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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、正確性には万全を
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から生じる､利益損失やデータ損失をはじめとする間接的損害や特別損
害、結果的損害､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 を参照してください。
この文書には、第三者が提供するコンテンツや製品 (ハード ウェアおよびソフトウェアを含む) 、サービス(「第三者のアイテム」 ) に対するア
クセス手段や､第三者のそうした情報そのものが含まれていることがあります｡ Tanium Inc.およびその関連会社は、(i) それらの第三者の
アイテムに対して責任を負うものではなく、第三者のアイテムに関するすべての保証および責任を明示的に放棄し、(ii) お客様とTanium
との間の有効な契約に明記されているのでない限り、かかる第三者のアイテムへのアクセスや、利用に起因する損失、費用または損
害について責任を負いません。
また、この文書は､特定の第三者のアイテムの使用やTanium 製品との組み合わせを求めるものでも､想定するものでもありません。その
ような組み合わせによって生じた知的財産権の侵害について、Tanium およびその関連会社は一切責任を負いません。第三者のアイテ
ムとTanium 製品の組み合わせが適切であるかどうか､また第三者の知的財産権を侵害しないかどうかの判定の責任はTanium ではな
くお客様にあります｡
Tanium は、当社製品について最高水準のアクセシビリティを実現することに力を注いでいます。今日まで、Tanium は米国連邦規制、

特に1998年のリハビリテーション法のセクション508の遵守に注力してきました。当社は、長年にわたって製品開発の過程でサード パー
ティのアクセシビリティ評価を実施してきました。最近では2019年 9月、すべての主要製品モジュールについてWCAG 2.1/VPAT 2.3規格に
対する包括的な監査を終了しました。最近のテストでは、Tanium Console UIは、適用されるすべてのWCAG 2.1基準について完全対応
または部分対応を達成しています。Tanium は、見込み客を含むあらゆるお客様が大規模なソリューション計画立案プロセスの一環と
してモジュール単位でVPATレポートを入手できるようにします。
新製品や新機能を続々と提供する中、Tanium はテストを実施することでアクセシビリティ指針の徹底を図ります。Tanium は、問題の重
要度と変更の範囲を踏まえ、実現可能な範囲でこの徹底に最大限の努力をすることをお約束します。これらの目標は、当社の既存
のリソースとともに納品が計画されている機能およびリリースにも組み込まれます。
Tanium ではお客様のご意見をお待ちしております。Tanium モジュールと有用な技術要件をもとに、ソリューションを使いやすくするための

ご意見やご要望をお寄せください。Tanium のカスタマーコミュニティにとってアクセシビリティ要件は重要であり、当社は全体的な製品の
ロード マップの中でそうした要件に対する遵守を優先させることをお約束します。Tanium は進捗および重要事項に対する透明性を維
持し、この取り組みに関するご意見・ご質問を歓迎します。詳細は、営業担当者に直接、またはTanium サポート
( support@tanium.com またはaccessibility@tanium.com) にEメールでお問い合わせください。
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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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
Tanium™ Traceとの統合で実現されるシグナルを使用することで、Windowsのエンド ポイント 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 をリアルタイムで継続的に評価することができます。Signals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。Signals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

l

TAXII Streams

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、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。
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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。

Detectのインテリジェンススキャン
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。これらパッケージは以下の通りです
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

インテリジェンスのパッケージ: 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発行の最大デルタ数)(デフォルト は10)を設定すると、同期パッケージが再
度展開されます。

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。
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、使用制限付きクイックスキャン、およびTraceによるライブイベント モニタの3つの方法でエ
ンド ポイント を検索し、指定されたインテリジェンスの有無を確認します。
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。
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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モジュールおよびコンポーネント 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。

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

1つのエンド 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。
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他ののDetect文書
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、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。

API文書
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、ヘ
ルプ

をクリックし、それから[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
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基本的な使用手順
1.

Detectをインスト ールします。Detectのインスト ール(20ページ)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、Detectのバージョンをアップグレード する(22ページ)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。脅威データの管理(25ページ)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。インテリジェンスのデプロイ(36ページ)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。アラート の管理(43ページ)を参照してください。
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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

要件

ト
Platform

7.2以 降 。
詳 細 は、以 下 を参 照 してください。Tanium Core Platformインスト ールガイド：Tanium Serverのインスト ール。

Tanium™

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

Client
Windows XPエンドポイント およびServer 2003エンドポイント では、Detectはサポート されません(Detectバージョン
3.6.6以 降 )。

詳 細 は、以 下 を参 照 してください。Tanium Client Deploymentガイド：前 提 条 件 。
Tanium™

イベント の転 送 には3.0以 降 が必 要 です。Tanium™ Reputationがない場 合 、レピュテーションデータには4.1.0～ 4.10.5が必 要 です。

Connect
Tanium

Tanium Connect 4.11以 降 では、レピュテーションデータには5.0以 降 が必 要 です。

Reputation
Tanium™

1.3.0.1以 降 (任 意 )

Index
Tanium™

2.1.0以 降 。Windows Server 2008およびWindows 7のエンドポイント には、Sysmonが必 要 です。以 下 を参 照 してください。Tanium

Trace

Traceユーザガイド：サードパーティのソフト ウェア。

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。詳細は、以下を参照してください。Tanium Client Deploymentガイド ：前提条
件。

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
の影響はごくわずかです。詳細は、以下を参照してください。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。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。

© 2022 Tanium Inc. All Rights Reserved

12ページ

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環境でセキュリティソフト ウェアが使用されている場合、セキュリティ管理
者はTaniumプロセスが問題なく実行できるよう除外を作成する必要があります。
Detectセキュリティの除 外
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

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。セキュリティソフト ウェアが環境に
展開されていて、未知のURLが監視およびブロックされるようになっている場合、セキュリティ管理者は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を許可する必要があります。

ユーザロールの要件
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Detectユーザーロールアクセス許 可
アクセス権 限

Detect

Detect Service

Detect Read Only User

Detect

Administrator

Account (Detect

(Detect読 み取 り専 用 ユーザー)

User

(Detect管 理 者 )

サービスアカウント )

(Detect
ユーザー)

Show Detect3(Detect3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)
警 告 変 更 アクセス

Detect Alert Read (Detectアラート 読 み取 り)

*

*

アラート の表 示 と探 索

Detect Config Read (Detect構 成 読 み取 り)

*

エンジン設 定 の表 示 と一 覧 表 示

Detect Config Write (Detect構 成 書 き込 み)
エンジン構 成 の作 成 、編 集 、および削 除

Detect Group Config Read (Detectグループ構 成

*

読 み取 り)
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

Detect Group Config Write (Detectグループ構 成
書 き込 み)
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 (Detectインテリジェンス読 み取

*

*

り)†
インテリジェンスの表 示 と一 覧 表 示

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
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Detectユーザーロールアクセス許 可 (続 き)
アクセス権 限

Detect

Detect Service

Detect Read Only User

Detect

Administrator

Account (Detect

(Detect読 み取 り専 用 ユーザー)

User

(Detect管 理 者 )

サービスアカウント )

(Detect
ユーザー)

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

Detect Notification Read (Detect通 知 読 み取 り)
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

Detect Notification Write (Detect通 知 書 き込 み)
Detectワークベンチからシステム通 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

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

© 2022 Tanium Inc. All Rights Reserved

15ページ

Detectユーザーロールアクセス許 可 (続 き)
アクセス権 限

Detect

Detect Service

Detect Read Only User

Detect

Administrator

Account (Detect

(Detect読 み取 り専 用 ユーザー)

User

(Detect管 理 者 )

サービスアカウント )

(Detect
ユーザー)

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

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

コンテンツセット とアクセス権限についての詳細および説明については、Tanium Core Platformユーザガイド ：ユーザとユーザグループを参
照してください。
* 暗示的なアクセス許可を示します。
† 他のモジュールで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に対するアクセス権限が必要です。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、管理者の予約ロールが必要です。
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提 供 されたDetectのマイクロ管 理 者 ユーザーロールアクセス許 可
アクセス権 限

Detect

Detect

Detect Read

Detect

Administrator

Service

Only User

User

(Detect管 理 者 )

Account

(Detect読 み

(Detect

(Detectサービ

取 り専 用 ユー

ユーザー)

スアカウント )

ザー)

*

Read User (読 み取 りユーザ)

*

登 録 URLの許 可 の書 き込 み

コンテンツセット とアクセス権限についての詳細および説明については、Tanium Core Platformユーザガイド ：ユーザとユーザグループを参
照してください。
* 暗示的なアクセス許可を示します。

提 供 されたDetectの高 度 なユーザーロールアクセス許 可
アクセス権 限

アクセス許 可 用 コ

Detect

Detect

Detect Read Only User (Detect

Detect User

ンテンツセット

Administrator

Service

読 み取 り専 用 ユーザー)

(Detectユーザー)

(Detect管 理

Account

者)

(Detect
サービス
アカウン
ト)
*

Ask Dynamic Questions (ダイナミッ

*

*

*

*

クQuestionの実 行 )
Execute Plugin (プラグインの実

Detect

*

*

行)
Execute Plugin (プラグインの実

Detectサービス

*

Detect

*

行)
Read Package (パッケージの読 み
取 り)
Read Plugin (プラグインの読 み取

Detectサービス

*

り)
Read Saved Question (保 存 された

Detect

*

Questionの読 み取 り)
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提 供 されたDetectの高 度 なユーザーロールアクセス許 可 (続 き)
アクセス権 限

アクセス許 可 用 コ

Detect

Detect

Detect Read Only User (Detect

Detect User

ンテンツセット

Administrator

Service

読 み取 り専 用 ユーザー)

(Detectユーザー)

(Detect管 理

Account

者)

(Detect
サービス
アカウン
ト)

Read Saved Question (保 存 された

*

Detectサービス

Questionの読 み取 り)
Read Sensor (センサーの読 み取

予約

*

*

り)
Read Sensor (センサーの読 み取

*

ベース

り)
Read Sensor (センサーの読 み取

Detect

*

*

*

*

り)
Read Sensor (センサーの読 み取

*

Detectサービス

り)
Write Action (アクションの書 き込

Detect

*

*

み)
Write Action (アクションの書 き込

*

Detectサービス

み)
Write Package (パッケージの書 き

Detect

*

込 み)
Write Package (パッケージの書 き

*

Detectサービス

込 み)
Read Action (アクションの読 み取

Detect

*

*

り)
Read Action (アクションの読 み取

Detectサービス

*

り)

コンテンツセット とアクセス権限についての詳細および説明については、Tanium Core Platformユーザガイド ：ユーザとユーザグループを参
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：
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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。

l

[Connect Administrator (Connect管理者)]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の表示)]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。

準備
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をインポート する
TaniumソリューションページからDetectをインポート します。
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 を続行)]をクリックします。

l

プラット フォームバージョン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。
詳細は、以下を参照してください。Tanium Core Platformユーザガイド ：モジュール用のコンテンツをアラインする。

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。
[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。
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l

プラット フォームバージョン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。
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、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 (運用管理)] > [Allow listed URL (登録URLの許可)] に移動して、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]{64}\?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転送をセット アップする
デフォルト では、Detectは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。
1.

(任意) 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。
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3.

4.

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。

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、ト ラブルシューティング(48ページ)を参照してください。

Tanium™ Indexをインポート する
Indexは、Tanium Client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。

Indexは、Detectライセンスに含まれています。

Indexのインスト ールと設定についての詳細は、以下を参照してください。Tanium Incident Responseユーザガイド ：ファイルシステムのイ
ンデックス作成。

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。
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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> (<バージョン>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 を続行)]をクリックします。

l

プラット フォームバージョン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。
詳細は、以下を参照してください。Tanium Core Platformユーザガイド ：モジュール用のコンテンツをアラインする。

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。
[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。

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。

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、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。
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次に取り組むこと
Detectの使用について詳しくは、基本的な使用手順(11ページ)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。ハッシュはレピュテーションサービスに送信されて評価され、Detect
はそのハッシュ評価を使用して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、レピュテーションデータを参照する(46ページ)を参
照してください。

インテリジェンスの[Definition (定義)]タブ

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。

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。
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4.

定義を作成します。
詳細は、以下を参照してください。関連情報：オーサリングシグナル(54ページ)。

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。
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、Tanium Signalsフィード に接続する(30ページ)を参照してください。

インテリジェンスドキュメント 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。
インテリジェンスXMLスキーマ妥当性チェックでは、アップロード に成功したド キュメント とエラーが発生したド 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。

インテリジェンスドキュメント を手動で作成する
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。
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Quick Addは、10[.]1[.]1[.]1や10.1.1などの、脅威インテリジェンスド キュメントで発見されたいくつかの種類の無効なIP

アド レス形式をサポートしています。1. 1. 1.

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をクリックします。

インテリジェンスにラベルを付ける
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。

5.

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。

Save Changes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、編集
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インテリジェンススト リームの情報 元を設定する
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。セキュリティソフト ウェアが環境に
展開されていて、未知のURLが監視およびブロックされるようになっている場合、セキュリティ管理者は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を許可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：
l

Tanium Module Server上のフォルダ

l

PwC Threat Intelligence

l

iSIGHT Partners ThreatScape

l

Tanium Signal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 リ設定についての詳細は、以下を参照してください。Tanium Core Platformインス
ト ールガイド ：サーバのプロキシ設定。

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/folderstream-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。
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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。

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)]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脅威インテリジェンスに接続する
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。
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)]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)]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。
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。

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。
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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)]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をクリックします。

Tanium Signalsフィード に接続する
Tanium Signalsフィード は、一般的な攻撃パターンを検出するために設計された、定期更新されるシグナルスト リームを提供します。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]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)]をクリックし、証明書有効性確認をスキップします。

8.

Createをクリックします。

Tanium Signals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。
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8.

9.

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)]をクリックし、証明書有効性確認をスキップします。

(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)]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。詳細は、Tanium Connectユー
ザガイド ：Palo Alto Networks WildFireおよびTanium Detectの設定を参照してください。

インテリジェンスの情報元を削除 する
インテリジェンスの情報元を削除すると、その情報元に関連付けられているすべてのインテリジェンスド キュメント がunknown情報元に
移動されます。unknown情報元が情報元のページに表示されることはありません。unknown情報元に関連付けられているインテリ
ジェンスド キュメント を特定するには、すべてのインテリジェンスをフィルタリングします。削除する情報元中のインテリジェンスに関連付け
られているアラート は削除されません。
1.

Detectメニューから [Management (管理)] > [Sources (情報元)] に移動します。

2.

削除するインテリジェンス情報元をクリックします。

3.

削除 をクリックします。[OK] をクリックして、インテリジェンス情報元の削除を確認します。

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。
1.

Connectでレピュテーションデータをセット アップする(31ページ)

2.

Detectでレピュテーションの情報元を作成する(32ページ)

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、レピュテーションデータを参照する(46ページ)を参照してください。

Connectでレピュテーションデータをセット アップする
Detectでレピュテーションを設定するときは、Detectのモジュール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、接続を構成す
る必要なありません。
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レピュテーションデータには、Connect 4.1からConnect 4.10.5までのバージョンのConnect、またはConnect 4.11とReputation 5.0が必要で
す。レピュテーションサービスの設定についての詳細は、Tanium Reputationユーザガイド の 概要

Detectでレピュテーションの情報元を作成する
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ための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。
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。

6.

l

Live Files (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

Memory (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

Paths (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。

[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。
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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.

[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。

孤立インテリジェンスドキュメント を表示する
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。

新しい情報 元に孤立インテリジェンスを割り当てる
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。

3.

ソースが[Unknown (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)] > [Assign to Workbench Source (ワークベンチソースに割り当て)]をクリックします。

5.

[Source (ソース)]が[Unknown (不明)]な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 (アクション)] > [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。抑制ルールを使用することで、Tanium
Signalフィード からのシグナルなど、編集不可のシグナルの誤検出を減らすることができます。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。

© 2022 Tanium Inc. All Rights Reserved

33ページ

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)]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.

Process Path (プロセスのパス)：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.

Process command line (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.

Parent command line (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.

プロセスのハッシュ：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。

e.

User (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。
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。
特殊文字の「^」と「$」、フラグを使用することはできません。

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 (アクション)] > [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。
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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。

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。これらパッケージは以下の通りです
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

インテリジェンスのパッケージ: 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発行の最大デルタ数)(デフォルト は10)を設定すると、同期パッケージが再
度展開されます。

準備
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、脅威データの管理(25ページ)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：
o

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)

o

エンド ポイント の場所(国やタイムゾーンなど)

o

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)

o

エンド ポイント の構成ニーズ(VDIマシンなど)

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。

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。
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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、インテリジェンスにラベルを付ける(27ページ)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.

(任意)ブラックアウト 期間をUTC時間に変更します。

7.

(任意)[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、グループ構成の順序
を変更する(39ページ)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。

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、設定

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。
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インテリジェンスの展開設定を調 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、設定

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

をクリックします。

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展開時間)：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24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
を展開する前に展開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ただちにエンドポイント に展開する
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。

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、インテリジェンスにラベルを付ける(27ページ)参照してくださ
い。
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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。

グループ構成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、削除

4.

[Save and Deploy (保存してデプロイ)]をクリックします。

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。
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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。スキャンの実行予定があると、エンジンはまず、直近の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、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。
ブラックアウト 期間があると、スキャンは実行されず、実行中のスキャンが中断されます。詳細は、グループ構成を作成する(36ページ)を
参照してください。
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。
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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、レコーダデータベースで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。
クイックスキャンの開始時にバックグラウンド スキャンが実行されていた場合は、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
ンが終了すると再開されます。
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.

(任意)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。

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

未解決のアラート 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。未解決のアラート を一覧表示するには、
[Investigate (調査)] をクリックします。

l

Detectのホームページで、ラベルやソースの種類別にアラート を参照することもできます。
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インテリジェンスドキュメント 別にアラート を表示する
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：

シグナルの例：
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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、次の評価のいずれかを意味します。

l

悪意なし(緑)

l

悪意あり(赤)

l

疑わしい(黄)

l

不明(グレー)

l

保留中
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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

2.

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。

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参照する
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 を展開することでアクセスできます。
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

悪意なし(緑)

l

悪意あり(赤)

l

疑わしい(黄)

l

不明(グレー)

l

保留中 (

)
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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。

類似のアラート を探し出す
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.

基本的な警告の詳細を展開し、[Find Similar Matches By Hash (ハッシュで類似の一致を見つける)]をクリックします。すべての
一致にはハッシュも含まれ、これは符号なし32ビット 値で、エンド ポイント 全体および異なるスキャンにわたって同じアイテムの発
生を特定するのに役立ちます。この計算は目的に合わせたベスト エフォート のハッシュですが、ほとんどの場合適当します。

Traceでアラート を調査する
不審なアラート がある場合は、Traceでライブ接続を開いて、調査を進めることができます。
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。詳細は、以下を参照してく
ださい。Tanium Traceユーザガイド ：コンソールのロールと権限。

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 (アクション)] > [Delete (削除)] をクリックします。
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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、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。

ログレベルを変更する
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、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。
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。

1つ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。

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。
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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または保存済みQuestionを使用して、「 Get Detect Tools Status from all machines 」のQuestionを実
行することができます。
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。
Detect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。
詳細は、以下を参照してください。Tanium Interactユーザガイド ：Questionの実行。

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、
Taniumの依存関係(12ページ)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。
次のQuestionを実行します。Get Tanium Trace Status from all machinesut 。
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、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。

アラート スロット ルを調整する
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。
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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 (高度エンジン設定)] セクションで、シグナルスロット ルの設定を更新します。

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。
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1.

Detectのホームページで、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。

スロット ル発生のタイミングやクールオフ時間を調整することができます。クールオフ時間は、アラート がスロット ル調整し続ける時
間の長さを制御します。
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、情報

2.

[Reload (リロード )をクリックします。
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Detectエンジンを手動で設定する
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、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 アを実行する
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.

元のModule Serverホスト コンピュータで、logsディレクト リとdata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。

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。
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
シンでプログラムの追加/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)]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。
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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。
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
Tanium™ Traceとの統合で実現されるシグナルを使用することで、Windowsのエンド ポイント 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 をリアルタイムで継続的に評価することができます。Signals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。Signals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 Signal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
索範囲を狭くすると、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、Tanium Signalsフィード に接続する(30ページ)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と照合して評
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。
l

オブジェクト .プロパティ条件値

l

オブジェクト .プロパティ条件 'スペース区切りの値 '

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'
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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開発されたPowershellスクリプト を使用することで、侵入者が変更を加えようとしていることが知らせることができま
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。
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、シグナルを追加する(25ページ)を参照してください。

2.

(任意) 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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