュータで、Program Files\Tanium\Tanium Module
Server\services\へ移動し、trace-filesディレクトリをコピーします。

3. 対象のホストコンピュータで、ディレクトリを別のTraceインストールに貼り付けて、状態を

復元します。

4. Traceサービスを再起動します。

https://docs.tanium.com/ir/ir/copy.html
https://docs.tanium.com/ir/ir/copy.html
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Linuxホストマシンの場合は、バックスラッシュ(\)をスラッシュ(/)に置き換えます。

Traceツールを削除する

事前設定されたパッケージを展開して、エンドポイントまたはコンピュータグループからTrace
ツールを削除することができます。

1. 対象のエンドポイントまたはコンピュータグループを、[Trace Setup Action Group (Trace
セットアップアクショングループ)]から削除します。

a. Tanium Consoleから、[Actions (アクション)]>[Scheduled Actions (予定済みアク

ション)]に進みます。

b. [Action Groups (アクショングループ)]ペインで、[Trace Setup (Traceセットアップ)]を
クリックします。

c. [Edit (編集 )]をクリックします。

[Trace Setup Action Group (Traceセットアップアクショングループ)]ページが開きま

す。

d. [Computer Groups (コンピュータグループ)]セクションの中で、必要に応じてグルー

プの選択を解除します。

e. (任意 )[All machines currently included in this action group (このアクショング

ループに現在含まれているすべてのマシン)]セクションで、含まれているマシンを確

認してください。

注意：選択を変更した場合、このグリッドが入力されるのに数分かかること

があります。

f. [Save (保存 )]をクリックします。

2. Tanium Interact™または保存された質問を使用して、[Tanium Trace Status (Tanium
Traceステータス)]センサーを実行します。

3. Traceツールがインストールされているエンドポイントから、ドリルダウンして対象を選択し

ます。

4. [Remove Tanium Trace Tools (Tanium Traceツールを削除する)]または[Remove
Tanium Trace Tools (Tanium Traceツールを削除する)][Mac-Linux]パッケージを対象

エンドポイントに展開します。

詳細については、Tanium Interactユーザーガイド：質問そしてTanium Interactユーザーガイド：

デプロイアクションの使用を参照してください。

https://docs.tanium.com/interact/interact/questions.html
https://docs.tanium.com/interact/interact/results.html#Using
https://docs.tanium.com/interact/interact/results.html#Using
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Traceをアンインストールする

トラブルシューティングのため、Tanium Module ServerからTraceを削除することが必要になる

場合があります。

1. [Tanium Console (Taniumコンソール)]から、[Solutions (ソリューション)]をクリックします。

[Solutions (ソリューション)]ページが開きます。

2. Trace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、[Solutions (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：Trace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：Traceゾーンプロキシサービスの
設定

Traceゾーンプロキシサービスを使用して、ゾーンサーバを介した安全なTraceエンドポイント接

続を確立します。この構成は、DMZ構成のあるネットワークトポロジで特に便利です。

Traceゾーンプロキシサービスは、Traceゾーンプロキシ(TZプロキシ)とTrace Zone Hub(TZハブ)の
2つの部分で構成されます。TZハブはTanium Module Serverにインストールされ、TZプロキシ

は通常ゾーンサーバにインストールされます。TZハブは1つ以上のTZプロキシに接続し、Traceリ
モートエンドポイント接続を確立できるように、プロキシ間のトンネルを作成します。

Traceゾーンプロキシサービスの接続と証明書

Traceゾーンプロキシサービスには、次の3種類の接続があります。

1. TZハブは、信頼できる証明書によって識別されるTraceサービスのみに接続します。

2. TZハブトンネルクライアントは、双方向認証のあるTZプロキシトンネルサービスへの接続

を開始します。

a. TZプロキシトンネルサービスは、信頼できる証明書によって識別されるTZハブトン

ネルクライアントからの接続のみを受け入れます。

b.  TZプロキシトンネルサービスは、信頼できる証明書によって識別されるTZ ハブト

ンネルクライアント からの接続のみを受け入れます。

3. エンドポイントは信頼できる証明書によって識別されるTZ プロキシに接続します。

図11：Traceゾーンプロキシサービスの証明書
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有効期限切れが近い証明書に対して、Traceはワークベンチ上のメッセージで警告します。

メッセージを展開して、特定の証明書の詳細を見ることができます。エラーは赤いボックスの同

じ領域にも表示されます。例として、次の図を参照してください。

図12：Trace証明書メッセージ

Trace Zone Hubソリューションをインポートする

Trace Zone Hubは、Tanium Consoleのソリューションとしてインストールする必要があります。

重要：Traceモジュール、バージョン2.2.1以降を最初にインストールする必要がありま

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. [Tanium Content (Taniumコンテンツ)]セクションで、[Trace Zone Hub]行を選択し、

[Import Solution (インポートソリューション)]をクリックします。

3. 変更のリストを確認し、[Proceed with Import (インポートに進む)]をクリックします。

インポートが完了すると、[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]ページに戻ります。

4. [Available Version (利用可能なバージョン)]の値と[Imported Version (インポートされ

たバージョン)]列の値が一致することを確認します。

重要：ロードバランサを使用している場合は、パーシステンスが必須で、セキュアなウェ

ブソケット接続をサポートする必要があります。

ゾーンサーバ構成パッケージを作成する

ゾーンサーバごとに、証明書と接続情報を含む構成パッケージを作成する必要があります。

1. Tanium ConsoleからTraceに移動します。

2. [Settings (設定 )] をクリックします。

3. [Zone Server (ゾーンサーバ)]タブで、[Add Zone Server (ゾーンサーバを追加する)]をク

リックします。
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4. ホスト名、ポート、外部アドレス、および外部ポートの接続の詳細を入力します。

注意：ゾーンサーバプロキシのホスト名はIPアドレスであってはなりません。

5. 必要な証明書の種類を選択します。

l デフォルトでは、自動生成された証明書を使用できます。

l [Auto-generate (自動生成 )]チェックボックスをオフにすると、選択した証明書と

キーファイルを参照してアップロードできます。証明書はPEM形式でなければなりま

せん。CSRで、WebサーバとWebクライアントの両方の認証を有効にします。

6. [Generate Package (パッケージを生成する)]をクリックします。パッケージには、[Pending
(保留中 )]のステータスが表示されます。暗号化されたパッケージのZIPファイルと暗号化

キーへのパスが表示されます。ゾーンサーバ上で構成パッケージを抽出するには、特定

の暗号化キーが必要です。

ネイティブのWindows unzipユーティリティは、暗号化されたzipファイルをサポートしていま

せん。Windows Serverで暗号化されたZIPファイルを解凍するには、7zipなどのサード

パーティのユーティリティを使用します。次の場所にある7za.exeユーティリティを使用できま

す。C:\Program Files(x86)\Tanium\Tanium
Client\Tools\StdUtils\7za.exe これによりパッケージを復号して解凍しま

す。

重要：分割DNSを使用している場合は、同じ外部ポートを持つ各ゾーンサーバ用の

パッケージと、同じ外部アドレスを持つTanium Server用の別のパッケージを生成する必

要があります。

Traceは、必要な証明書とキーをすべて含むこのプロキシ用の展開パッケージを生成します。

生成されたZIPファイルは安全に取り扱う必要があります。

ゾーンサーバにパッケージをインストールする

ゾーンサーバに構成パッケージを手作業でインストールします。

(Windows)ゾーンサーバの準備

ゾーンサーバの構成パッケージをインストールする前に、適切なアクセス許可でパッケージをイ

ンストールするディレクトリを作成します。最小特権の原則に従うために、Trace Proxyサービス

を実行する権限のないユーザーを選択または作成します。

次の手順はWindows Server 2012 R2の手順ですが、セットアップは他のWindowsバージョンと

同様なものです。
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1. ゾーンサーバに管理者としてサインインします。ゾーンサーバのパッケージをインストールす

るディレクトリを作成します。たとえば、<zone_server_dir>\trace-zone-
proxyディレクトリ。

2. ディレクトリを作成した後、そのディレクトリを右クリックして、[Properties (プロパティ)]へ
移動します。プロパティで、[Security (セキュリティ)]タブをクリックして、Advanced (上級 )
をクリックします。

3. [Disable Inheritance (継承を無効にする)]をクリックします。このブロック継承ウィンドウ

で、[Convert inherited permissions into explicit permissions on this object (継承さ

れたアクセス許可をこのオブジェクトの明示的なアクセス許可に変換する)]をクリックしま

す。

4. 管理者およびシステム以外のすべてのアクセス許可エントリを削除します。

5. あなたが作成した権限のないユーザーにアクセス許可エントリを追加し、そのユーザーに

フルコントロールの権限を与えます。

6. この同じユーザーにディレクトリの所有者を割り当てます。[Change (変更する)]をクリック

し、ユーザー名を入力します。

ゾーンサーバ構成パッケージをインストールします。

重要：分割DNSを使用している場合は、同じ外部ポートを持つ各ゾーンサーバ用の

パッケージと、同じ外部アドレスを持つTanium Server用の別のパッケージを生成する必

要があります。

1. 既存のプロキシが存在する場合は削除します。

a. ゾーンサーバで、昇格後の権限でコマンドプロンプトを開きます。既存のプロキシ

ディレクトリに移動します。たとえば、<zone_server_dir>\\ old_proxy
\\ proxyディレクトリ。次のコマンドを実行します。

setup --service --uninstall

b. プロキシディレクトリを削除します。

2. Tanium Module Serverから、ゾーンサーバの構成パッケージをコピーします。

ZIPファイルは<module_server_dir>\services\trace-zone-hub-
files\proxiesディレクトリにあります。Traceワークベンチの実際のパスは、ゾーン

サーバの構成パッケージの名前で確認できます。

3. 構成パッケージをゾーンサーバにコピーします。Traceワークベンチの暗号化キーを使用し

て、<zone_server_dir>\trace-zone-proxyディレクトリへパッケージを解凍

します。ゾーンサーバでWindowsが実行されている場合は、間違いなくこのディレクトリに

アクセス許可を割り当ててください。71ページの(Windows)ゾーンサーバの準備を見る
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4. 昇格された特権でコマンドプロンプトを開きます。<zone_server_dir>\trace-
zone-proxy\proxyディレクトリに移動し、次のコマンドを実行します。

setup --service --install

5. ゾーンサーバの構成パッケージZIP ファイルのすべてのコピーを削除します。

6. ゾーンサーバごとにこの手順を繰り返します。

(Windows) TaniumをTraceゾーンプロキシサービスとして設定する

サービスを作成した後、<zone_server_dir>\trace-zone-proxyディレクトリを所有

している非特権ユーザーに、サービス所有権を変更します。

1. Windowsサービスを開きます。Windowsの[Start (スタート )]メニューから[Run (ファイル名を

指定して実行 )]をクリックします。services.mscと入力して[OK]をクリックします。

2. [Tanium Trace Zone Server (Tanium Traceゾーンサーバ)]サービスを停止します。リスト

からサービスを選択し、[Stop (停止 )]をクリックします。

3. このサービスを右クリックして、[Properties (プロパティ)]に移動します。[Log On (ログオ

ン)]タブをクリックします。

4. [This account (このアカウント)]を選択します。非特権ユーザーの資格情報を入力しま

す。

5. [Tanium Trace Zone Server (Tanium Traceゾーンサーバ)]サービスを開始します。サー

ビスが正常に開始されたことを確認します。

ハブとエンドポイントにパッケージを公開する

構成パッケージを展開したら、TZハブおよびエンドポイントとゾーンサーバの設定を共有しま

す。すべてのエンドポイントはすべての接続情報と証明書を取得し、いかなるプロキシにも接

続できるようにします。

1. Tanium ConsoleからTraceに移動します。

2. [Settings (設定 )] をクリックします。

3. [Zone Server (ゾーンサーバ)]タブで、[Publish All (すべてを公開 )]をクリックします。

公開が完了すると、保留中のすべてのプロキシ設定が[Active (アクティブ)]に変更され、すべ

てのエンドポイントは、アクティブなプロキシごとに外部アドレスとプロキシ証明書を受け取りま

す。

この時点で、プロキシ設定パッケージは証明書とzone_servers.jsonファイルで更新され

ます。zone_servers.jsonファイルには、すべてのTZ プロキシの接続情報が含まれ、次

の例のようになります。
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"zs1.local": {
"Protocol": "wss",
"ServerAddress": "zs1.local",
"ServerPort": 17444,
"ServerCerts": [ "7f8ca1c2-5a5a-49b5-b5d4-b3c9e3ee4e75.pem"

]"
},

"zs2.local": {
"Protocol": "wss",
"ServerAddress": "zs2.local",
"ServerPort": 17444,
"ServerCerts": [ "a2b6c241-039d-459b-ac2b-57c31e7973e1.pem"

]"
}

この変更により、エンドポイントがリモートエンドポイント接続を開始するアクションを受け取る

と、次のロジックを使用して、使用する接続情報を決定します。

l レジストリキーの値、HKLM\Software\Tanium\Tanium
Client\ServerNameを取得します。この値は、Tanium Clientが現在登録されてい

るTanium Server/ゾーンサーバを示します。

l zone_servers.jsonを読み込み、レジストリから取得した値と一致するキーを探し

ます。

l 一致するものが見つかると、対応する接続情報を使用して接続が確立されま

す。

l 一致するものが見つからない場合、エンドポイントはアクションに含まれるTrace
サービスの直接接続情報を使用します。

Traceゾーンプロキシサービスのアップグレード

Traceゾーンプロキシサービスは、Traceモジュールのアップグレード時に自動的にはアップグレー

ドされません。いつでもアップグレードすることはできますが、新しいバージョンのTrace Zone Hub
ソリューションが利用可能になるたびにアップグレードするように選択することができます。リリー

スに含まれる内容については、リリースノートを参照してください。

重要：Trace Zone Hubソリューションをアップグレードする場合は、TZプロキシもアップグ

レードする必要があります。
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ハブ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)]をクリックします。

2. [Tanium Content (Taniumコンテンツ)]セクションで、[Trace Zone Hub]の行を選択し、

[Upgrade Solution (アップグレードソリューション)]をクリックします。

3. 変更のリストを確認し、[Proceed with Import (インポートに進む)]をクリックします。

インポートが完了すると、[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]ページに戻ります。

4. [Available Version (利用可能なバージョン)]の値と[Imported Version (インポートされ

たバージョン)]列の値が一致することを確認します。

各ゾーンサーバのプロキシをアップグレードする

1. 新しいゾーンサーバ構成パッケージを生成します。

2. ゾーンサーバにパッケージをインストールする

3. ゾーンサーバごとにこの手順を繰り返します。

4. 分割DNSの場合は、Tanium Serverで新しいパッケージを作成してインストールします。

5. パッケージを公開する。

証明書の再生成または置き換え

証明書の有効期限が切れた場合、または更新する必要がある場合は、証明書を再生成

したり、新しい証明書をアップロードしたりすることができます。

1. Tanium ConsoleからTraceに移動します。

2. [Settings (設定 )] をクリックします。

3. [Zone Server (ゾーンサーバ)]タブをクリックします。

4. 設定名の横にある[Settings (設定 )] をクリックします。

5. 既存の証明書名の横にある[Delete (削除 )]をクリックします。

6. 置き換える必要のある証明書ごとに証明書の種類を選択します。

l デフォルトでは、自動生成された証明書を使用できます。

l [Auto-generate (自動生成 )]チェックボックスをオフにすると、選択した証明書と

キーファイルを参照してアップロードできます。証明書はPEM形式でなければなりま

せん。CSRで、WebサーバとWebクライアントの両方の認証を有効にします。

7. [Generate Package (パッケージを生成する)]をクリックします。
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8. パッケージをインストールする。

9. [Publish All (すべて公開 )]をクリックします。

Traceゾーンプロキシサービスのトラブルシューティング

Traceゾーンプロキシサービスを構成した後、エンドポイントがTraceサービスに接続できない場

合は、次の項目を確認してください。

1. TZハブトンネルクライアント が TZプロキシトンネルサービスに接続できることを確認しま

す。
a. <module_server_dir>\services\trace-zone-hub-files\logs

ディレクトリに移動します。

b. 接続が失敗した原因をログで確認します。

2. トンネルが正常に接続されている場合は、プロキシからの接続を探します。

各エラーメッセージにはクラスが含まれています。

l クラスがトンネルクライアントの場合、ハブとプロキシの間に問題があります。

l クラスがプロキシクライアントの場合、ハブからTraceサービスへの接続が機能してい

ません。

3. プロキシに着信接続の試行があっても、Traceサービスに接続する際にエラーが発生し

ている場合は、ハブのプロキシ設定とトレースログを確認します。

4. 接続が着信していない場合は、接続試行のプロキシログを確認します。

次のディレクトリでエラーを探します。

l エンドポイントで
l <tanium_client_
dir>\Tools\trace\TraceWebSocketClient.log

l <tanium_client_dir>\Downloads\Action_###

l Traceサービスログで、<module_server_dir>\services\trace-
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files\logs\trace.log

l プロキシログで、<zone_proxy_dir>\proxy\logs

Traceゾーンプロキシ設定のアンインストール

特定の状況では、トラブルシューティングの目的でTraceゾーンプロキシ構成を削除する必要

があります。

1. ハブとエンドポイントからゾーンサーバ構成を削除します。

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

b. 設定名の横にある[Settings (設定 )] をクリックします。

c. 削除 をクリックします。

d. [OK]をクリックします。

2. ゾーンサーバからプロキシをアンインストールします。

a. ゾーンサーバで、昇格後の権限でコマンドプロンプトを開きます。既存のプロキシ

ディレクトリに移動します。たとえば、<zone_server_dir>\\ old_proxy
\\ proxyディレクトリ。次のコマンドを実行します。

setup --service --uninstall

b. プロキシディレクトリを削除します。

プロキシはハブから削除され、プロキシ証明書はすべてのエンドポイントで削除されます。
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関連情報：Traceセンサー

Traceは、すべてのエンドポイントで実行するセンサー、およびTraceサービスを監視する診断セ

ンサーを提供しています。該当する場合、これらのセンサーの結果には、YYYY-MM-DD
HH:MM:SS.mmm+00:00形式のタイムスタンプが含まれます。

注意：Traceセンサーでは、正規表現を使用できます。「入力を正規表現として扱う」

が有効になっている場合、特殊文字とリテラルには文字エスケープが必要です。

Traceセンサー

Traceセンサーは、ネットワークエンドポイントで収集されたファイル、プロセス、ネットワーク、セ

キュリティ、およびレジストリイベントに関する情報を集約します。デフォルトでは、これらのセン

サーはすべてのエンドポイントで実行されます。

Traceは、ネットワークトレースに対して、それぞれ特定のパラメータを持つ次のセンサーを提供

します。

l [Trace Executed Processes (Trace実行プロセス)]

l [Trace File Operations (Traceファイルの操作 )]

l [Trace Logon Events (Traceログオンイベント )]

l [Trace Network Connections (Traceネットワーク接続 )]

l [Trace Registry Keys or Values (Traceレジストリキーまたは値 )]

l [Trace Loaded Drivers (Trace読み込みドライバ)]

l [Trace Executed Process Trees (Trace実行されたプロセスツリー)]

l [Trace Executed Process Hashes (Trace実行されたプロセスハッシュ)]

l [Trace DNS Queries (Trace DNSクエリ)]

l [Trace Image Loads (Trace画像の読み込み)]

Trace Executed Processes (Trace実行プロセス)

[Trace Executed Processes (Trace実行プロセス)]センサーは、プロセスの実行に関する各管

理対象エンドポイントからの履歴データを返します。

パラメータ

このセンサーは、以下のパラメータを使用してエンドポイントデータを絞り込みます。
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設定 説明

時間範囲 各エンドポイントで選択した相対時間範囲内の履歴結果を返します。デフォル

トは1時間前から現在までです。

利用可能な選択肢は次のとおりです。

l 30分

l 1時間

l 3時間

l 12時間

l 1日

l 3日

l 1週間

l 1ヶ月

l 無制限

l 絶対時間範囲

[Time Range (時間範囲)]フィールドが絶対時間範囲で設定されている場合、セ

ンサーは代わりに[Absolute Time Range (絶対時間範囲)]設定の値を使用しま

す。

絶対時間範囲 各エンドポイントで選択した時間範囲内の履歴結果を返します。この設定を使用す

るには、[Time Range (時間範囲)]フィールドを絶対時間範囲に設定する必要があり

ます。

入力を正規表現

として取り扱う

入力文字列を正規表現として取り扱います。

デフォルトでは、このオプションは設定されておらず、入力は大文字と小文字を区

別しない単純な従属文字列の一致として取り扱われます。

YesまたはNoを出

力

詳細すべてではなく、検索パラメータに一致するかどうかのYesまたはNoのみの提示

を返します。

ホストごとの結果

上限数

エンドポイントによって返される結果の上限数を制限します。結果が上限値を超えた

場合、結果が切り捨てられたことを警告します。

ホストあたりの結果の上限数は10です。ただし、[Make Stackable (スタッカブルに

する)]パラメータが有効な場合、ホストごとの結果の上限値は100です。

スタッカブルにす

る/一意をスキッ

プする

スタック分析を容易にするために、ホストごとに一意である可能性の高い列(ホスト名

やタイムスタンプなど)を省略します。

表5：Trace実行プロセスパラメータ
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設定 説明

プロセスパス 実行されたプロセスのディレクトリとファイル名。

親プロセスのパス 親プロセスのディレクトリとファイル名。

コマンドライン 実行されたプロセスに提供された引数。プロセスがどのように始動したかに応じて、完

全なパスが含まれる場合と含まれない場合があります。

MD5ハッシュ プロセスを作成するために実行されたファイルのMD5ハッシュ。

ドメイン プロセスを実行したユーザーのドメイン、ユーザーグループ、またはシステムコンテキス

ト。

例：CORP

ユーザー名 プロセスを実行したユーザー名。

例：joe.smith

Trace File Operations (Traceファイルの操作 )のパラメータ

[Trace File Operations (Traceファイルの操作 )]センサーは、RenamePath、CreateNewFile、
Write、およびDeletePathなどのファイル操作に関する情報を返します。

パラメータ

このセンサーは、以下のパラメータを使用してエンドポイントデータを絞り込みます。
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設定 説明

時間範囲 各エンドポイントで選択した相対時間範囲内の履歴結果を返します。デフォルトは1
時間前から現在までです。

利用可能な選択肢は次のとおりです。

l 30分

l 1時間

l 3時間

l 12時間

l 1日

l 3日

l 1週間

l 1ヶ月

l 無制限

l 絶対時間範囲

[Time Range (時間範囲)]フィールドが絶対時間範囲で設定されている場合、セ

ンサーは代わりに[Absolute Time Range (絶対時間範囲)]設定の値を使用しま

す。

絶対時間範囲 各エンドポイントで選択した時間範囲内の履歴結果を返します。この設定を使用す

るには、[Time Range (時間範囲)]フィールドを絶対時間範囲に設定する必要があり

ます。

入力を正規表現

として取り扱う

入力文字列を正規表現として取り扱います。

デフォルトでは、このオプションは設定されておらず、入力は大文字と小文字を区

別しない単純な従属文字列の一致として取り扱われます。

YesまたはNoを出

力

詳細すべてではなく、検索パラメータに一致するかどうかのYesまたはNoのみの提示

を返します。

スタッカブルにす

る/一意をスキッ

プする

スタック分析を容易にするために、ホストごとに一意である可能性の高い列(ホスト名

やタイムスタンプなど)を省略します。

ファイルパス ファイルのディレクトリとパス。

例：desktop\words.docまたは/usr/local/bin

ファイル操作 ファイルに対する操作。

例：CreateNewFile、Write、DeletePath、RenamePath

表6：Traceファイル操作パラメータ



©2018 Tanium Inc. All Rights Reserved 82ページ

設定 説明

プロセスパス 操作を実行しているプロセスのパス。

例：system32\cmd.exeまたは/bin/chmod/

ドメイン プロセスを実行した、ファイル操作を担当するユーザーのドメイン、ユーザーグループ、

またはシステムコンテキスト。

例：CORP

ユーザー名 プロセスを実行した、ファイル操作を担当するユーザー名。

例：joe.smith

Trace Logon Events (Traceログオンイベント )

[Trace Logon Events (Traceログオンイベント )]センサーは、管理対象エンドポイント上のログオ

ンイベントに関する履歴データを検索します。

パラメータ

このセンサーは、以下のパラメータを使用してエンドポイントデータを絞り込みます。
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設定 説明

時間範囲 各エンドポイントで選択した相対時間範囲内の履歴結果を返します。デフォルトは1
時間前から現在までです。

利用可能な選択肢は次のとおりです。

l 30分

l 1時間

l 3時間

l 12時間

l 1日

l 3日

l 1週間

l 1ヶ月

l 無制限

l 絶対時間範囲

[Time Range (時間範囲)]フィールドが絶対時間範囲で設定されている場合、セ

ンサーは代わりに[Absolute Time Range (絶対時間範囲)]設定の値を使用しま

す。

絶対時間範囲 各エンドポイントで選択した時間範囲内の履歴結果を返します。この設定を使用す

るには、[Time Range (時間範囲)]フィールドを絶対時間範囲に設定する必要があり

ます。

入力を正規表現

として取り扱う

入力文字列を正規表現として取り扱います。

デフォルトでは、このオプションは設定されておらず、入力は大文字と小文字を区

別しない単純な従属文字列の一致として取り扱われます。

YesまたはNoを出

力

詳細すべてではなく、検索パラメータに一致するかどうかのYesまたはNoのみの提示

を返します。

ホストごとの結果

上限数

エンドポイントによって返される結果の上限数を制限します。結果が上限値を超えた

場合、結果が切り捨てられたことを警告します。

ホストあたりの結果の上限数は10です。ただし、[Make Stackable (スタッカブルに

する)]パラメータが有効な場合、ホストごとの結果の上限値は100です。

スタッカブルにす

る/一意をスキッ

プする

スタック分析を容易にするために、ホストごとに一意である可能性の高い列(ホスト名

やタイムスタンプなど)を省略します。

表7：Trace Logon Events (Traceログオンイベント)のパラメータ
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設定 説明

ドメイン プロセスのドメイン、ユーザーグループ、またはシステムコンテキスト。

例：CORP

ユーザー名 ユーザーアカウントに関連付けられているActive Directoryユーザー名。

例：joe.smith

ソースホスト センサーの実行対象であるエンドポイント (1つ)のホスト名またはIPアドレス。

ログオンプロセス ログオンプロセスを開始した実行可能ファイルのファイル名。

例：process.exeまたは/usr/sbin/sshd

ログオンタイプ番

号

ログオンタイプを示す数字。これは、次のオプションのいずれかでなければなりませ

ん。

2：インタラクティブ

3：ネットワーク

7：ロックを解除する

10：リモートインタラクティブ

ログオンプロバイ

ダ

ログオンイベントに関連付けられたプロセス。

例：Advapi

Trace Network Connections (Traceネットワーク接続 )

[Trace Network Connections (Traceネットワーク接続 )]センサーは、管理対象エンドポイント上

のネットワーク接続イベントに関する履歴データを取得します。

パラメータ

このセンサーは、以下のパラメータを使用してエンドポイントデータを絞り込みます。
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設定 説明

時間範囲 各エンドポイントで選択した相対時間範囲内の履歴結果を返します。デフォルトは1
時間前から現在までです。

利用可能な選択肢は次のとおりです。

l 30分

l 1時間

l 3時間

l 12時間

l 1日

l 3日

l 1週間

l 1ヶ月

l 無制限

l 絶対時間範囲

[Time Range (時間範囲)]フィールドが絶対時間範囲で設定されている場合、セ

ンサーは代わりに[Absolute Time Range (絶対時間範囲)]設定の値を使用しま

す。

絶対時間範囲 各エンドポイントで選択した時間範囲内の履歴結果を返します。この設定を使用す

るには、[Time Range (時間範囲)]フィールドを絶対時間範囲に設定する必要があり

ます。

入力を正規表現

として取り扱う

入力文字列を正規表現として取り扱います。

デフォルトでは、このオプションは設定されておらず、入力は大文字と小文字を区

別しない単純な従属文字列の一致として取り扱われます。

YesまたはNoを出

力

詳細すべてではなく、検索パラメータに一致するかどうかのYesまたはNoのみの提示

を返します。

ホストごとの結果

上限数

エンドポイントによって返される結果の上限数を制限します。結果が上限値を超えた

場合、結果が切り捨てられたことを警告します。

[Make Stackable (スタッカブルにする)]が有効になっている場合、最大値は100と
なり、無効であれば最大値は10です。

スタッカブルにす

る/一意をスキッ

プする

スタック分析を容易にするために、ホストごとに一意である可能性の高い列(ホスト名

やタイムスタンプなど)を省略します。

表8：Trace Network Connections (Traceネットワーク接続 )のパラメータ
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設定 説明

127.0.0.1のトラ

フィックを含める

ローカルホストからのネットワーク接続を含める場合に選択します。このオプションは、

ローカルホストがTanium Consoleを実行するデバイスであることを前提としています。

デフォルトでは、ローカルホストからのトラフィックが含まれます。

ソースIPアドレス センサーが単一のホストを対象とする場合、デバイスのIPv4アドレス。

ソースポート ターゲットホスト上で接続が確立されたポート番号。

送信先IPアドレ

ス

宛先のIPv4アドレス。

送信先ポート 接続されたポートの番号。

プロセスパス このオプションを使用して、検出されるプロセスのプロセスパスを指定します。

例：jane.smith\software.exe

ドメイン プロセスを実行した、ネットワークアクティビティを担当するユーザーのドメイン、ユー

ザーグループ、またはシステムコンテキスト。

例：CORP

ユーザー名 プロセスを実行した、ネットワークアクティビティを担当するユーザー名。

例：jane.smith

Trace Registry Keys or Values (Traceレジストリキーまたは値 )

[Trace Registry Keys or Values (Traceレジストリキーまたは値 )]センサーは、管理対象の

Windowsエンドポイント上のレジストリキーと値の変更に関する履歴データを取得します。

パラメータ

このセンサーは、以下のパラメータを使用してエンドポイントデータを絞り込みます。
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設定 説明

時間範囲 各エンドポイントで選択した相対時間範囲内の履歴結果を返します。デフォルトは1
時間前から現在までです。

利用可能な選択肢は次のとおりです。

l 30分

l 1時間

l 3時間

l 12時間

l 1日

l 3日

l 1週間

l 1ヶ月

l 無制限

l 絶対時間範囲

[Time Range (時間範囲)]フィールドが絶対時間範囲で設定されている場合、セ

ンサーは代わりに[Absolute Time Range (絶対時間範囲)]設定の値を使用しま

す。

絶対時間範囲 各エンドポイントで選択した時間範囲内の履歴結果を返します。この設定を使用す

るには、[Time Range (時間範囲)]フィールドを絶対時間範囲に設定する必要があり

ます。

入力を正規表現

として取り扱う

入力文字列を正規表現として取り扱います。

デフォルトでは、このオプションは設定されておらず、入力は大文字と小文字を区

別しない単純な従属文字列の一致として取り扱われます。

YesまたはNoを出

力

詳細すべてではなく、検索パラメータに一致するかどうかのYesまたはNoのみの提示

を返します。

ホストごとの結果

上限数

エンドポイントによって返される結果の上限数を制限します。結果が上限値を超えた

場合、結果が切り捨てられたことを警告します。

ホストあたりの結果の上限数は10です。ただし、[Make Stackable (スタッカブルに

する)]パラメータが有効な場合、ホストごとの結果の上限値は100です。

スタッカブルにす

る/一意をスキッ

プする

スタック分析を容易にするために、ホストごとに一意である可能性の高い列(ホスト名

やタイムスタンプなど)を省略します。

表9：Trace Registry Keys or Values (Traceレジストリキーまたは値 )のパラメータ
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設定 説明

レジストリキーパ

ス

対象コンピュータグループを検索するためのレジストリキーパス。

例：HKLM\Software\VendorName\

レジストリ値の名

前

対象コンピュータグループを検索するためのキー値。

例：「設定名」はHKEY_CURRENT_USER\Software\Vendor's name\Application's
name\Version\Setting nameにあります

操作 レジストリイベントのタイプ。

例：SetValueKey、DeleteKey、DeleteValueKey

プロセスパス 検出されるプロセスのパス。

例：jane.smith\software.exe

ドメイン プロセスを実行した、レジストリ変更を担当するユーザーのドメイン、またはシステムコ

ンテキスト。

例：CORP

ユーザー名 プロセスを実行した、レジストリ変更を担当するユーザー名。

例：jane.smith

Trace Loaded Drivers (Trace読み込みドライバ)

Trace Loaded Driversセンサーは、ドライバの読み込みイベントに関する情報を取得します。

パラメータ

このセンサーは、以下のパラメータを使用してエンドポイントデータを絞り込みます。
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設定 説明

時間範囲 各エンドポイントで選択した相対時間範囲内の履歴結果を返します。デフォルトは1
時間前から現在までです。

利用可能な選択肢は次のとおりです。

l 30分

l 1時間

l 3時間

l 12時間

l 1日

l 3日

l 1週間

l 1ヶ月

l 無制限

l 絶対時間範囲

[Time Range (時間範囲)]フィールドが絶対時間範囲で設定されている場合、セ

ンサーは代わりに[Absolute Time Range (絶対時間範囲)]設定の値を使用しま

す。

絶対時間範囲 各エンドポイントで選択した時間範囲内の履歴結果を返します。この設定を使用す

るには、[Time Range (時間範囲)]フィールドを絶対時間範囲に設定する必要があり

ます。

入力を正規表現

として取り扱う

入力文字列を正規表現として取り扱います。

デフォルトでは、このオプションは設定されておらず、入力は大文字と小文字を区

別しない単純な従属文字列の一致として取り扱われます。

YesまたはNoを出

力

詳細すべてではなく、検索パラメータに一致するかどうかのYesまたはNoのみの提示

を返します。

ホストごとの結果

上限数

エンドポイントによって返される結果の上限数を制限します。結果が上限値を超えた

場合、結果が切り捨てられたことを警告します。

ホストあたりの結果の上限数は10です。ただし、[Make Stackable (スタッカブルに

する)]パラメータが有効な場合、ホストごとの結果の上限値は100です。

スタッカブルにす

る/一意をスキッ

プする

スタック分析を容易にするために、ホストごとに一意である可能性の高い列(ホスト名

やタイムスタンプなど)を省略します。

表10：Trace Loaded Drivers (Trace読み込みドライバ)のパラメータ
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設定 説明

ドライバパス パスとデバイスドライバのファイル名。

例：windows\system32\driver.sys

ドライバハッシュ 指定されたドライバファイルのハッシュ。

ドライバの署名 デバイスドライバが署名されているかどうかを特定するには、次のいずれかの値を選

択します。[Yes (はい)]、[No (いいえ)]、または[Either (いずれか)]。

デフォルトでは、この値は[Yes (はい)]に設定されています。

エンティティの署

名

ファイルに署名したベンダーの名前。

例：ベンダー名

Trace Executed Process Trees (Trace実行されたプロセスツリー)

[Trace Executed Process Trees (Trace実行されたプロセスツリー)]センサーは、指定されたプロ

セスの子プロセスまたは親プロセスを取得します。

パラメータ

このセンサーは、以下のパラメータを使用してエンドポイントデータを絞り込みます。

設定 説明

プロセス名 プロセス名を指定します。

入力を正規表現

として取り扱う

入力文字列を正規表現として取り扱います。

デフォルトでは、このオプションは設定されておらず、入力は大文字と小文字を区

別しない単純な従属文字列の一致として取り扱われます。

フルファイルパスを

使用する

有効にすると、センサーの出力は完全なファイルパスを返します。

YesまたはNoを出

力

詳細すべてではなく、検索パラメータに一致するかどうかのYesまたはNoのみの提示

を返します。

プロセスコンテキ

スト

ツリー内にプロセスが表示される場所を指定するには、次のいずれかの値を選択しま

す。[As Child (子として)]または[As Parent (親として)]。

デフォルトでは、この値は[As Child (子として)]に設定されています。

表11：Trace Executed Processes Trees (Trace実行プロセスツリー)のパラメータ
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設定 説明

検索するイベント

の数

直近の結果から数えて、ツリーを構築するときに使用する、プロセス実行イベント

の数を指定します。

イベントの上限数は20,000です。数が大きくなると、センサーの実行時間が影響

を受ける可能性があります。

時間範囲 各エンドポイントで選択した時間範囲内の履歴結果を返します。

Trace Executed Process Hashes (Trace実行されたプロセスハッシュ)

[Trace Executed Process Hashes (Trace実行されたプロセスハッシュ)]センサーは、指定された

時間範囲内に実行されたすべてのプロセスのMD5ハッシュを返します。

パラメータ

このセンサーは、以下のパラメータを使用してエンドポイントデータを絞り込みます。

設定 説明

時間範囲 各エンドポイントで選択した相対時間範囲内の履歴結果を返します。デフォルトは1時間

前から現在までです。

利用可能な選択肢は次のとおりです。

l 30分

l 1時間

l 3時間

l 12時間

l 1日

l 3日

l 1週間

l 1ヶ月

l 無制限

l 絶対時間範囲

[Time Range (時間範囲)]フィールドが絶対時間範囲で設定されている場合、セン

サーは代わりに[Absolute Time Range (絶対時間範囲)]設定の値を使用します。

絶対時間

範囲

各エンドポイントで選択した時間範囲内の履歴結果を返します。この設定を使用するに

は、[Time Range (時間範囲)]フィールドを絶対時間範囲に設定する必要があります。

表12：Trace実行プロセスパラメータ
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設定 説明

ホストごとの

結果上限

数

エンドポイントによって返される結果の上限数を制限します。結果が上限値を超えた場

合、結果が切り捨てられたことを警告します。

デフォルトのホストあたりの上限結果数は500ですが、任意の値に増やすことができま

す。

Trace DNS Queries (Trace DNSクエリ)

[Trace DNS Queries (Trace DNSクエリ)]センサーは、DNSクエリに関する各エンドポイントにおけ

る履歴データを返します。

注意：このセンサーは、次のオペレーティングシステムでのみサポートされています。

Windows 2012 R2、Windows 2016、Windows 8.1、およびWindows 10。

パラメータ

このセンサーは、以下のパラメータを使用してエンドポイントデータを絞り込みます。

設定 説明

時間範囲 各エンドポイントで選択した相対時間範囲内の履歴結果を返します。デフォルトは1
時間前から現在までです。

利用可能な選択肢は次のとおりです。

l 30分

l 1時間

l 3時間

l 12時間

l 1日

l 3日

l 1週間

l 1ヶ月

l 無制限

l 絶対時間範囲

[Time Range (時間範囲)]フィールドが絶対時間範囲で設定されている場合、セ

ンサーは代わりに[Absolute Time Range (絶対時間範囲)]設定の値を使用しま

す。

表13：Trace DNS Queries (Trace DNSクエリ)のパラメータ
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設定 説明

絶対時間範囲 各エンドポイントで選択した時間範囲内の履歴結果を返します。この設定を使用す

るには、[Time Range (時間範囲)]フィールドを絶対時間範囲に設定する必要があり

ます。

入力を正規表現

として取り扱う

入力文字列を正規表現として取り扱います。

デフォルトでは、このオプションは設定されておらず、入力は大文字と小文字を区

別しない単純な従属文字列の一致として取り扱われます。

YesまたはNoを出

力

詳細すべてではなく、検索パラメータに一致するかどうかのYesまたはNoのみの提示

を返します。

ホストごとの結果

上限数

エンドポイントによって返される結果の上限数を制限します。結果が上限値を超えた

場合、結果が切り捨てられたことを警告します。

ホストあたりの結果の上限数は10です。ただし、[Make Stackable (スタッカブルに

する)]パラメータが有効な場合、ホストごとの結果の上限値は100です。

スタッカブルにす

る/一意をスキッ

プする

スタック分析を容易にするために、ホストごとに一意である可能性の高い列(ホスト名

やタイムスタンプなど)を省略します。

プロセスパス 検出されるプロセスのパス。

例：jane.smith\software.exe

ユーザー名 DNS要求を実行したユーザー名。

例：jane.smith

クエリ クエリに送信された名前。

例：w3.org

応答 クエリから解決されたIPアドレス。

操作 DNS操作のタイプ。

例：DNSクエリの完了

Trace Image Loads (Trace画像の読み込み)

[Trace Image Loads (Trace画像の読み込み)]センサーは、画像の読み込みに関する各エン

ドポイントからの履歴データを返します。
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注意：このセンサーは、TraceレコーダがサポートするすべてのバージョンのWindowsでサ

ポートされています。

パラメータ

このセンサーは、以下のパラメータを使用してエンドポイントデータを絞り込みます。

設定 説明

時間範囲 各エンドポイントで選択した相対時間範囲内の履歴結果を返します。デフォルトは1
時間前から現在までです。

利用可能な選択肢は次のとおりです。

l 30分

l 1時間

l 3時間

l 12時間

l 1日

l 3日

l 1週間

l 1ヶ月

l 無制限

l 絶対時間範囲

[Time Range (時間範囲)]フィールドが絶対時間範囲で設定されている場合、セ

ンサーは代わりに[Absolute Time Range (絶対時間範囲)]設定の値を使用しま

す。

絶対時間範囲 各エンドポイントで選択した時間範囲内の履歴結果を返します。この設定を使用す

るには、[Time Range (時間範囲)]フィールドを絶対時間範囲に設定する必要があり

ます。

入力を正規表現

として取り扱う

入力文字列を正規表現として取り扱います。

デフォルトでは、このオプションは設定されておらず、入力は大文字と小文字を区

別しない単純な従属文字列の一致として取り扱われます。

YesまたはNoのみ

を出力

詳細すべてではなく、検索パラメータに一致するかどうかのYesまたはNoのみの提示

を返します。

表14：Trace Image Loads (Trace画像の読み込み)のパラメータ
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設定 説明

ホストごとの結果

上限数

エンドポイントによって返される結果の上限数を制限します。結果が上限値を超えた

場合、結果が切り捨てられたことを警告します。

ホストあたりの結果の上限数は10です。ただし、[Make Stackable (スタッカブルに

する)]パラメータが有効な場合、ホストごとの結果の上限値は100です。

スタッカブルにす

る/一意をスキッ

プする

スタック分析を容易にするために、ホストごとに一意である可能性の高い列(ホスト名

やタイムスタンプなど)を省略します。

プロセスパス 検出されるプロセスのパス。

例：jane.smith\software.exe

画像パス 検出される画像のパス。

例：windows\system32\library.dll

画像ハッシュ 指定された画像ファイルのハッシュ。

署名された画像 画像が署名されているかどうかを特定するには、次のいずれかの値を選択しま

す。[Yes (はい)]、[No (いいえ)]、または[Either (いずれか)]。

デフォルトでは、この値は[Yes (はい)]に設定されています。

エンティティの署

名

ファイルに署名したベンダーの名前。

例：ベンダー名

Trace診断センサー

Traceは、追加のセンサーを使用して、Traceサービスのステータスと操作に関する診断情報を

取得します。Traceは、これらのセンサーをデフォルトのスケジュールで発します。
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センサー 説明 パラメータ 結果

Tanium Trace Status
(Tanium Traceステータ

ス)

このセンサーを使用して、Trace
サービスコンポーネントおよびそ

のバージョンに関するステータス

レポートを取得します。このセン

サーは、イベントレコーダー、

auditd、またはMicrosoft
Sysmonなど、情報を収集する

ために使用されるオペレーティ

ングシステムコンポーネントのス

テータスに関する情報を提供し

ます。返される結果には、イベ

ントがいつ最後にデータベース

に書き込まれたかも含まれま

す。

N/A Tanium Traceステータ

スセンサーの結果は、

Traceホームページに表

示されます。

Trace Invalid File
Operations (Trace無効

なファイル操作)

このセンサーは、破損したデー

タベースを検知します。

N/A Traceデータベースに無

効なファイル操作がある

場合、このセンサーは

[True (真 )]の値を返し

ます。それ以外の場

合、このセンサーは

[False (偽 )]の値を返し

ます。

Trace Database Size
More Than Threshold
(しきい値を超えたTrace
データベースの規模)

このセンサーは、指定されたエ

ンドポイントデータベースが上

限規模を超えているかどうかを

判別します。

エンドポイントデー

タベースの上限規

模(バイト単位)。
例：1,000,000,000

エンドポイントのどれか

のサイズが上限値を超

えた場合、このセンサー

は [Yes (はい)]の値を返

します。それ以外の場

合、このセンサーは[No
(いいえ)]の値を返しま

す。

Trace Database
Exceeded Maximum
(Traceデータベースが上

限規模を超過)

このセンサーは、Traceエンドポ

イントデータベースが設定され

た上限規模を超えているかどう

かを判別します。

エンドポイントデー

タベースの上限規

模を倍にする(バイ

ト単位)。
例：2,000,000,000

答えがはいであれば、

予定済みアクションは、

パッケージがエンドポイ

ントでのTraceサービス

を無効にする誘因とな

ります。

表15：Trace診断センサー
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センサー 説明 パラメータ 結果

Tanium Trace
Database Health
(Tanium Traceデータ

ベースの健全性)

このセンサーは、上限規模の超

過、スキーマバージョンの不一

致、整数タイムスタンプの未使

用、単純なデータベースクエリ

の失敗など、潜在的な問題に

ついてTraceデータベースを調べ

ます。

N/A このセンサーはヘルス

チェックを合格したかどう

かを報告し、データベー

スの規模を示し、デー

タベースで検知された

問題をすべて一覧にし

ます。

Trace Endpoint
Certificate Installed
(Traceにインストールさ

れたエンドポイント証明

書)

このセンサーは、Trace
Endpoint Certificateがインス

トールされているかどうかを

チェックします。

N/A Tanium Traceエンドポ

イントフィルタが管理対

象エンドポイントにイン

ストールされている場

合、このセンサーは

[True (真 )]の値を返し

ます。それ以外の場

合、このセンサーは

[False (偽 )]の値を返し

ます。

Tanium Trace Endpoint
Filters (Tanium Traceエ
ンドポイントフィルタ)

このセンサーは、Tanium Trace
フィルタがインストールされてい

るエンドポイントを一覧表示し

ます。

N/A Tanium Traceエンドポ

イントフィルタが管理対

象エンドポイントにイン

ストールされている場

合、このセンサーは

[True (真 )]の値を返し

ます。それ以外の場

合、このセンサーは

[False (偽 )]の値を返し

ます。

Trace Group
Configuration Level
(Traceグループ構成レ

ベル)

このセンサーは、Traceデータ

ベースが構成されているかどう

かを判別します。

N/A 管理対象エンドポイン

トにデータベースが設

定されている場合、こ

のセンサーは[True (真 )]
の値を返します。それ

以外の場合、このセン

サーは[False (偽 )]の値

を返します。
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センサー 説明 パラメータ 結果

Windows Audit Policy
(Windows監査ポリシー)

このセンサーは、Windowsオペ

レーティングシステムの監査

データを取得します。

N/A 監査ステータスを、ABC
順のカテゴリ、サブカテ

ゴリ、およびアクティビ

ティレーティングにより表

示します。監査ステータ

スは、次のいずれかで

示されます。[Success
(成功 )]または[No
Auditing (監査なし)]。
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