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Threat Responseの概要
Threat Responseを使用すると、数時間あるいは数日要していたインシデント 応答アクションを数分に短縮できます。攻撃およびその
結果としてのビジネスの中断を素早く検知し、それに対応、回復します。

検知
Threat Responseは、アクティビティをリアルタイムで監視し、潜在的に悪意のある動作を検知するとアラート を生成します。脅威インテ
リジェンスは、信頼できるさまざまな情報元から構成できます。インテリジェンス情報を使用して、既知の侵害の兆候がないかエンド ポ
イント を検索し、レピュテーション分析を行うことができます。Threat Responseが使用するレピュテーションデータでは、すべてのプロセ
ス実行、autorun関連ファイル、モジュール読み込みといったアクティビティを、ユーザハッシュリスト あるいは、Palo Alto Wildfire、
VirusTotal、ReversingLabsなどの他のサービスで定義されている既知の悪意のあるハッシュと必ず比較照合されます。

調査
Threat Responseは、フォレンジックおよび履歴分析用に継続的に主要システムアクティビティを記録します。企業内のすべてのエンド
ポイント を通して特定のアクティビティを検索し、リアルタイムと履歴的に各システム上でのプロセスおよびユーザーアクティビティまでド リル
ダウンできます。

封じ込め
Threat Responseには、エンド ポイント を可視化し処置を行うセンサーとパッケージが含まれています。センサーを使用すると、エンド ポ
イント データで侵害のエビデンスを素早く検索できます。侵害されたエンド ポイント を検出された場合は、Threat Responseパッケージ
を使用してインシデント を切り離し、それ以上の侵害、データ漏洩、ラテラル移動が起きるのを防ぐことができます。

他のTanium製品との統合
Threat Responseには、Tanium™ Connect、Tanium™ Enforce, Tanium™ Impact, Tanium™ ProtectおよびTanium™ Trendsとの統
合機能が組み込まれており、インシデント 関連のアラート や処置、ト レンティング機能を強化することができます。

Connect
Connectの接続先を設定することで、Threat ResponseのデータをTanium外にエクスポート できます。Connectは、Micro Focus
ArcSight、IBM QRadar、LogRhythm、McAfee SIEM、Splunkなどのセキュリティ情報およびイベント 管理(SIEM)製品およびサービス
に情報を送信できます。詳細は、Connectユーザガイド ：SIEM接続先の設定を参照してください Threat Responseは、保存済み
Questionからのハッシュ情報をConnectおよびレピュテーションサービスプロバイダに送信して、プロセスハッシュを詳しく調べられるように
することで、レピュテーションステータスが一目でわかるようします。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。
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ProtectとEnforce
Threat Responseの調査結果を使用すると、エンド ポイント のプロセスおよびネット ワークルールポリシーを作成することで、ネット ワーク
全体のインシデント 発生を防止することができます。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。

Impact
Impactとのアラート 統合を利用して、データに基づくアプローチを採用することで組織内のラテラル移動の影響を管理することができま
す。アクセス権限の依存関係を特定、優先順位付け、解決することで、攻撃可能面を縮小し、アクションの優先順位付けをして、イ
ンシデント をスコーピングすることができます。

Trends
デフォルト ではThreat Responseには、Threat Responseのコンセプト をデータで視覚化したTrendsボード があります。
THREAT RESPONSE - アラート
コンピュータグループで適用したインテリジェンスと一致が検知されると、エンド ポイント からアラート が生成され、Threat Responseに報
告されます。[Threat Response - アラート ] ボード は、環境内のエンド ポイント 上のアラート パターンの経時変化を視覚化します。
[Threat Response - アラート ] ボード には以下のパネルがあります。
l

Lifetime Alerts Count (総アラート 数)

l

エンド ポイント 別のアラート

l

インテリジェンスタイプ別アラート

l

ラベル別アラート

l

ステータス別アラート

l

インテルによるアラート

l

インテリジェンスの情報元別アラート

l

Threat Responseのカバー率

l

脅威調査の平均時間

l

アラート 解決の平均時間

THREAT RESPONSE - 展開
[Threat Response - 展開] ボード は、環境内のエンド ポイント 上のThreat Responseコンポーネント のステータスを視覚化し、処置を
必要とするThreat Responseの部分に可視性をもたらします。[Threat Response - 展開] ボード には以下のパネルがあります。
l

全体のステータス

l

エンジンステータス

l

インデックスステータス

l

レコーダステータス
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l

インシデント 対応ツールステータス

l

Threat Responseの健全性

l

エンジンの健全性

l

レコーダの健全性

l

インデックススキャンステータス

l

Detectの最終スキャン時刻

l

インデックススキャンフェーズ

l

Detectのインテリジェンスリビジョン

l

DetectのプロファイルIDおよびリビジョン

l

Detectツールのバージョン

l

インデックスツールのバージョン

l

インシデント 対応ツールのバージョン

l

レコーダツールのバージョン

Threat Responseのホームページで [Trends] ボード を表示するには、ユーザのロールにTrendsデータ読み取りアクセス権限が付与さ
れている必要があります。
Threat Responseにより提供されているト レンド ボード のインポート 方法の詳細については、Tanium Trendsユーザガイド ：初期ギャラ
リーをインポート するを参照してください。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ13

Threat Responseでの成功
以下のベスト プラクティスに従うことで、Tanium Threat Responseの価値を最大化し、成功を収めてください。これらの手順は、エンド
ポイント 全体のThreat Responseカバー率の改善と脅威の調査および解決の平均時間の短縮という主要なベンチマーク指標に沿っ
ています。

手順1：組織的効果を達成する
Threat Responseの価値を最大化する主要組織ガバナンス手順を実行します。各タスクについての詳細は、組織的効果の達成
(ページ19)を参照してください。
☐ 専用の変更管理プロセスを開発する。

☐ RACIチャート で役割と責任を明確に定義する。

☐ 部署横断的な組織連携を検証する。

☐ 運用指標を追跡します。
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手順2：Taniumのモジュールをインスト ールする
☐ Tanium Threat Responseをインスト ールします。Threat Responseのインスト ール(ページ95)を参照してください。

☐ Tanium Trendsをインスト ールします。参照: Tanium Trendsユーザガイド ：Trendsのインスト ールを参照してください。

☐ Tanium Reputationをインスト ールします。参照: Tanium Reputationユーザガイド : Reputationのインスト ールを参照してくださ
い。

☐ Tanium Protectをインスト ールします。Tanium Protectユーザガイド ：Protectのインスト ールを参照してください。

☐ Tanium Connectをインスト ールします。参照: Tanium Connectユーザガイド ：Connectのインスト ールを参照してください。

☐ Tanium Direct Connectをインスト ールします。詳細は、Tanium Direct Connectユーザガイド ：Direct Connectのインスト ール
を参照してください。

☐ Tanium Impactをインスト ールします。Tanium Interactユーザガイド ：Impactのインスト ールを参照してください。

☐ Tanium Endpoint Configurationを提供するTanium Client Managementをインスト ールする。Tanium Client Management
ユーザガイド ：Client Managementのインスト ールを参照してください。

手順3：Threat Responseを設定する
☐ Threat Responseプロファイルで使用するコンピュータグループを作成します。参照: Tanium Consoleユーザガイド ：コンピュー
タグループを作成します

☐ サービスアカウント の資格情報を設定する(ページ98)。

☐ Threat Responseのインポート で独自の設定を使用する(ページ96)。

☐ 展開スケジュールと要件に合わせてモジュール設定を変更します。構成を作成するを参照してください。

☐ 脅威インテリジェンスの情報元を設定します。インテリジェンスの追加を参照してください。
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l

l

l

☐ Tanium Signalsフィード に接続します。

☐ レピュテーションの情報元を設定します。

☐ インテリジェンスの外部情報元を追加します。

☐ インテリジェンスド キュメント をインポート します。インテリジェンスの追加：インテリジェンスド キュメント を作成するを参照してくださ
い。

☐ Threat Response構成に含めるインテリジェンスド キュメント にラベルを付けます。インテリジェンスの追加：インテリジェンスド キュ
メント にラベルを付けるを参照してください。

☐ インテリジェンスの構成を作成します。設定の作成：インテリジェンス構成を参照してください。

☐ フィルタと除外を設定します。フィルタの作成と除外を参照してください。

☐ エンジン設定を作成します。設定の作成：エンジン設定。

☐ レコーダの設定を作成します。設定の作成：レコーダ設定。

☐ インデックスの設定を作成します。設定の作成：インデックス設定。

☐ プロファイルを作成します。プロファイルの作成を参照してください。

手順4：プロファイルを展開する
☐ Threat Responseツールおよびインテリジェンスは、プロファイルをエンド ポイント に展開したときにスケジュールに従って自動的に
展開されます。プロファイルのデプロイを参照してください。

手順5：Live Responseを設定する
☐ Live Responseの接続先を作成する エンド ポイント からのデータの収集を参照してください。接続先。

☐ Live Responseコレクションを作成します。エンド ポイント からのデータの収集を参照してください。コレクション。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ16

☐ Live Responseのパッケージを生成します。エンド ポイント からのデータの収集: エンド ポイント からデータを収集するを参照してく
ださい。。

手順6：ライブ接続用にDirect Connectを設定する
☐ エンド ポイント にライブ接続します。ライブエンド ポイント に接続してデータを検索するを参照してください。

☐ エンド ポイント のファイルシステムを参照します。エンド ポイント とのライブ接続とデータの探索：接続したエンド ポイント のファイル
システムを参照するを参照してください。

☐ スナップショット を収集し、保存済みエビデンスをダウンロード します。エンド ポイント とのライブ接続とデータの探索：スナップショッ
ト を管理します。

手順7：レピュテーションのQuestion用にConnectを設定する
☐ Connectでレピュテーションデータを設定する。次を参照してください。インテリジェンス：Connectでレピュテーションデータを設定
する。

手順8：Threat Responseの指標を監視する
☐ 記録済みデータを見直して、調整およびパフォーマンスを改善します。詳細は、「フィルタを作成する」を参照してください。

手順9：アラート およびインテリジェンスからの運用指標を見直し、必要に応じて
設定を調整する
☐ パフォーマンスの観点からシグナルを変更します。複雑なフィルタ式の例については、関連情報：シグナルの編集：シグナルのテス
ト を参照してください。

☐ 誤検出を最小化するための抑制ルールを作成します。アラート の管理：アラート を抑制するを参照してください。

手順10：Trendsの指標を確認する
☐ [Trends] メニューから[Boards (ボード )]をクリックし、[Threat Response]をクリックして、[Threat Response - Alerts (アラート )] と
[Threat Response - Deployment (展開)] ボード を表示します。
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指示されたアクションが侵害の兆候(IOC)のハンティングまたは既存のイベント への対応するのいずれかの場合、以降
の手順は循環的になります。

手順11：[Enterprise Hunting (エンタープライズハンティング)]ダッシュボードまた
はInteractのQuestionを使用して、環境全体を検索する
☐ 異常値または注目イベント を特定します。「組織全体の検索」を参照してください。

☐ ライブ接続またはライブレスポンスを使用して、エビデンスを収集し、不審な活動および考えられる他のシステムへの影響を確認
します。エンド ポイント との接続とデータの探索およびエンド ポイント からのデータの収集を参照してください。

☐ エンド ポイント の問題を完全に解決するか、データを保存して調査を進めます。Tanium Protectでのアラート の解決およびア
ラート から応答アクションを開始するを参照してください。

☐ 脅威ハンティング演習の調査結果を確認します。

手順12：デプロイしたインテリジェンスから生成されたアラート を確認する
☐ アラート の妥当性を確認します。

☐ ライブ接続またはLive Responseを使用して、エビデンスを収集し、活動および考えられる他のシステムとのやりとりの不審さを
確認します。エンド ポイント との接続とデータの探索およびエンド ポイント からのデータの収集を参照してください。

☐ エンド ポイント の問題を完全に解決するか、データを保存して調査を進めます。Tanium Protectでのアラート の解決およびア
ラート から応答アクションを開始するを参照してください。

☐ アラート に基づく調査の結果を確認します。既存のインテリジェンスを修正することによる検出の正確さの向上、調査結果を新
しいインテリジェンスに反映させることによる行われている検知の自動化、以降の検索を行うための保存済みQuestionの生成、
Connectを設定することによる継続的な分析のためのSIEMへの関連データの出力を行います。
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組織的効果の達成
Threat Responseがもたらす価値を最大化し、価値創出時間を短縮するための4つの重要な組織ガバナンス手順があります。
l

専用の変更管理プロセスを開発する。変更管理(ページ19)を参照してください。

l

役割と責任を明確に定義する。RACIチャート (ページ19)を参照してください。

l

運用の達成度を追跡する。運用指標(ページ27)を参照してください。

l

部署横断の連携を検証する。組織的連携(ページ26)を参照してください。

変更管理
カスタマイズされた専用の変更管理プロセスを作成することで、Tanium Threat Responseを使用してプロセスを合理化できるようイン
シデント 対応ツールを構成することができます。
l

必要に応じてサービスレベル合意事項を更新し、Tanium Threat Responseの主要なリソースに活動を連携させる。例：達成
度/指標およびRACI

l

必要に応じたさまざまなシナリオの変更またはメンテナンス枠を指定する。例：レピュテーション情報元のセット アップ、SIEM、
Log Solution、あるいはSOARソリューションとの統合

l

インシデント 対応プロセスとの内部および外部の依存関係を特定する。例：SIEM、Log Solution、あるいはSOARソリューショ
ンとの効果的な統合の実現。

l

検出業務のためのTanium運営グループ(TSG)を構築する。SLAおよびインシデント 対応プロセス(該当する場合)に沿ったプロ
セスのレビューと承認を迅速化します。

RACIチャート
RACIチャート では、「Responsible (担当責任者)」「Accountable (説明責任者)」「Consulted (問い合わせ先)」「Informed (情報
所有者)」となるチームまたはリソースを特定し、ITセキュリティ、IT運用、ITリスク/コンプライアンスにまたがる主要業務を表す指針の働き
をします。組織の1つ1つに具体的なビジネスプロセスとIT組織の要求があります。次表は、Taniumから見たパッチ管理に向けた組織の
職務別リソースのあり方を表しています。ベースラインの一例としてご利用ください。
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タスク

非 体 系 的 な脅 威 調 査

SOC(検 知 &ア

ハンティングチー

インシデント 対

ラート )/L1

ム/L2

応 (IR)

C/I

R/A

C/I

CISO

-

Cレベル

根拠

-

3つの部 署 のうちの1つが調
査 を開 始 する。たとえば、仮
説 を立 てる、探 すべき具 体
的 な兆 候 は不 確 か。問 題
点 をまだ特 定 できず、
Enterprise Huntingなどの
ツールを使 用 して問 題 点 を
調 査 および理 解 する。

既 知 の標 的 /仮 説

R/A

C/I

C/I

I

-

3つの部 署 のうちの1つが既
知 の標 的 が特 定 されている
調 査 を開 始 する。たとえば、
マルウェアXや攻 撃 者 Yは環
境 でこの機 能 または技 術 を
悪 用 している。4つの技 術 (イ
ンデックス、インシデント 対 応
センサー、ライブ接 続 、
Tanium のQuestion)のいず
れかを使 用 して、既 知 の標
的 を理 解 する。たとえば、
TaniumのQuestionを使 用 し
て、マルウェアであること、ま
たその技 術 に関 連 する情 報
を明 らかにする。探 している
特 定 の兆 候 やファイルが見
つからないにしても、攻 撃 者
が何 らかの技 術 などの通 常
とは異 なるものをアウト ランに
紛 れ込 ませることが分 かって
いる。兆 候 はないが、既 知
の標 的 に利 用 されていること
が分 かっている。

Enterprise Hunting: インデッ

CI

R/A

R/A

-

-

TaniumのQuestionを使 用 し

クス、インシデント 対 応 セン

て組 織 全 体 のデータを収 集

サー、TaniumのQuestion、

することで仮 説 を規 定 し、通

ライブ接 続

常 の活 動 を規 定 する。
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タスク

通 常 の活 動 の規 定

SOC(検 知 &ア

ハンティングチー

インシデント 対

ラート )/L1

ム/L2

応 (IR)

R/A

R/A

R/A

CISO

-

Cレベル

根拠

-

autorunを使 用 して、異 常 な
活 動 から通 常 の活 動 を規
定 する。たとえば、ネット ワー
クに10台 のデバイスがある場
合 に、すべて同 じ状 態 を示
しているか、または10台 中 9
台 が正 常 であると、何 らかの
ことが1つのエンドポイント にの
み存 在 し、調 査 が必 要 であ
ることが示 されることがある。
通 常 または異 常 を区 別 した
ら、活 動 の仮 説 の規 定 に進
む。たとえば、攻 撃 者 による
autorunの作 成 など。

活 動 の仮 説 の規 定

C/I

R/A

R/A

I

-

通 常 と異 常 を規 定 したら、
活 動 の仮 説 を規 定 し、さら
に情 報 を得 るために追 加 の
ハンティングを実 施 したり、疑
わしいアクティビティを規 定 し
たりすることで対 応 策 または
処 置 を講 じたりできる。

追 加 のハンティングが必 要

I

R/A

R/A

-

-

通 常 の活 動 と異 常 な活 動
を規 定 して、対 応 策 または
解 決 策 を実 施 するための仮
説 を規 定 する一 方 で、追 加
のハンティングを実 施 して動
作 を理 解 する。
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タスク

レピュテーションと第 三 者 の

SOC(検 知 &ア

ハンティングチー

インシデント 対

ラート )/L1

ム/L2

応 (IR)

R/A

C/I

C/I

CISO

-

Cレベル

根拠

-

レピュテーションサービスは、

検証

組 織 からの情 報 を大 規 模
な既 知 の不 良 リスト と比 較
照 合 する機 能 を提 供 する。
レピュテーションサービスと
Threat Responseは連 携 し
て関 連 する痕 跡 情 報 を自
動 的 に検 索 し、環 境 で検
出 された悪 意 のあるレピュ
テーションからIOCを作 成 し
てスキャンし、露 出 を規 定 す
る。

不 審 な活 動 の規 定

R/A

R/A

R/A

I

I

不 審 な活 動 を規 定 したら、
追 加 の監 視 または調 査 が
必 要 となる対 応 策 を決 定 す
るか、Taniumおよび/または
外 部 ツールを使 用 して不 審
な活 動 に対 応 する。

追 加 の調 査 ：ライブ接 続

C/I

R/A

R/A

-

-

前 の手 順 で検 出 された活
動 の本 当 の原 因 を規 定 化
するために追 加 の調 査 が必
要 となる場 合 がある。そうし
た調 査 はTaniumプラット
フォームで全 面 的 に実 施 す
るものもあれば、情 報 を収
集 してサードパーティのアプリ
ケーションで分 析 するものも
ある。

追 加 の調 査 ：Live

C/I

Response

R/A

R/A

-

-

前 の手 順 で検 出 された活
動 の本 当 の原 因 を規 定 す
るために追 加 の調 査 が必 要
となる場 合 がある。そうした
調 査 はTaniumプラット フォー
ムで全 面 的 に実 施 するもの
もあれば、情 報 を収 集 して
サードパーティのアプリケー
ションで分 析 するものもあ
る。
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タスク

追 加 の調 査 ：Question

SOC(検 知 &ア

ハンティングチー

インシデント 対

ラート )/L1

ム/L2

応 (IR)

R/A

R/A

R/A

CISO

-

Cレベル

根拠

-

前 の手 順 で検 出 された活
動 の本 当 の原 因 を規 定 す
るために追 加 の調 査 が必 要
となる場 合 がある。そうした
調 査 はTaniumプラット フォー
ムで全 面 的 に実 施 するもの
もあれば、情 報 を収 集 して
サードパーティのアプリケー
ションで分 析 するものもあ
る。

対 応 策 の選 択

R/A

R/A

R/A

I

-

規 定 済 みプロセスを適 用 し
て追 加 の対 応 をするか、過
去 に文 書 化 されていない活
動 に対 する対 応 策 を規 定
する。

処 置 ：運 用 関 連 モジュール

C/I

C/I

C/I

-

-

疑 わしいアクティビティを規 定
して、対 応 策 が見 つかると、
Taniumの運 用 関 連 モ
ジュールを使 用 して処 置 を
実 施 できる。多 くの場 合 、セ
キュリティ組 織 の責 任 範 囲
外 であり、要 件 を運 用 チー
ムに引 き渡 す必 要 がある。
あるいは、追 加 の対 応 策 の
実 施 中 に隔 離 などの対 応
策 にセキュリティチームの何
らかの関 与 が必 要 になること
もある。
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タスク

処 置 ：セキュリティ/リスクモ

SOC(検 知 &ア

ハンティングチー

インシデント 対

ラート )/L1

ム/L2

応 (IR)

R/A

C/I

C/I

CISO

-

Cレベル

根拠

-

疑 わしいアクティビティを規 定

ジュール

して、対 応 策 が見 つかると、
Threat Responseから
Taniumのセキュリティ関 連 モ
ジュールを使 用 して処 置 を
実 施 できる。たとえば、内 蔵
アクションを使 用 したプロセス
の終 了 、エンドポイント の隔
離 、ファイルとフォルダの削
除 、レジスト リキーの削 除 を
行 ったり、Tanium Protectを
利 用 してアプリケーションのホ
ワイト リスト 登 録 、ファイア
ウォールの構 成 、セキュリティ
ポリシーの管 理 を行 ったりす
る。

処 置 ：外 部 ツール

C/I

C/I

C/I

I/R/A

I

疑 わしいアクティビティを特 定
して、対 応 策 が見 つかると、
サードパーティの機 能 および/
または外 部 組 織 を使 用 して
処 置 を実 施 することができ
る。多 くの場 合 、セキュリティ
組 織 の責 任 範 囲 外 であり、
要 件 を運 用 チームに引 き渡
す必 要 がある。あるいは、追
加 の対 応 策 の実 施 中 に隔
離 などの対 応 策 にセキュリ
ティチームの何 らかの関 与 が
必 要 になることもある。

過 去 に規 定 された疑 わしい

R/A

アクティビティ

C/I

C/I

-

-

3つの部 署 のうちの1つが検
知 業 務 を開 始 する。たとえ
ば、Taniumのシグナル、
YARAルール、または
IOC/STIXを使 用 してアラー
ト を検 証 し、正 検 知 を特 定
して追 加 の調 査 をしたり、誤
検 知 を特 定 してインテリジェ
ンスを修 正 または削 除 してア
ラート を再 デプロイしたりす
る。
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タスク

脅 威 インテリジェンス Tanium

SOC(検 知 &ア

ハンティングチー

インシデント 対

ラート )/L1

ム/L2

応 (IR)

R/A

C/I

C/I

CISO

-

Cレベル

根拠

-

脅 威 インテリジェンスをインス
ト ールしてデプロイし、環 境 か

Signals

らのアラート があるかシステム
を監 視 する。
脅 威 インテリジェンス YARA

R/A

C/I

C/I

-

-

ルール

脅 威 インテリジェンスをインス
ト ールしてデプロイし、環 境 か
らのアラート があるかシステム
を監 視 する。

脅 威 インテリジェンス

R/A

C/I

C/I

-

-

脅 威 インテリジェンスをインス
ト ールしてデプロイし、環 境 か

IOC/STIX

らのアラート があるかシステム
を監 視 する。
アラート の検 証 ：正 検 知 >

R/A

R/A

R/A

-

-

調査

アラート を正 検 知 として検 証
し追 加 の調 査 を行 う、脅 威
インテリジェンス活 動 の1つと
して生 じる活 動 。上 層 部 に
エスカレート することが必 要 に
なる場 合 がある。

アラート の検 証 ：誤 検 知 > イ

R/A

R/A

R/A

-

-

アラート データを分 析 し、ア

ンテリジェンスの変 更 /削 除 と

ラート を誤 検 知 として検 証 す

再 デプロイ

るSOC/L1活 動 。インテリジェ
ンスの変 更 または削 除 、あ
るいは脅 威 インテリジェンスを
再 デプロイするアクションが必
要 になる。多 くの場 合 、脅
威 インテリジェンスの管 理 は
ハンティングチームかインシデ
ント 対 応 チームの責 任 で
す。
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タスク

結 果 に対 する対 応 策 ：エン

SOC(検 知 &ア

ハンティングチー

インシデント 対

ラート )/L1

ム/L2

応 (IR)

C/I

R/A

R/A

CISO

I

Cレベル

根拠

-

インテリジェンス、ハンティン

タープライズハンティングの

グ、検 知 業 務 に基 づいてア

Questionまたはインテリジェン

ラート を作 成 し、自 動 化 を

スの作 成

図 る。たとえば、保 存 済 み
Questionやアラート 、シグナ
ルなど。エンタープライズハン
ティングダッシュボードを使 用
して、保 存 済 みQuestionを
実 行 し、SIEMまたはレピュ
テーションツールにその結 果
を送 信 する。

Threat Responseの標準的なワークフロー

組織的連携
成功している組織は、縦割りの部署を超える共通のプラット フォームとしてTaniumを活用することで、高品質のエンド ポイント データと
一元的なエンド ポイント 管理を実現しています。Taniumは、セキュリティと運用、リスク/コンプライアンス担当チームが、統一された1つ
のプラット フォームが提供する一連の共通の事実に基づいて業務を行うことを可能にする共通のデータスキーマを提供します。
部署横断の連携がなく、部署が縦割り化していると、ITソフト ウェアおよびハード ウェアの管理方法に関する意思決定にではなく、デー
タ品質の調査に時間と労力が費やされます。
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運用指標
Threat Responseの達成度
ITSMプログラムを首尾よく管理するには、テクノロジの運用を実現し、主要ベンチマーク指標を使用して首尾よく測定できる必要があ
ります。Tanium Threat Responseプログラムの運用達成度を測定し、成功に導く4つの主要プロセスは次のとおりです。
プロセス

説明

使用法

組 織 でTanium Threat Responseを使 用 する方 法 とタイミング

自動化

エンドポイント にまたがるTanium Threat Responseの自 動 化 方 法

機能的統合

ITセキュリティ、IT運 用 、ITリスク/コンプライアンスにまたがるのTanium Threat Responseの統 合 方 法

レポート 作 成

Tanium Threat Responseの自 動 化 方 法 と、Threat Responseレポート の報 告 先

ベンチマーク指標
主要なインシデント 対応プロセスに加え、Tanium Threat Responseプロジェクト の運用達成度に連携して価値を最大化し成功を収
めるための3つの主要ベンチマーク指標は次のとおりです。
経 営 陣 の指 標

Threat Responseのカバー率

脅 威 調 査 の平 均 時 間

脅 威 解 決 の平 均 時 間

説明

Threat Responseツールを実 行 し

脅 威 の分 析 を実 施 するのに要 する

脅 威 の処 置 に要 する平 均 日 数 。

ているエンドポイント の割 合 。

平均日数。

アクティブなThreat Responseプロ

アラート の受 信 から、そのアラート に

アラート を解 決 するためのアクション

ファイルがあるエンドポイント の数 。

対 する処 置 が開 始 されるまでに要

または保 護 対 策 ポリシーステータス

する時 間 。

を作 成 するのに要 する時 間 。

特 定 の活 動 を検 索 するときに資 産

特 定 の活 動 に関 係 するリスクの評

脅 威 の解 決 が迅 速 であるほど、より

全 体 を対 象 にしないと、危 険 にさら

価 が迅 速 であるほど、より迅 速 に脅

関 連 する被 害 を封 じ込 めることがで

されることになります。

威 の解 決 に着 手 できます。

きます。

インスト ルメンテーション

この指 標 が重 要 な理 由

次表を使用して、Tanium Threat Responseに関する組織の達成度を判断してみてください。
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プロセス

使用法

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

(要 改 善 )

(平 均 以 下 )

(平 均 )

(平 均 以 上 )

(最 適 )

Threat

複 数 のプロファイ

複 数 の構 成 が作

プロファイル、イン

YARAルール、

Responseがイン

ルが構 成 され、

成 され、かつプロ

テリジェンスドキュ

IOC、シグナルが

スト ールされてい

Live Responseの

ファイルが再 利 用

メント 、情 報 元 に

生 成 されていて、

て、基 本 的 なプロ

接 続 先 が構 成 お

されている。レ

応 じて展 開 戦 略

Threat Response

ファイル構 成 が適

よびテスト されて

コーダフィルタが

が調 整 されてい

コミュニティで共 有

用 されている。

いる。ユーザがシ

作 成 されている。

る。特 定 のプロ

されている。

グナル構 文 の基

インデックスの除

ファイルまたはデ

Threat

礎 を理 解 してい

外 が作 成 されて

バイスに対 してレ

業 態 に応 じてカス

Responseの

る。

いて、脅 威 インテ

コーダフィルタが

タマイズしたインテ

リジェンスのテスト

作 成 されている。

リジェンス、業 種

調 査 を利 用 でき

フォレンジックデー

プロセスが作 成 さ

特 定 のプロファイ

に特 有 の情 報 共

る。

タの収 集 と環 境

れている。複 数 の

ルおよびデバイス

有 および分 析 セ

に応 じたシグナル

カスタムLive

に対 してインデック

ンター(ISAC)に応

のテーラリングが

Response構 成

ス除 外 が作 成 さ

じてカスタマイズさ

できる。

が作 成 されてい

れている。

れたインテリジェン

Questionおよび

て、定 期 的 にテス
ト されている。

スの開 発 と適 用
エンドポイント 上

ができる。

でのThreat
さまざまなニーズ

Responseのパ

に応 じたフォレン

フォーマンスを改

ジックデータ収 集

善 できる。

ができる。
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自動化

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

(要 改 善 )

(平 均 以 下 )

(平 均 )

(平 均 以 上 )

(最 適 )

多 少 のインテリ

追 加 の脅 威 イン

エンタープライズ

インテリジェンスお

MITRE ATT&CK

ジェンスが適 用 さ

テリジェンスが適

ハンティングの

よび保 存 済 み

フレームワークまた

れている。

用 されていて、イ

Questionが設 定

Questionの見 直

はSOARソリュー

ンテリジェンス情

され、利 用 されて

しと削 除 /修 正 プ

ションにインテリ

報 元 が追 加 され

いる。レピュテー

ロセスが構 成 され

ジェンスドキュメン

ている。TAXII

ションプロバイダ情

ていてレピュテー

ト を連 携 させる。

ソースへのサブス

報 元 が構 成 、利

ション用 に利 用 さ

クリプションが設

用 されていて、ブ

れている。カスタ

定 されている。

ラックリスト および

ムシグナルが作

ホワイト リスト が

成 されている。兆

設 定 されている。

候 の生 成 および

ライブ接 続 および

使 用 する応 答 ア

エビデンス保 存 の

クションにスナップ

履 歴 が歴 史 が作

ショット および保

成 されている。

存 済 みエビデンス
を利 用 する。

機能的統合

なし

Trends Boardsが

サードパーティの

Tanium

Tanium Protectお

インポート されて

レピュテーション

Connect、

よびSOARソ

いる、および/また

情 報 元 が構 成 さ

SIEM/Log

リューションとの統

はレピュテーション

れてていて、

Solutionが統 合 さ

合 によって処 置 ポ

プロバイダと統 合

Incident

れている。たとえ

リシーを作 成 する

されている。

Responseコンテ

ば、Splunkおおび

ことでデータの収

ンツがインポート

YARAルールが

集 とアクションの

されている。

構 成 されるか、

実 行 を自 動 化 す

Splunkとの統 合

る。

が構 成 されてい
る。
レポート 作 成
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手 動 ：Threat

手 動 ：Threat

自 動 化 済 み：

自 動 化 済 み：

自 動 化 済 み：

Responseワーク

Responseと

ファイル、メール、

SIEM/Log

SOARソリューショ

ベンチまたはオペ

Tanium Trendsと

またはSQLを使 っ

Solutionの利 用 。 ンを使 用 して活

レータ専 用 のダッ

の統 合

てデータをエクス

たとえば、Tanium

動 の全 体 像 を把

シュボードを利

ポート することによ

Splunkアプリケー

握 する

用。

るレポート の供

ションをはじめとす

給。

るSplunk。
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指標

Threat Response

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

(要 改 善 )

(平 均 以 下 )

(平 均 )

(平 均 以 上 )

(最 適 )

0～ 30%

31～ 60%

61～ 80%

81～ 90%

90%以 上

45日 以 上

31～ 45日

15～ 30日

8～ 14日

0～ 7日

45日 以 上

31～ 45日

15～ 30日

8～ 14日

0～ 7日

のカバー率 (全 体 に
対 する%)
脅 威 調 査 の平 均
時間
脅 威 改 善 の平 均
時 間 (時 間 )
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要件
Threat Response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。

ライセンスと付与される権利
Threat Responseワークベンチに表示されるコンテンツは、所有するライセンスの種類によって異なります。
次表は、さまざまな種類のライセンスで提供されるThreat Responseワークベンチの各種機能をまとめています。
ライセンス

インテリジェンス

エンジン

レコーダ

インデックス

Enterprise

ライブ

構成

構成

構成

構成

ハンティング

応答

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

該 当 なし*

Threat
Response
Trace
(Traceおよ
びIncident
Response)
Detect
(Detectお
よび
Incident
Response)
Traceおよ
びDetect
Trace、
Detectおよ
びIncident
Response
Traceのみ
Detectのみ
Incident
Response
のみ
* = Incident Responseライセンスがあると、Live Responseを利 用 できますが、Live Responseワークベンチは提 供 されません。Live Responseの使
用 についての詳 細 は、『Incident Responseユーザガイド』をご覧 ください。
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Taniumの依存関係
Threat Response製品モジュールのライセンスに加えて、ご使用の環境が以下の要件を満たしていることを確認してください。
コンポーネント

要件

Tanium™ Core Platform

7.3.314.4250以 降 。
詳 細 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

OSごとに、以 下 の7.2 Tanium Clientバージョンのいずれかが必 須 です。
l

サポート されている任 意 のTanium Clientバージョン(Linux、MacOS*、
Windows)

l

7.2.314.3608以 降 (MacOS10.15.x以 降 )

* = 10.15.x Catalinaより前 のMacOS
各 OSでサポート されているTanium Clientのバージョンについては、Tanium Client
Managementユーザガイド：クライアント のバージョンとホスト システムの要 件 を参
照 してください。
リスト されていないクライアント バージョンを使 用 する場 合 、特 定 の製 品 機 能 は利
用 できない可 能 性 があります。または、リスト されたクライアント バージョンのいずれ
かにアップグレードすることによってのみ解 決 できる安 定 性 の問 題 が発 生 する可
能 性 があります。
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コンポーネント

要件

Taniumの製 品

Threat Responseのインスト ールで[Install with Recommended Configurations
(推 奨 構 成 でインスト ール)]ボタンをクリックすると、Tanium Serverによってライセン
スを受 けているすべてのモジュールが自 動 的 に一 括 インスト ールされます。これ以
外 の場 合 は、Threat Responseが機 能 するために必 要 な各 モジュールを手 動 で
インスト ールする必 要 があります(Tanium Consoleユーザガイド: Taniumモジュー
ルの管 理 を参 照 してください)。
Threat Responseの機 能 を使 用 するには、次 のモジュールが必 要 です。最 低 限
必 要 なバージョンを示 しています。
l

Tanium™ Reputationなしでのレピュテーションデータの利 用 には、Tanium™
Connect 4.1.0 ～ 4.10.5が必 要 です。

l

Tanium Connect 4.11以 降 でのレピュテーションデータの利 用 には、Tanium™
Reputation 5.0以 降 が必 要 です。

l

アラート 処 置 には、TaniumTM Protect 2.1.0以 降 が必 要 です。

l

アラート 処 置 には、TaniumTM Enforce 1.6.0以 降 が必 要 です。

l

エンドポイント を切 り離 すには、TaniumTM Quarantine 3.1.1以 降 が必 要 で
す。

l

エンドポイント とのライブ接 続 には、Tanium™ Direct Connect 1.9.1以 降 が必
要 です。

l

Tanium Trends 3.6.331以 降 。

l

Tanium Interact 2.6.30以 降 。

l

Tanium Default Content 8.0.0以 降

l

Tanium Impact 1.5.68以 降 (任 意 )。

l

ツールの展 開 および必 要 に応 じた構 成 変 更 の承 認 には、Tanium Endpoint
Configuration 1.2以 降 が必 要 です。

Tanium Client Management 1.5以 降 、Endpoint
Configurationはその一 部 としてインスト ールされます。
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コンポーネント

要件

コンピューターグループ

Tanium Serverのインスト ール後 にTanium Consoleに初 めてログインすると、サー
バはThreat Responseが必 要 とする次 のコンピュータグループを自 動 的 にインポー
ト します。
l

All Computers (すべてのコンピュータ)

l

すべてのWindows

l

すべてのLinux

l

すべてのMac

製品ライセンスの有効化についての詳細は、Taniumナレッジベース：ライセンスを参照してください。

Tanium™ Module Server
Threat Responseがインスト ールされると、Module Serverのホスト 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、Taniumサポート に問い合わせる(ページ
208)を参照してください。

エンドポイント
Threat Responseでは、エンド ポイント の以下のオペレーティングシステムに対応しています。Threat Responseのエンド ポイント 要件
は、Tanium PerformanceおよびTanium Integrity Monitorで適用される要件と同じです。Threat Responseは、Tanium™ Clientレ
コーダ拡張機能を使用して、エンド ポイント からデータを収集します。
オペレー

バージョン

ティングシ
ステム
Windows

最 低 限 Windows 7 (SP1)またはWindows Server 2008 R2 (SP1)が必 要 です。Windows 8.1には、DNSイベント 記 録 性 能 がありま
す。Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2003には対 応 していません。
Windows 7 Service Pack 1にはMicrosoft KB2758857が必 要 です。

macOS

最 低 限 macOS 10.11以 降 が必 要 です。
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オペレー

バージョン

ティングシ
ステム
Linux

Tanium Clientサポート と同 じですが、以 下 に記 載 の例 外 があります。Tanium Client Managementユーザガイド：クライアント のバー
ジョンとホスト システムの要 件 を参 照 してください。
Client Recorder Extensionは、CentOSおよびRed Hat Enterprise Linuxバージョン5.3以 前 に対 応 していません。エンドポイント には、
バージョン5.4またはそれ以 降 のCentOSまたはRed Hat Enterprise Linuxが必 要 です。
Client Recorder Extensionは、以 下 の配 布 物 およびバージョンにSELinuxポリシーを実 装 します。
l

Oracle Linux 5.x、6.x、7.x、8.x
SELinuxが有 効 な場 合 に、プロセス情 報 のみが返 される。これは既 知 の問 題 であり、Threat Responseの今 後 のバージョンで対
処 される予 定 です。

l

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.4以 降 、6.x、7.x、8.x

l

CentOS 5.4 以 降 、6.x、7.x、8.x

l

Amazon Linux 2 LTS (2017.12)

現 時 点 では、SELinuxは他 のLinux ディスト リビューションではサポート されていません。
開 いているファイルをスキャンするために、エンジンではエンドポイント にLSOFが必 要 です。
Linuxエンドポイント ：
l

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。監 査 デーモン設 定 の非 推 奨 パラメータについては、
Tanium Clientのレコーダ拡 張 ユーザガイドを参 照 してください。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 、レコーダは不 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。

l

障 害 「-f 2」モードを使 用 する場 合 、監 査 メッセージが失 われた場 合 にLinuxカーネルパニックが発 生 することに注 意 してください。
設 定 が検 出 されると、レコーダは監 査 ルールを追 加 しません。

必要なディスク容量
デフォルト では、Threat Response用のエンド ポイント データベースのサイズは1 GBです。インスト ール時に100 MBのディスクスペースが
予約され、イベント のプルーニングが発生するまでにデータベースのサイズは最大1 GBまで拡張されます。必要な空きディスク領域の
量は、Client Recorder Extensionの構成によって異なります。推奨は3 GBです。空きディスク容量のチェックは、スナップショット が要求
されたとき、およびThreat Response 1.xから2.xへの移行に伴うレガシーmonitor.dbの移行プロセスの過程で行われます。

CPUおよびメモリ要件
エンド ポイント でのCPU要求は平均1%未満です。
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Client Recorder Extensionが、CX.recorder.EnableSingleCpuRequirement設定が0に更新されいない、CPUが1つのエンド ポイン
ト で実行されていません。CX.recorder.EnableSingleCpuRequirementを0に更新するには、Recorder - Set Recorder Extension
Setting [ OS]パッケージを編集して、構成キーがEnableSingleCpuRequirement で値が0 のパラメータを追加して、パッケージを該
当するエンド ポイント に展開します。もう1つの方法として、エンド ポイント のTanium Clientディレクト リから次のコマンド を実行して、この
設定を更新することもできます。
l

(Windows)TaniumClient.exe config set CX.recorder.EnableSingleCpuRequirement 0

l

(LinuxおよびmacOS) ./TaniumClient config set CX.recorder.EnableSingleCpuRequirement 0

各エンド ポイント デバイスには、最低4GBのRAMが必要です。

Taniumイベント レコーダド ライバ
Taniumイベント レコーダド ライバを使用して、サポート されているWindowsエンド ポイント 上のプロセスとコマンド ラインイベント を記録す
ることができます。Taniumイベント レコーダド ライバをエンド ポイント に展開するには、Tanium Clientレコーダ拡張機能ユーザガイ
ド ：Taniumイベント レコーダド ライバのインスト ールを参照してください。レコーダ構成で[Enforce Driver (ド ライバを使用)]設定を選択
する、Taniumド ライバが有効になります。チェックをオンにすると、Tanium Driverがエンド ポイント に展開され、Tanium Driverサービス
が強制的に実行されます。Windowsシステムにインスト ールされている場合、レコーダは、Taniumイベント レコーダド ライバを使用する
ように最適化されています。最高の性能とデータの安定性を得るには、Taniumイベント レコーダド ライバを使用することを強くお勧めし
ます。

Taniumイベント レコーダド ライバが更新された場合、Threat Responseを使用しているエンド ポイント がアラート にプロ
セスツリーを表示し、シグナルが意図通りに動作するようには、そのエンド ポイント を再起動する必要があります。

チェックを外すと、Taniumド ライバはエンド ポイント に展開されません。Taniumド ライバがすでにインスト ールされている場合、Taniumド
ライバサービスは強制はされなくなりますが、手動で無効にするか削除しない限り、引き続き実行されます。
Sysmonの使用は、Threat Responseバージョン2.2.0で廃止されました。
次表は、Windowsで使用可能なレコーダの機能をまとめています。
機能

Windows Server 2008

Windows Server

Windows

Windows

Windows

Windows 8.1

R2

2012

Server

7 SP1

8

以降*

利用可

利用不

利用不

利用可能

能

可

可

Taniumドライバが必

Taniumド

Taniumド

Taniumド

Taniumドライ

要。

ライバが

ライバが

ライバが

バが必 要 。

必要。

必要。

必要。

利用可

利用可

利用可

能

能

能

2012 R2
以降
DNSイベ

利用不可

利用不可

ント
プロセス

Taniumドライバが必 要 。

ハッシュと
コマンドラ
イン情 報
ドライバ読

利用可能

み込 み

利用可能

利用可能

* = Windows 10オペレーティングシステムは、Windows 10 1607以上である必要があります。
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Taniumイベント レコーダド ライバをインスト ールすると、プロセスとコマンド ラインイベント を収集することができま
す。
Threat Response 2.2.0またはそれ以降の新規インスト ールした場合は、デフォルト でTaniumイベント レコーダド ライバ
がインスト ールされます。以前のバージョンからThreat Response 2.2.0以降にアップグレード する場合は、Taniumイベ
ント レコーダド ライバを手動でインスト ールできます。

1.

Tanium ConsoleのホームページからGet Tanium Driver Status from all machines のQuestionを実行して、
[Search (検索)]をクリックします。

2.

[Install Recommended (インスト ールを推奨)]を選択します。

3.

デプロイアクションページから、[Install Tanium Driver (Taniumド ライバのインスト ール)]を選択します。

4.

パッケージインスト ールの終了時に実行する検証クエリを確認することで、インスト ールがうまくいったことを確認します。

5.

Live Responseを使用して検証クエリに失敗したすべてのエンド ポイント からアクションログを収集します。

6.

Tanium Event Recorder ド ライバサービスステータスでSERVICE_RUNNING以外を返したエンド ポイント では、[Remove
Tanium Driver (Taniumド ライバの削除)]アクションを実行します。
イベント 情報元を変更した場合、変更を有効にするには、レコーダが有効なプロファイルを再デプロイする必要がありま
す。

ホスト とネット ワークセキュリティの要件
Threat Response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
Threat Responseの通信には、以下のポート が必要です。
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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

17475

インバウンド

Threat Responseサービス

エンドポイント とのライブ接 続 時 のThreat Responseエージェ
ント からModule Serverへの接 続 。

17487 (Direct

Outbound

Connect通 信

(アウト バウン

ポート )

ド)

Direct Connectサービス
または

(オプション) Tanium Zone ProxyへのTanium Zone Hub接
続。

Zone Hub
また

17488 (Direct
Connectのプロ
ビジョニングお
よびステータス
監 視 用 ポート )
80

Outbound

Threat Responseサービス

インテリジェンススト リームの統 合

Threat Responseサービス

インテリジェンススト リームの統 合

Tanium Server

Tanium Serverはポート 17477でModule Server との接 続 を

(アウト バウン
ド)
443

Outbound
(アウト バウン
ド)

17477

インバウンド

開 始 します。
Zone Server

17487 (Direct

インバウンド

Zone Proxy

(任 意 ) Tanium Zone Proxyとの接 続 。このポート にはDMZへ

Connect通 信

の内 部 ネット ワークからのみアクセス可 能 である必 要 がありま

ポート )

す。

また

17488 (Direct
Connectのプロ
ビジョニングお
よびステータス
監 視 用 ポート )

17486 (Direct

インバウンド

Connect)

Zone Proxy

(任 意 ) 外 部 クライアント とのエンドポイント 接 続 でZone
Serverが使 用 。デフォルト のポート 番 号 は 17486です。必 要
に応 じて、ゾーンプロキシの設 定 時 に別 のポート 番 号 を指 定
できます。
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コンポーネント

ポート 番 号

方向

サービス

目的

Tanium Client

17475 (Direct

Outbound

Tanium Client

Module Serverまたはライブ接 続 用 のゾーンプロキシとの接 続

Connect)

(アウト バウン

Threat Responseデータ収

収 集 されたデータの転 送 方 法 によって異 なる、ポート を介 し

集

たアウト バウンド接 続 。

Threat Responseサービス

ホスト とのスト リーム通 信 用 ポート 。このTCPポート はSplunk

ド)
Threat

443 (S3)、22

Responseデータ

(SFTP/SCP)、 (アウト バウン

Outbound

収集

445 (SMB)

ド)

Splunk用 の

TCP (Splunk

Outbound

Threat

管 理 者 が提

(アウト バウン

Responseスト

供)

ド)

管 理 者 によって提 供 され、データの情 報 元 に対 応 します。

リーム構 成

(接 続 先 Splunk
へのスト リーム構
成 に必 要 )

アプリケーションIDベースのルールではなく、TCPベースのルールを使用してTaniumト ラフィックのポート を開くようにファイ
アウォールポリシーを設定します。たとえば、Palo Alto Networksのファイアウォールであれば、アプリケーションオブジェク
ト やアプリケーショングループではなく、サービスオブジェクト やサービスグループを使用してルールを設定します。

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。
Threat Responseセキュリティの除 外
対 象 デバイス

注

Tanium Module

プロセス
<Module Server>\services\detect3\node.exe

Server
<Module Server>\services\detect3\twsm.exe
<Module Server>\services\event-service\node.exe
<Module Server>\services\event-service\twsm.exe
<Module Server>\services\threat-response-service\node.exe
<Module Server>\services\twsm-v1\twsm.exe
<Module Server>\services\endpoint-configurationservice\TaniumEndpointConfigService.exe
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

Tanium Zone

プロセス
<Zone Server>\proxy\node.exe

Server
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

Windows x86およ

プロセス
<Tanium Client>\Tools\EPI\TaniumExecWrapper.exe

びx64エンドポイント
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス
<Tanium Client>\Tools\IR\TaniumExecWrapper.exe
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス
<Tanium Client>\Tools\IR\TanFileInfo.exe
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス
<Tanium Client>\Tools\IR\TaniumFileInfo.exe
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス
<Tanium Client>\Tools\IR\TaniumHandle.exe

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ46

Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス
<Tanium Client>\Tools\IR\TanListModules.exe
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス
<Tanium Client>\Tools\EPI\TaniumEndpointIndex.exe
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス
<Tanium Client>\Tools\recorder\TaniumRecorderCtl.exe
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス
<Tanium Client>\Tools\Detect3\TaniumDetectEngine.exe
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス
<Tanium Client>\extensions\TaniumRecorder.dll
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス
<Tanium Client>\extensions\TaniumRecorder.dll.sig
<Tanium Client>\extensions\SupportCX.dll
<Tanium Client>\extensions\SupportCX.dll.sig
<Tanium Client>\extensions\recorder\proc.bin
<Tanium Client>\extensions\recorder\recorder.db
<Tanium Client>\extensions\recorder\recorder.db-shm
<Tanium Client>\extensions\recorder\recorder.db-wal
<Tanium Client>\extensions\TaniumThreatResponse.dll
<Tanium Client>\extensions\TaniumThreatResponse.dll.sig
<Tanium Client>\extensions\core\libTaniumPythonCx.dll
<Tanium Client>\extensions\core\libTaniumPythonCx.dll.sig
<Tanium Client>\extensions\stream\*.py
<Tanium Client>\TaniumClientExtensions.dll
<Tanium Client>\TaniumClientExtensions.dll.sig
<Tanium Client>\Downloads\Action_nnn\TaniumFileTransfer.exe
<Tanium Client>\Downloads\Action_nnn\Winpmem.gb414603.exe1
<Tanium Client>\Tools\IR\TaniumPersistenceAnalyzer.exe
<Tanium Client>\Tools\IR\PowerForensics\PowerForensics.dll

7.2.xクライアント 、3

<Tanium Client>\Python27\TPython.exe

7.4.xクライアント 、3

<Tanium Client>\Python38\TPython.exe

7.4.xクライアント

<Tanium Client>\Python38\*.dll
<Tanium Client>\TaniumSensorDebugger.exe
<Tanium Client>\TaniumCX.exe
<Tanium Client>\extensions\TaniumDEC.dll
<Tanium Client>\extensions\TaniumDEC.dll.sig
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

Linux x86および

プロセス
<Tanium Client>/TaniumAuditPipe

x64エンドポイント
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス
<Tanium Client>/TaniumCX
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス
<Tanium Client>/TaniumSensorDebugger
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス
<Tanium Client>/Tools/EPI/TaniumExecWrapper
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス
<Tanium Client>/Tools/IR/TaniumExecWrapper
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス
<Tanium Client>/Tools/EPI/TaniumEndpointIndex
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス
<Tanium Client>/Tools/Detect3/TaniumDetectEngine
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス

7.2.xクライアント

<Tanium Client>/python27/python

7.2.xクライアント

<Tanium Client>/python27/bin/pybin

7.4.xクライアント

<Tanium Client>/python38/python
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.so
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.so.sig
<Tanium Client>/libSupportCX.so
<Tanium Client>/libSupportCX.so.sig
<Tanium Client>/extensions/libTaniumThreatResponse.so
<Tanium Client>/extensions/libTaniumThreatResponse.so.sig
<Tanium Client>/extensions/libTaniumRecorder.so
<Tanium Client>/extensions/libTaniumRecorder.dylib.sig
<Tanium Client>/extensions/recorder/proc.bin
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.db
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.db-shm
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.db-wal
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.auditpipe
<Tanium Client>/extensions/core/libTaniumPythonCx.so
<Tanium Client>/extensions/core/libTaniumPythonCx.so.sig
<Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.so
<Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.so.sig
<Tanium Client>/extensions/stream/*.py
<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/surge-collect1,2

1 ,2

<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/surge.dat

1

<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/linpmem-<version>.bin

1

<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/taniumfiletransfer
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

macOSエンドポイン

プロセス
<Tanium Client>/TaniumCX

ト
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス
<Tanium Client>/TaniumSensorDebugger

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ62

Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス
<Tanium Client>/Tools/EPI/TaniumExecWrapper
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス
<Tanium Client>/Tools/IR/TaniumExecWrapper
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス
<Tanium Client>/Tools/EPI/TaniumEndpointIndex
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス
<Tanium Client>/Tools/Detect3/TaniumDetectEngine

7.2.xクライアント

<Tanium Client>/python27/python

7.4.xクライアント

<Tanium Client>/python38/python
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.dylib
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.dylib.sig
<Tanium Client>/extensions/libTaniumThreatResponse.dylib
<Tanium Client>/extensions/libTaniumThreatResponse.dylib.sig
<Tanium Client>/extensions/libTaniumRecorder.dylib
<Tanium Client>/extensions/libTaniumRecorder.dylib.sig
<Tanium Client>/extensions/recorder/proc.bin
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.db
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.db-shm
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.db-wal
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.auditpipe
<Tanium Client>/extensions/core/libTaniumPythonCx.dylib
<Tanium Client>/extensions/core/libTaniumPythonCx.dylib.sig
<Tanium Client>/extensions/stream/*.py
<Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.dylib
<Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.dylib.sig
<Tanium Client>/extensions/libSupportCX.dylib
<Tanium Client>/extensions/libSupportCX.dylib.sig

1 ,2

<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/surge-collect

1 ,2

<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/surge.dat

1

<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/osxpmem.app/osxpmem
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Threat Responseセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス

1

<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/taniumfiletransfer

1 = ここでのnnnはアクションIDに対 応 します。
2 = Volexity Surgeをメモリ収 集 に使 用 する場 合 は例 外 が必 要 です。
3 = TPythonでインスト ールを許 可 するには、SHA2サポート が必 要 です。

ユーザロールの要件
Threat Response自体、および他のTanium製品と統合されたThreat Responseの機能ですべてのことを行うには、以下のロールが
必要です。
l

[Threat Response Administrator (Threat Response管理者)]ロール

l

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

Reputation AdministratorおよびConnect Administrator(Reputationを使用しない場合)ロール権限 - レピュテーションデー
タを表示

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

l

Connect Userロール - イベント およびConnect Reputation接続を作成するためのConnect統合

l

Protect Userロール - 応答アクションとしての処置ポリシーの作成

Threat Responseユーザロールのアクセス権限
Threat Responseユーザロールのアクセス権 限
アクセス権 限

Threat Response

Threat

Threat

Threat

Threat

Administrator 1

Response

Response

Response

Response

Operator 1

User 1

Read Only

Service

User 1

Account1、2、
3、4、8

Threat
Response
Endpoint
Configuration
Approver 5

Detect Administrator User
(Detect管 理 者 ユーザー)
Detect管 理 者 の特 権 を与 え
る

Detect Alert Read (Detectア
ラート 読 み取 り)
警 告 読 み取 りアクセス

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ67

Threat Responseユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

Threat Response

Threat

Threat

Threat

Threat

Administrator 1

Response

Response

Response

Response

Operator 1

User 1

Read Only

Service

User 1

Account1、2、
3、4、8

Threat
Response
Endpoint
Configuration
Approver 5

Detect Alert Write (Detectア
ラート 書 き込 み)
警 告 変 更 アクセス

Detect Intel Read (Detectイン
テリジェンス読 み取 り) 6
インテリジェンス読 み取 りアク
セス

Detect Intel Write (Detect イン
テリジェンス書 き込 み)
インテリジェンス変 更 アクセス

Detect Label Read (Detectラ
ベル読 み取 り)
インテリジェンスラベル読 み取
りアクセス

Detect Label Write (Detectラ
ベル書 き込 み)
インテリジェンスラベル変 更 ア
クセス

Detect Notification Read
(Detect通 知 読 み取 り)
通 知 読 み取 りアクセス

Detect Notification Write
(Detect通 知 書 き込 み)
通 知 変 更 アクセス
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Threat Responseユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

Threat Response

Threat

Threat

Threat

Threat

Administrator 1

Response

Response

Response

Response

Operator 1

User 1

Read Only

Service

User 1

Account1、2、
3、4、8

Threat
Response
Endpoint
Configuration
Approver 5

Detect Quickscan Read
(Detectクイックスキャン読 み取
り) 6
クイックスキャン結 果 の読 み取
りアクセス

Detect Quickscan Write
(Detectクイックスキャン書 き込
み)
クイックスキャン実 行 アクセス

Detect Config Read (Detect
構 成 読 み取 り)
Detect Config Write (Detect
構 成 書 き込 み)
Detect Source Read (Detect
ソース読 み取 り)
ソース読 み取 りアクセス

Detect Source Write* (Detect
情 報 元 書 き込 み*) 6
ソース変 更 アクセス

Detect Workbench User
(Detectワークベンチユーザー)
ユーザー特 権 提 供 アクセス

Detect Use API (Detect使 用
API)
APIを使 用 してDetect操 作 を
実 行 する

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ69

Threat Responseユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

Threat Response

Threat

Threat

Threat

Threat

Administrator 1

Response

Response

Response

Response

Operator 1

User 1

Read Only

Service

User 1

Account1、2、
3、4、8

Threat
Response
Endpoint
Configuration
Approver 5

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 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

Show Detect3 (Detect3表
示 )7
Detectワークベンチへアクセス

Direct Connectセッションの読
み取 り
Direct Connectセッション読 み
取り

Direct Connectセッションの書
き込 み
Direct Connectセッションのイ
ンスタンス化
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Threat Responseユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

Threat Response

Threat

Threat

Threat

Threat

Administrator 1

Response

Response

Response

Response

Operator 1

User 1

Read Only

Service

User 1

Account1、2、
3、4、8

Threat
Response
Endpoint
Configuration
Approver 5

イベント サービスでのAPI利 用
APIにおるイベント サービス操
作実行

Show Threat Response
(Threat Response表 示 ) 7
Threat Responseワークベン
チアクセス

Threat Response API Doc
Read (Threat Response API
ド キュメント 読 み取 り)
APIドキュメント の表 示 とリスト

Threat Response Configs
Read (Threat Response構 成
の読 み取 り)
構 成 読 み取 りアクセス

Threat Responseアラート デプ
ロイアクション
Threat Responseアラート から
のアクションのデプロイを許 可

Threat Response Configs
Write (Threat Response構 成
の書 き込 み)
構 成 作 成 アクセス
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Threat Responseユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

Threat Response

Threat

Threat

Threat

Threat

Administrator 1

Response

Response

Response

Response

Operator 1

User 1

Read Only

Service

User 1

Account1、2、
3、4、8

Threat
Response
Endpoint
Configuration
Approver 5

Threat Response Filters
Read (Threat Responseフィル
タの読 み取 り)
フィルタ読 み取 りアクセス

Threat Response Filters
Write (Threat Responseフィル
タの書 き込 み)
フィルタ作 成 アクセス

Threat Response Profiles
(Threat Responseプロファイル)
Deploy
エンドポイント へのプロファイル
のデプロイアクセス

Threat Response Profiles
(Threat Responseプロファイル)
読 み取 り
プロファイル読 み取 りアクセス

Threat Response Profiles
(Threat Responseプロファイル)
書 き込 み
プロファイル作 成 アクセス

Threat Response応 答 アクショ
ン書 き込 み
応 答 アクションを作 成 および
停 止 が可 能
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Threat Responseユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

Threat Response

Threat

Threat

Threat

Threat

Administrator 1

Response

Response

Response

Response

Operator 1

User 1

Read Only

Service

User 1

Account1、2、
3、4、8

Threat
Response
Endpoint
Configuration
Approver 5

Threat Response応 答 アクショ
ン読 み取 り
応 答 アクションの表 示 が可 能

Threat Response Service
User (Threat Responseサービ
スユーザー)
サービスアカウント 管 理 実 行
アクセス

Threat Response Service
User (Threat Responseサービ
スユーザー)
読 み取 り
構 成 、インテリジェンス、アラー
ト 読 み取 り

Threat Response Service
User (Threat Responseサービ
スユーザー)
書 き込 み
構 成 デプロイアクセス、インテ
リジェンスのデプロイ、警 告 収
集 、グループ構 成 統 計 情 報
の収 集 、スト リームからのイン
テリジェンスの取 り込 み。

Threat Responseコンテンツイ
ンシデント 対 応 ( IR) 管 理 者
Threat Responseコンテンツイ
ンシデント 対 応 管 理 者 にコン
テンツ権 限 を提 供
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Threat Responseユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

Threat Response

Threat

Threat

Threat

Threat

Administrator 1

Response

Response

Response

Response

Operator 1

User 1

Read Only

Service

User 1

Account1、2、
3、4、8

Threat
Response
Endpoint
Configuration
Approver 5

Threat Responseコンテンツイ
ンシデント 対 応 ( IR) ユーザ
Threat Responseインシデン
ト 対 応 ユーザにコンテンツ権
限 を提 供

Threat Responseコンテンツイ
ンシデント 対 応 ( IR) 読 み取 り
専 用 ユーザ
Threat Responseインシデン
ト 対 応 読 み取 り専 用 ユーザ
にコンテンツ権 限 を提 供

Threat Responseコンテンツイ
ンデックス管 理 者
Threat Responseインデックス
管 理 者 にコンテンツ権 限 を提
供

Threat Responseコンテンツイ
ンデックスユーザ
Threat Responseインデックス
ユーザのコンテンツ権 限 を提
供

Threat Responseコンテンツ検
知 ユーザ
Threat Response検 知 ユー
ザにコンテンツ権 限 を提 供
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Threat Responseユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

Threat Response

Threat

Threat

Threat

Threat

Administrator 1

Response

Response

Response

Response

Operator 1

User 1

Read Only

Service

User 1

Account1、2、
3、4、8

Threat
Response
Endpoint
Configuration
Approver 5

Threat Responseインテリジェン
スデプロイ
Threat Responseインテリジェ
ンスのデプロイを許 可

Threat Responseログ読 み取 り
Threat Responseのログの表
示 を許 可

Threat Response設 定
書 き込 み
Threat Response設 定 の編
集 を許 可

Threat Response設 定
読 み取 り
Threat Response設 定 の表
示 を許 可

Threat Response統 計
読 み取 り
Threat Response統 計 の表
示 を許 可

Threat Response Tasks
Read (Threat Responseタスク
の読 み取 り)
Threat Responseタスク読 み
取 りアクセス
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Threat Responseユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

Threat Response

Threat

Threat

Threat

Threat

Administrator 1

Response

Response

Response

Response

Operator 1

User 1

Read Only

Service

User 1

Account1、2、
3、4、8

Threat
Response
Endpoint
Configuration
Approver 5

Threat Response Live
Response Collection Configs
Read (Threat Response Live
Responseコレクション設 定 の
読 み取 り)
Threat Response Live
Responseコレクション設 定 に
アクセスして読 み取 る

Threat Response Live
Response Collection Configs
Write (Threat Response Live
Responseコレクション設 定 の
書 き込 み)
Threat Response Live
Responseコレクション設 定 の
作成

Threat Response Live
Response Destinations Read
(Threat Response Live
Response送 信 先 の読 み取 り)
Threat Response Live
Response送 信 先 にアクセス
して読 み取 る

Threat Response Live
Response Destinations Write
(Threat Response Live
Response送 信 先 の書 き込 み)
Threat Response Live
Response送 信 先 にアクセス
して作 成
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Threat Responseユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

Threat Response

Threat

Threat

Threat

Threat

Administrator 1

Response

Response

Response

Response

Operator 1

User 1

Read Only

Service

User 1

Account1、2、
3、4、8

Threat
Response
Endpoint
Configuration
Approver 5

Threat Response Live
Response File Collector Sets
Read (Threat Response Live
Responseファイルコレクタセット
の読 み取 り)
Threat Response Live
Responseファイルコレクタセッ
ト 設 定 にアクセス

Threat Response Live
Response File Collector Sets
Write (Threat Response Live
Responseファイルコレクタセット
の書 き込 み)
Threat Response Live
Responseファイルコレクタセッ
ト の作 成

Threat Response Live
Responseパッケージ生 成
Threat Response Live
Responseパッケージにアクセ
スして作 成

Threat Response Live
Response Script Sets Read
(Threat Response Live
Responseスクリプト セット の読
み取 り)
Threat Response Live
Responseスクリプト セット 設
定 情 報 にアクセスして読 み取
る
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Threat Responseユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

Threat Response

Threat

Threat

Threat

Threat

Administrator 1

Response

Response

Response

Response

Operator 1

User 1

Read Only

Service

User 1

Account1、2、
3、4、8

Threat
Response
Endpoint
Configuration
Approver 5

Threat Response Live
Response Script Sets Write
(Threat Response Live
Responseスクリプト セット の書
き込 み)
Threat Responseスクリプト
セット にアクセスして作 成

Threat Response Live
Responseモジュールの
読 み取 り
Threat Response Live
Responseモジュール設 定 情
報 にアクセスして読 み取 る

Threat Response Auditの読 み
取り
Threat Response監 査 データ
の表 示 とエクスポート を許 可

Threat Response Use API
(Threat ResponseでAPI使 用 )
APIを使 用 してThreat
Response操 作 を実 行 する

Threat Response Operator設
定 の読 み取 り
オペレータに使 用 可 能 な設
定 の読 み取 りを許 可
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Threat Responseユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

Threat Response

Threat

Threat

Threat

Threat

Administrator 1

Response

Response

Response

Response

Operator 1

User 1

Read Only

Service

User 1

Account1、2、
3、4、8

Threat
Response
Endpoint
Configuration
Approver 5

Threat Response Operator設
定 の書 き込 み
オペレータに使 用 可 能 な設
定 の変 更 を許 可

Threat Response Operatorス
テータス読 み取 り
オペレータにモジュールのス
テータス表 示 を許 可

Threat Response Enterprise
Hunting
読 み取 り2
エンタープライズ追 跡 のセン
サーの表 示 と一 覧 表 示

Threat Responseエンド ポイン
ト設定承認
Tanium Endpoint
ConfigurationでのThreat
Responseの設 定 変 更 に対
する承 認 者 権 限 を有 効 化

Threat Responseコンテンツ
ユーザ
Threat Responseユーザにコ
ンテンツ権 限 を提 供
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Threat Responseユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

Threat Response

Threat

Threat

Threat

Threat

Administrator 1

Response

Response

Response

Response

Operator 1

User 1

Read Only

Service

User 1

Account1、2、
3、4、8

Threat
Response
Endpoint
Configuration
Approver 5

Threat Responseコンテンツ読
み取 り専 用 ユーザ
Threat Response Readonly
ユーザにコンテンツ権 限 を提
供

Threat Responseライブ接 続
ファイル削 除
ライブ接 続 中 のエンドポイント
上 のファイルの削 除 を許 可

Threat Responseライブ接 続
書 き込 み
ライブ接 続 の設 定 を許 可

Threat Response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

Threat Responseエスポート 書
き込 み
エクスポート されたイベント の
作 成 と削 除

Threat Response保 存 済 みエ
ビデンス書 き込 み
ライブエンドポイント 接 続 から
イベント を保 存
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Threat Responseユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

Threat Response

Threat

Threat

Threat

Threat

Administrator 1

Response

Response

Response

Response

Operator 1

User 1

Read Only

Service

User 1

Account1、2、
3、4、8

Threat
Response
Endpoint
Configuration
Approver 5

Threat Responseダウンロード
読 み取 り
ライブ接 続 からダウンロードし
たファイルの読 み取 り

Threat Responseライブ接 続
読 み取 り
エンドポイント とのライブ接 続
表示作成

Threat Responseスナップショッ
ト 読 み取 り
スナップショット を表 示

Threat Responseエスポート 読
み取 り
エクスポート されたイベント を
表示

Threat Response保 存 済 みエ
ビデンス読 み取 り
ライブエンドポイント 接 続 から
イベント を表 示

Threat Response Visibility
Bypass Read (Threat
Response可 視 性 バイパス読
み取 り)
コンピュータグループのメン
バーであるかどうかに関 係 な
く、すべてのアラート と保 存 済
みエビデンスの表 示 を可 能 に
します。
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Threat Responseユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

Threat Response

Threat

Threat

Threat

Threat

Administrator 1

Response

Response

Response

Response

Operator 1

User 1

Read Only

Service

User 1

Account1、2、
3、4、8

Threat
Response
Endpoint
Configuration
Approver 5

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 File Downloads Write
(Traceファイルダウンロード 書 き
込 み)
ライブ接 続 からTanium
Serverへのファイルのダウン
ロード。このアクセス権 限 で
は、ダウンロードしたファイルを
削 除 する権 限 も提 供 されま
す。

Trace Live Connections File
Delete (Traceライブ接 続 ファイ
ルの削 除 )
ライブ接 続 からエンドポイント
上 のファイルを削 除

Trace Live Connections
Filesystem Browse (Traceラ
イブ接 続 ファイルシステムを参
照)
ライブ接 続 上 のファイルシステ
ムを参 照
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Threat Responseユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

Threat Response

Threat

Threat

Threat

Threat

Administrator 1

Response

Response

Response

Response

Operator 1

User 1

Read Only

Service

User 1

Account1、2、
3、4、8

Threat
Response
Endpoint
Configuration
Approver 5

Trace Live Connections
Write (Traceライブ接 続 書 き込
み)
エンドポイント とのライブ接 続
の作 成

Trace Protectルール書 き込 み
Protectルールの作 成 、編
集 、および削 除

Trace Saved Events Write
(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
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Threat Responseユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

Threat Response

Threat

Threat

Threat

Threat

Administrator 1

Response

Response

Response

Response

Operator 1

User 1

Read Only

Service

User 1

Account1、2、
3、4、8

Threat
Response
Endpoint
Configuration
Approver 5

Trace Snapshots Write
(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

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。
1 このロールは、Tanium Impactに対 するモジュールアクセス権 限 を提 供 します。詳 細 については、Tanium Impactユーザガイド：
ユーザロール要 件 を

参 照 してください。
2 このロールは、Tanium Trendsに対 するモジュールアクセス権 限 を提 供 します。詳 細 については、次 を参 照 してください。Tanium Trendsユーザガ

イド：ユーザロール要 件 を参 照 してください。
3 このロールは、Tanium Reputationに対 するモジュールアクセス権 限 を提 供 します。詳 細 については、次 を参 照 してください。Tanium Reputation

ユーザガイド：ユーザロール要 件 を参 照 してください。
4 このロールは、Tanium Connectに対 するモジュールアクセス権 限 を提 供 します。詳 細 については、次 を参 照 してください。Tanium Connectユーザ

ガイド：ユーザロール要 件 を参 照 してください。
5 このロールは、Tanium Endpoint Configurationに対 するモジュールアクセス権 限 を提 供 します。詳 細 は、以 下 を参 照 してください。Tanium

Endpoint Configurationユーザガイド：ユーザロール要 件 を参 照 してください。
6 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Interactなどの他 のモジュールですべてのタスクを実 行 およびすべてのコン

テンツを表 示 するには、それら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。
7 Threat Responseをインスト ールするには、署 名 済 みコンテンツインポート micro adminアクセス権 限 (Tanium Core Platform 7.4以 降 )または

Administratorの予 約 済 みロールが必 要 です。
8 Tanium Client Managementをインスト ールした後 でEndpoint Configurationをインスト ールする場 合 、デフォルト では、モジュールサービスアカウン

ト が開 始 する構 成 変 更 (ツールの展 開 など)には承 認 が必 要 です。[Endpoint Configuration Bypass Approval (エンド ポイント 設 定 のバイパス
承 認 )]アクセス権 限 をこのロールに適 用 し、関 連 するコンテンツセット を追 加 すると、モジュール生 成 の構 成 変 更 に対 する承 認 をバイパスできま
す。詳 細 は、Tanium Endpoint Configurationユーザガイド：ユーザロールの要 件 を参 照 してください。
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提 供 されているThreat Response Micro管 理 者 ユーザロールのアクセス権 限
アクセス権

Threat Response

Threat

Threat Response

Threat Response Read

Threat

限

Administrator (管 理

Response

User (ユーザー)

Only User (読 み取 り専 用

Response

者)

Operator (Threat

ユーザー)

Threat
Response

Service

Endpoint

Responseオペ

Account

Configuration

レータ)

(サービスア
カウント )

Approver
(Threat
Responseエ
ンド ポイント 設
定承認者)

Read
User (読
み取 り
ユーザ)
[Read
Action
Group (ア
クショング
ループの
読 み取 り)]
Read
Computer
Group (コ
ンピュータ
グループの
読 み取 り)
[Read
Filter
Group
(フィルタグ
ループの
読 み取 り)]
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提 供 されているThreat Response Advancedユーザロールのアクセス権 限
アクセス権

アクセス許 可 用 コン

Threat Response

Threat

限

テンツセット

Administrator (管
理者)

Threat

Threat

Threat

Response

Response

Response

Response

Operator

User (ユー

Read Only

Service

Endpoint

ザー)

User (読 み取 り

Account

Configuration

専 用 ユーザー)

(サービスア

(Threat
Responseオペ
レータ)

カウント )

Threat
Response

Approver
(Threat
Responseエ
ンド ポイント 設
定承認者)

Ask
Dynamic
Questions
(ダイナミック
Questionの
実行)
Read

ベース

Sensor (セ
ンサーの読
み取 り)
Read

予約

Sensor (セ
ンサーの読
み取 り)
Read

Detect

Sensor (セ
ンサーの読
み取 り)
Read

Detectサービス

Sensor (セ
ンサーの読
み取 り)
Read

Threat Response

Sensor (セ
ンサーの読
み取 り)
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提 供 されているThreat Response Advancedユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権

アクセス許 可 用 コン

Threat Response

Threat

限

テンツセット

Administrator (管
理者)

Threat

Threat

Threat

Response

Response

Response

Response

Operator

User (ユー

Read Only

Service

Endpoint

ザー)

User (読 み取 り

Account

Configuration

専 用 ユーザー)

(サービスア

(Threat
Responseオペ
レータ)

カウント )

Threat
Response

Approver
(Threat
Responseエ
ンド ポイント 設
定承認者)

Read

Incident Response

Sensor (セ
ンサーの読
み取 り)
Read

インデックス

Sensor (セ
ンサーの読
み取 り)
Write

Incident Response

Sensor (セ
ンサーの書
き込 み)
Read

Detect

Action (アク
ションの読
み取 り)
Read

Detectサービス

Action (アク
ションの読
み取 り)
Read

Threat Response

Action (アク
ションの読
み取 り)
Read

Incident Response

Action (アク
ションの読
み取 り)
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提 供 されているThreat Response Advancedユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権

アクセス許 可 用 コン

Threat Response

Threat

限

テンツセット

Administrator (管
理者)

Threat

Threat

Threat

Response

Response

Response

Response

Operator

User (ユー

Read Only

Service

Endpoint

ザー)

User (読 み取 り

Account

Configuration

専 用 ユーザー)

(サービスア

(Threat
Responseオペ
レータ)

カウント )

Threat
Response

Approver
(Threat
Responseエ
ンド ポイント 設
定承認者)

Read

インデックス

Action (アク
ションの読
み取 り)
Write

Detectサービス

Action (アク
ションの書
き込 み)
Write

Detect

Action (アク
ションの書
き込 み)
Write

Threat Response

Action (アク
ションの書
き込 み)
Write

Incident Response

Action (アク
ションの書
き込 み)
Write

インデックス

Action (アク
ションの書
き込 み)
Read

Detectサービス

Plugin (プラ
グインの読
み取 り)
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提 供 されているThreat Response Advancedユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権

アクセス許 可 用 コン

Threat Response

Threat

限

テンツセット

Administrator (管
理者)

Threat

Threat

Threat

Response

Response

Response

Response

Operator

User (ユー

Read Only

Service

Endpoint

ザー)

User (読 み取 り

Account

Configuration

専 用 ユーザー)

(サービスア

(Threat
Responseオペ
レータ)

カウント )

Threat
Response

Approver
(Threat
Responseエ
ンド ポイント 設
定承認者)

Read

Threat Response

Plugin (プラ

サービス

グインの読
み取 り)
Execute

Detect

Plugin (プラ
グインの実
行)
Execute

Detectサービス

Plugin (プラ
グインの実
行)
Execute

Threat Response

Plugin (プラ
グインの実
行)
Execute

Threat Response

Plugin (プラ

サービス

グインの実
行)
Execute

Endpoint

Plugin (プラ

Configuration

グインの実
行)
Read

Detect

Package
(パッケージ
の読 み取
り)

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ89

提 供 されているThreat Response Advancedユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権

アクセス許 可 用 コン

Threat Response

Threat

限

テンツセット

Administrator (管
理者)

Threat

Threat

Threat

Response

Response

Response

Response

Operator

User (ユー

Read Only

Service

Endpoint

ザー)

User (読 み取 り

Account

Configuration

専 用 ユーザー)

(サービスア

(Threat
Responseオペ
レータ)

カウント )

Threat
Response

Approver
(Threat
Responseエ
ンド ポイント 設
定承認者)

Read

Incident Response

Package
(パッケージ
の読 み取
り)
Read

インデックス

Package
(パッケージ
の読 み取
り)
Write

Detectサービス

Package
(パッケージ
の書 き込
み)
Write

Threat Response

Package
(パッケージ
の書 き込
み)
Write

Incident Response

Package
(パッケージ
の書 き込
み)
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提 供 されているThreat Response Advancedユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権

アクセス許 可 用 コン

Threat Response

Threat

限

テンツセット

Administrator (管
理者)

Threat

Threat

Threat

Response

Response

Response

Response

Operator

User (ユー

Read Only

Service

Endpoint

ザー)

User (読 み取 り

Account

Configuration

専 用 ユーザー)

(サービスア

(Threat
Responseオペ
レータ)

カウント )

Threat
Response

Approver
(Threat
Responseエ
ンド ポイント 設
定承認者)

Write

インデックス

Package
(パッケージ
の書 き込
み)
Read

Detect

Saved
Question
(保 存 され
たQuestion
の読 み取
り)
Read

Detectサービス

Saved
Question
(保 存 され
たQuestion
の読 み取
り)
Read

Threat Response

Saved
Question
(保 存 され
たQuestion
の読 み取
り)
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提 供 されているThreat Response Advancedユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権

アクセス許 可 用 コン

Threat Response

Threat

限

テンツセット

Administrator (管
理者)

Threat

Threat

Threat

Response

Response

Response

Response

Operator

User (ユー

Read Only

Service

Endpoint

ザー)

User (読 み取 り

Account

Configuration

専 用 ユーザー)

(サービスア

(Threat
Responseオペ
レータ)

カウント )

Threat
Response

Approver
(Threat
Responseエ
ンド ポイント 設
定承認者)

Read

Incident Response

Saved
Question
(保 存 され
たQuestion
の読 み取
り)
Write

Incident Response

Saved
Question
(保 存 され
たQuestion
の書 き込
み)
Read

Incident Response

Dashboard
(ダッシュ
ボードの読
み取 り)
Write

Incident Response

Dashboard
(ダッシュ
ボードの書
き込 み)
Read

Incident Response

Dashboard
Group (ダッ
シュボード
グループの
読 み取 り)
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提 供 されているThreat Response Advancedユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権

アクセス許 可 用 コン

Threat Response

Threat

限

テンツセット

Administrator (管
理者)

Threat

Threat

Threat

Response

Response

Response

Response

Operator

User (ユー

Read Only

Service

Endpoint

ザー)

User (読 み取 り

Account

Configuration

専 用 ユーザー)

(サービスア

(Threat
Responseオペ
レータ)

カウント )

Threat
Response

Approver
(Threat
Responseエ
ンド ポイント 設
定承認者)

Write

Incident Response

Dashboard
Group (ダッ
シュボード
グループの
書 き込 み)
[Read

予約

Filter
Group (フィ
ルタグルー
プの読 み取
り)]
[Read

Incident Response

Filter
Group (フィ
ルタグルー
プの読 み取
り)]
[Read

インデックス

Filter
Group (フィ
ルタグルー
プの読 み取
り)]
[Read

Threat Response

Filter
Group (フィ
ルタグルー
プの読 み取
り)]
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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。
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Threat Responseのインスト ール
[Tanium Solutions (Taniumソリューション)] ページを使用して、Threat Responseをインスト ールし、自動または手動設定を選択し
ます。
l

デフォルト 設定による自動構成(Tanium Core Platform 7.4.2以降のみ)：Threat Responseは、必要な依存関係とその他の
選択した製品とともにインスト ールされます。インスト ール後、Tanium Serverは推奨されるデフォルト 設定を自動的に設定しま
す。このオプションは、ほとんどのデプロイのベスト プラクティスです。Threat Responseの自動設定についての詳細は、Threat
Responseのインポート でデフォルト の設定を使用する(ページ95)を参照してください。

l

カスタム設定を使用した手動構成：Threat Responseをインスト ールした後、必要な設定を手動で行う必要があります。この
オプションは、Threat Responseに推奨されるデフォルト 設定とは異なる設定が必要な場合にのみ選択します。詳細は、
Threat Responseのインポート で独自の設定を使用する(ページ96)を参照してください。

使用を開始する前に
l

リリースノート をお読みください。

l

要件(ページ31)を確認してください。

l

以前のバージョンからアップグレード する場合は、Threat Responseをバージョンアップグレード する(ページ99)を参照してくださ
い。

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。

Threat Responseのインポート でデフォルト の設定を使用する
自動設定でThreat Responseをインポート すると、次のデフォルト 設定が適用されます。
l

Threat Responseサービスアカウント は、モジュールのインポート に使用されたアカウント に設定されます。

l

Threat Responseアクショングループは、All Computers コンピュータグループに設定されます。

l

Taniumのシグナルがインポート されます。

l

次のThreat Responseプロファイルが作成され、特定のコンピュータグループにデプロイされます。

プロファイル名

インテリジェンス構 成

エンジン構 成

レコーダ構 成

インデックス構 成

[Tanium Default] - Windows

All Windows コンピュータグループ
にデプロイ。
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プロファイル名

インテリジェンス構 成

エンジン構 成

レコーダ構 成

インデックス構 成

[Tanium Default] - Linux

All Linux コンピュータグループにデ
プロイ。
[Tanium Default] Mac

All Mac コンピュータグループにデプロ
イ。

Threat Responseをインポート し、デフォルト 設定を適用するには、[Apply Tanium recommended configurations (Tanium推奨設
定を適用)]のチェックボックスを必ず選択します(Tanium Consoleユーザガイド : Taniumモジュールの管理の手順を実行中)。インポー
ト したら、正しいバージョンがインスト ールされていることを確認します。Threat Response バージョンを確認する(ページ100)を参照して
ください。
(Tanium Core Platform 7.4.5以降のみ)自動構成でThreat Responseをインポート する手順には、Threat Responseアクショング
ループがNo Computersフィルタグループを対象にするように設定するためのオプションの手順が含まれています。このオプションを選択す
ると、Threat Response がエンド ポイント に自動的にtoolsを展開しなくなります。たとえば、すべてのエンド ポイント にtoolsを展開する前
に、一部エンド ポイント でテスト したいとしましょう。この場合、その一部のみを対象とするtoolsアクショングループを手動で展開できま
す。

Threat Responseのインポート で独自の設定を使用する
デフォルト 設定を自動的に適用しないでThreat Responseをインポート するには、[Apply Tanium recommended configurations
(Tanium推奨設定を適用)] チェックボックスをクリアします(Tanium Consoleユーザガイド : Taniumモジュールの管理の手順を実行
中)。インポート したら、正しいバージョンがインスト ールされていることを確認します。Threat Response バージョンを確認する(ページ
100)を参照してください。

サービスアカウント を構成する
このサービスアカウント は、Threat Responseのいくつかのバックグラウンド 処理を実行するユーザです。このユーザには、次のロールとア
クセス権が必要です。
l

Tanium AdministratorまたはThreat Response Service Accountロール。

l

(任意)Connect Userロール - Tanium ConnectにThreat Responseのデータを送信します。

l

Tanium Client Managementをインスト ールした後でEndpoint Configurationをインスト ールする場合、デフォルト では、モ
ジュールサービスアカウント が開始する構成変更(ツールの展開など)には承認が必要です。[Endpoint Configuration Bypass
Approval (エンド ポイント 設定のバイパス承認)]アクセス権限をこのロールに適用し、関連するコンテンツセット を追加すると、モ
ジュール生成の構成変更に対する承認をバイパスできます。詳細は、Tanium Endpoint Configurationユーザガイド ：ユーザ
ロールの要件を参照してください。

Threat Responseのアクセス権限についての詳細は、ユーザロールの要件(ページ67)を参照してください。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ96

1.

メインメニューから [Modules (モジュール)] > Threat Response に移動してThreat Response Overview (概要)ページを開きま
す。

2.

[Settings (設定)] をクリックして、[Service Account (サービスアカウント )]タブを開きます。

3.

サービスアカウント の設定を更新し、[Save (保存)]をクリックします。

Threat Responseのアクショングループを設定する
1.

メインメニューから、[Administration (管理)] > [Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)]に移
動します。

2.

アクショングループのリスト で[Tanium Threat Response]をクリックします。

3.

[Edit (編集)]をクリックし、アクショングループに含めるコンピュータグループを選択して、[Save (保存)]をクリックします。

Tanium Endpoint Configurationでソリューションの構成を管理する
Taniumエンド ポイント 設定は、Taniumソリューションの構成情報と必要なツールをエンド ポイント に提供します。エンド ポイント 設定
は、従来Taniumの追加機能に付随していた設定アクションを統合し、ソリューションの構成を実施してから、その構成がエンド ポイント
に到達するまでの間にタイミングエラーが発生する可能性を排除します。このように設定を管理することで、Tanium機能のインスト ー
ル、設定、および使用する時間が大幅に短縮されるとともに、エンド ポイント のグループをより柔軟に特定の設定の対象にすることがで
きます。

エンド ポイント 設定は、Tanium Client Managementの一部としてインスト ールされます。詳細は、以下を参照してくだ
さい。Tanium Client Managementユーザガイド ：Client Managementのインスト ール

また、エンド ポイント 設定を使用して、また、エンド ポイント 設定の承認を管理することもできます。たとえば、エンド ポイント 設定で承認
権限を持つユーザが構成の変更を承認するまで構成変更が展開されないようにできます。Threat Responseの設定変更の承認に必
要なロールと権限についての詳細は、ユーザロールの要件(ページ67)を参照してください。
エンド ポイント 設定を使用して承認を管理するには、構成の承認を有効にする必要があります。
1.

メインメニューから、[Administration (管理)] > [Shared Services (共有サービス)] > [Endpoint Configuration (エンド ポイント
設定)] に移動して、エンド ポイント 設定の [Overview (概要)] ページを開きます。

2.

[Settings (設定)] をクリックし、[Global (グローバル)] タブをクリックします。

3.

[Enable configuration approvals (構成の承認を有効化)] を選択し、[Save (保存)] をクリックします。

エンド ポイント 設定についての詳細は、Tanium エンド ポイント 設定ユーザガイド を参照してください。
対象のエンド ポイント にClient Recorder Extensionバージョン1.xが存在する場合は、Client Recorder Extensionバージョン2.xツール
をインスト ールする前に削除する必要があります。Client Recorder Extensionバージョン1.xが存在するエンド ポイント を対象にするに
は、次のQuestionを使用します。Legacy - Recorder Installed 。[Supported Endpoints (サポート されているエンド ポイント )]
列にNo (いいえ)と表示された場合は、エンド ポイント にClient Recorder Extension 2.xツールをインスト ールする前に、Client
Recorder Extensionバージョン1.xを削除する必要があります。Client Recorder Extensionバージョン1.xを削除するには、対象のエン
ド ポイント にRecorder - Remove Legacy Recorder [オペレーティングシステム] パッケージを展開します。
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TraceおよびDetectの構成をThreat Responseに移行する
DetectまたはTraceからThreat Responseへのアップグレード でThreat Responseソリューションをインスト ールすると、既存のTraceまた
はDetectの構成はすべて自動的に移行されます。移行プロセスを開始する必要があります。
1.

Threat Response 概要ページでヘルプをクリックし 、移行タブをクリックします。

2.

[Start Migration (移行を開始)]をクリックします。

3.

TraceとDetect構成データはインポート されます。データの移行に問題があれば、移行は失敗を報告し、失敗の原因となった問
題を説明します。移行ページのメッセージを確認して問題を解決してください。

4.

移行を実行することを確定します。

TraceとDetectデータを移行した後、TraceとDetectデータをTraceおよびDetecモジュールのスタンド アロンインスト ールから削除できま
す。
1.

Threat Response 概要ページでヘルプをクリックし 、移行タブをクリックします。

2.

[Start Cleanup (クリーンアップを開始)]をクリックします。

3.

TraceとDetect構成データはスタンド アロンモジュールインスト ールから削除されます。

4.

移行を実行することを確定します。

サービスアカウント の資格情報を設定する
定期的な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。ユーザはThreat
ResponseService Accountロールが割り当てられてる必要があります。
このサービスアカウント はThreat Response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。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ98

1.

Threat Responseのホームページから、[設定] をクリックします。

2.

[Service Account (サービスアカウント )] タブで、Tanium Serverの有効な資格情報を入力します。

3.

[Submit (送信)] をクリックします。

Taniumソリューションの依存関係を管理する
初めてThreat Responseワークベンチを起動すると、Tanium Consoleは、Threat Responseに必要なすべての依存関係の必要な
バージョンがインスト ールされているか確認します。Threat Responseワークベンチを読み込むには、必要なTanium依存関係のすべて
がインスト ールされている必要があります。環境にインスト ールされていないTanium依存関係があると、バナーが表示されます。
Tanium Consoleは、必要なTanium依存関係と必要なバージョンを一覧表示します。
1.

Tanium Consoleが依存関係として挙げたモジュールおよび共有サービスをインスト ールします。詳しくは、『Tanium Console
ユーザガイド 』の 「特定のソリューションをインポート /再インポート /更新する」を参照してください。

2.

メインメニューから[Modules (モジュール)] > Threat Response に移動してThreat Responseの[Overview (概要)]ページを開
きます。

Threat Responseをバージョンアップグレードする
Threat Responseソリューションに対するアップグレーをインポート し、既存のインテリジェンスを移行すると、を最新バージョンにアップグ
レード できます。
アップグレード する前に、Tanium Health Checkを使用して、Tanium環境に関連する問題やリスクを解決するために使用できるレポー
ト を生成します。Tanium Health Checkが報告した問題を修正し、アップグレード 中に発生する問題を軽減します。この報告を使用
して、Tanium環境のパフォーマンス向上の機会を発見することもできます。詳細については、Tanium Health Checkユーザガイ
ド ：Health Checkの概要を参照してください。
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バージョン1.x以前からのアップグレード の場合、エンド ポイント のmonitor.dbファイルは、recordor.dbのプルーニン
グが初めて発生した後に削除されます。調査のために、または履歴としてエンド ポイント のmonitor.dbを保存する場
合は、Threat Response 2.0またはそれ以降にアップグレード する前に、エンド ポイント からmonitor.dbをダウンロード し
ておきます。

Threat Responseをアップグレード する手順については、Tanium Consoleユーザガイド : Taniumモジュールの管理を参照してくださ
い。アップグレード したら、正しいバージョンがインスト ールされていることを確認します。Threat Response バージョンを確認する(ページ
100)を参照してください。
Threat Responseのアップグレード では、環境内のすべてのエンド ポイント のThreat Responseツールパッケージを自動的にアップグ
レード するよう選択することで、Threat Responseツールの最新バージョンが配布されるようにできます。自動設定を使用したThreat
Responseのインポート では、デフォルト でこのオプションが設定されています。エンド ポイント 上のThreat Responseツールを自動的に
アップグレード しない場合は、このアップグレード 設定を変更できます。

自動アップグレード は、メジャー バージョン間のアップグレード を自動的に実行するものではありません。

1.

Threat Responseの概要ページから [Settings (設定)] をクリックします。

2.

[サービス] > [自動アップグレード ] をクリックします。

3.

[Create Actions to Automatically Upgrade Threat Response Tools on Endpoints (エンド ポイント のThreat Response
ツールを自動的にアップグレード するアクションを作成)] 設定を選択または選択解除します。

Threat Response バージョンを確認する
Threat Responseのインポート またはアップグレード 後、正しいバージョンがインスト ールされていることを確認します。
1.

ブラウザを更新します。

2.

メインメニューから [Modules (モジュール)]> Threat Response に移動して Threat Responseの [Overview (概要)] ページを開
きます。

3.

バージョン情報を表示するには、Info をクリックします。

ト ラブルシューティングする
Threat Responseのインスト ールで問題が発生した場合は、ト ラブルシューティング(ページ202)を参照してください。
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インテリジェンスの追加
インテリジェンスは、エンド ポイント の悪意のある動作を示すと考えられる条件の定義です。Threat Responseは、複数のインテリジェン
ス情報元を利用して、環境内の潜在的な脅威を特定し、アラート を出すことができます。サード パーティ製のインテリジェンスソースをサ
ポート するだけでなく、Taniumはシグナルという脅威インテリジェンスを提供します。インテリジェンス文書とシグナル(総称してインテリ
ジェンスと言う)は、エンジンとインタラクト して包括的な監視と警告を提供します。
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。

インテリジェンスのフィード に接続するときは必ず相互(双方向)認証とTLS暗号化を使用してください。双方向認証と
データ暗号化には、プライバシーに関連するメリット があります。たとえば、暗号化キーが侵害されても、過去に記録さ
れたTLS通信を復号化することができなくなります。

シグナル
シグナルは、エンド ポイント のテレメト リイベント をリアルタイムで監視する機能を提供します。たとえば、プロセス、ネット ワーク、レジスト
リ、ファイルイベント に悪意のある動作や攻撃技術がないか監視できます。特定の兆候に焦点を当てた他の静的な形態のインテリジェ
ンスと異なり、シグナルはどこまでもヒューリスティックであり、たえず関連性があります。
シグナルはさまざまな形でエンジンと交信されます。シグナルはレコーダを使用して継続的に評価され、エンド ポイント 上のライブプロセ
スイベント と一致検索することができます。シグナルは、イベント を相関し、なにか正常でないという行為ベースのインジケータを検索す
ることで悪意のあるアクティビティを識別する助けになります。Taniumからの直接的な情報元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。複雑なフィルタ式の例については、関連情報：シグナルの編集を参照してください。

インテリジェンス構成にシグナルを追加すると、エンド ポイント 上のレコーダプロセスが有効になり、Tanium監査ルール
が読み込まれます。これは、レコーダ構成を有効にしない場合も行われます。

シグナルがレコーダデータベースを使用して評価され、イベント が一致すると、生成されるアラート にその一致内容が表示されます。レ
コーダ構成に特定のイベント に対するフィルタがある場合は、そのイベント に一致するシグナルによってもアラート を生成できます。レコー
ダデータベースを使用してをシグナルを評価されるようにするには、アクティブなプロファイルでインテリジェンス構成とレコーダ構成の両方
を有効にする必要があります。
シグナル構文(サポート されているオブジェクト 、プロパティ、条件などで構成)に関する包括的なリファレンスが、評価エンジンのド キュメ
ント にあります。評価エンジンのド キュメント にアクセスするには、Threat Responseの概要ページで をクリックし、[Evaluation Engine
(評価エンジン)]タブをクリックします。

シグナルは、常にレコーダデータベースを使用して評価されるわけではない
レコーダデータベースを使用してシグナルを評価できないケースがあります。たとえば、レコーダがシグナルを生成できても、レコーダデータ
ベースに記録されないことがあります。また、イベント は記録されているが、シグナルに一致するイベント が過去に発生しすぎていたため、
レコーダデータベースからパージされているケースもあります。レコーダデータベースを使用してシグナルを評価できない場合は、デプロイ
したプロファイルでレコーダ構成が有効になっていることを確認します。
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レコーダ構成で記録イベント タイプとしてイメージ読み込みを選択していない場合は、そのイメージイベント タイプを使
用するシグナルによって、アラート 詳細に「一致するイベント はありません」警告が表示されます。詳細は、レコーダ構成
を参照してください。

Threat Responseはサード パーティのレピュテーションサービスと統合できます。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を
受け、Threat Responseはそのハッシュ評価でインテリジェンスを強化します。[Intel details (インテリジェンス詳細)]ページの
[Definition (定義)]と[Engine Analysis (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。

インテリジェンスの情報元を設定 する
インテリジェンスソースは、外部ソースからの一連のインテリジェンス文書です。ソースは、ネット ワーク内のベンダーまたはフォルダの場合
があります。ソースを手動で、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。
インテリジェンス情報元は、Module Serverで実行されているThreat Response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
環境にデプロイされていて、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Module Server上でイ
ンテリジェンスプロバイダのURLを許可する必要があります。

Threat Responseコンポーネント の問題を解決する
Threat Responseでは数通りのデータ形式を利用できます。使用できる情報元は次の通りです。
l

Tanium Signalフィード

l

iSIGHT Partners ThreatScape

l

Trusted Automated eXchange of Indicator Information (TAXII™)

l

Palo Alto Networks Wildfire

l

Tanium Module Server上のフォルダ

Tanium Signalsフィード に接続する
Tanium Signalsフィード は、Windowsエンド ポイント 上でのよくある攻撃パターンを検出するように設計された、定期的に更新されるシ
グナルのスト 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。
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1.

[Threat Response] メニューから [Intel (インテリジェンス)] > [Sources (情報元)] をクリックします。[New Source (新規ソース)]を
クリックします。

2.

[Type (種類)] ド ロップダウンメニューから、[Tanium Signals ] を選択します。

3.

(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 に使用します。別のフィード に対するサポート が必要な場合は、Taniumサポート に問い合わせる
(ページ208)を参照してください。

4.

[Require Tanium Signature (Tanium署名が必要)]チェックボックスを選択すると、Tanium検証済みシグナルのみが使用され
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.

[Create (作成)]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。
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エアギャップ環境でのTanium Signalsフィード の設定
Tanium Appliance上のエアギャップ環境でTanium Signalsフィード を設定する場合は、関連情報：エアギャップのサポート ：Tanium
Threat Response Signalsをインスト ールまたは更新するを参照してください。
Threat Responseバージョン1.0～1.3を使用している場合は、Tanium Detect Signals v2をダウンロード します。
Threat Responseバージョン1.4または現在のバージョンを使用している場合は、Tanium Detect Signals v3をダウンロード します。
エアギャップ環境でシグナルをデプロイするには、https://content.tanium.com/files/misc/ThreatResponse/ThreatResponse.htmlに移
動して、インターネット に接続できるコンピュータからTanium Detect Signalsをダウンロード します。問題が発生した場合は、Taniumサ
ポート に問い合わせる(ページ208)を参照してください。
ダウンロード が完了したら、Threat ResponseがアクセスできるWebサーバに.ZIPファイルをホスト します。このコンテンツのホスト には、
Tanium Serverを利用できます。コンテンツをホスト したら、次の手順に従って、Tanium Signalsフィード に接続します。
たとえば、.ZIPファイルを、Tanium ServerのHTTPディレクト リのsignalsという名前のサブディレクト リに保存できるとしましょう。この例
では、Signalsフィード の作成で次のURLを使用します。
https://my.tanium.server/signals/DetectSignals.zip
このシナリオでは、コンテンツはTanium Serverから直接ダウンロード します。このため、[Require Tanium Signature (Tanium署名を
要求)] オプションの選択を解除する必要があります。環境で自己署名証明書を使用している場合は、[Ignore SSL (SSLを無視)] オ
プションを選択します。
シグナルのダウンロード はMosule Serverにすべて記録されます。

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。
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1.

[Threat Response] メニューから [Intel (インテリジェンス)] > [Sources (情報元)].をクリックします。[New Source (新規ソース)]
をクリックします。

2.

[Type (種類)]ド ロップダウンメニューから [iSight] を選択します。

3.

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。

4.

[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。

5.

(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。

6.

[Create (作成)]をクリックします。
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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。TaniumはサブスクリプションベースのTAXIIサー
バをサポート していません。TAXIIサーバはコレクションベースである必要があります。
1.

[Threat Response] メニューから [Intel (インテリジェンス)] > [Sources (情報元)].をクリックします。[New Source (新規ソース)]
をクリックします。

2.

[Type (種類)] ド ロップダウンメニューから [TAXII] を選択します。

3.

名前と説明を追加します。

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。
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5.

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。

6.

[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。

7.

オプションのセキュリティ選択を行います。

8.

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。

9.

[Create (作成)]をクリックします。

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。Palo AltoのWildfireは、この
統合がTanium Connectを使用して実行され、エンジンにIOCが作成されるという点で他のインテリジェンス情報元と異なります。詳細
は、Tanium Connectユーザガイド ：Palo Alto NetworksのWildFireおよびTanium Threat Responseの設定を参照してください。

Palo Alto Wildfireに対する設定では、PANファイアウォールがPalo Altoの自己署名が入った証明書を使用するように
する必要があります。

ローカルディレクト リまたはリモート 共有を使用する
Module Server上のローカルディレクト リセット からインテリジェンスをスト リームします。Module Serverホスト コンピュータのシステム管理
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。
1.

Tanium Detectサービスを停止します。

2.

ディレクト リを<Tanium Module Server>/services/detect3-files/data/detect-blobs/folder-streamroots.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。

3.

Tanium Detectサービスを再開します。

4.

[Threat Response] メニューから [Intel (インテリジェンス)] > [Sources (情報元)].をクリックします。[New Source (新規ソース)]
をクリックします。
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5.

[Type (種類)] 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。

6.

名前と説明を追加します。

7.

Tanium Module Serverの完全なディレクト リパスを指定します。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。

8.

(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。

9.

(オプション)[Allow schema invalid documents (スキーマが無効なド キュメント を許可)]をクリックし、誤ってフォーマット された可
能性のあるインテリジェンスのインポート を有効にします。無効なド キュメント は、個々のインテリジェンスページのタイプの横に警
告を表示します。

10.

[Create (作成)]をクリックします。

Tanium Applianceへのファイル共有のマウント については、Tanium Applianceユーザガイド ：ソリューションモジュールのファイル共有マ
ウント を設定するを参照してください。
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サブスクリプションの選択肢が追加されるなど、既存の情報元が編集された場合、Threat Responseは60秒おきに新しいインテリジェ
ンスド キュメント のインデックスを作成してダウンロード 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。
プロキシサーバを使用して情報元を利用するためのレジスト リ設定についての詳細は、Tanium Core Platformインスト ールガイド ：サー
バのプロキシ設定を参照してください。

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.

[Threat Response] メニューから、[インテリジェンス] > [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。

これで、削除した情報元に関連付けられていたインテリジェンスド キュメント は、unknown情報元に関連付けられます。unknown情報
元のインテリジェンスを管理するには、孤立インテリジェンスド キュメント を表示するを参照してください。

レピュテーションサービスを設定する
レピュテーションデータは、どのアラート が詳細な分析とアクション用に保存するのに適した対象かを知る手がかりになります。Threat
Responseは、Tanium™ Connectと統合することにより、VirusTotalやPalo Alto NetworksのWildFireなどのサード パーティのレピュテー
ションデータを利用することができます。保存済みQuestionでハッシュが検出されない限り、ブロックリスト に登録されたハッシュが結果に
含まれることはありません。
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設定する(ページ109)。

2.

Threat Responseでレピュテーションの情報元を作成する(ページ109)。

Connectでレピュテーションデータを設定する
Tanium Connectで、保存済みQuestionの情報元からTanium Reputation接続先への接続を作成します。この接続によって、
Connectの保存済みQuestionからReputationへのハッシュのリスト の送信が開始されます。検知サービスは、サブスクリプションの合間
のたびに、検出済みのすべての悪意のあるハッシュについてReputationにクエリを発行します。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 Reputationの概要を参照してください。

Threat Response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から特定のデータを検索するようThreat Responseを設定します。
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1.

[Threat Response] メニューから [Intel (インテリジェンス)] > [Sources (情報元)].をクリックします。[New Source (新規ソース)]
をクリックします。

2.

[Type (種類)] 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。

3.

レピュテーションの情報元にIOC 1つあたりのレピュテーション数を入力します。この値は、インテリジェンスド キュメント 1つあたりの
レピュテーション数を表し、レピュテーションごとに最大3つのハッシュ(md5、sha1、sha256)を含めることができます。

4.

サブスクリプション間隔(分)を入力します。検知サービスは、サブスクリプションの合間のたびに、検出済みのすべてのハッシュデー
タについてレピュテーションサービスにクエリを発行します。

5.

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。

6.

[Create (作成)]をクリックします。
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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。

レピュテーションのハッシュに関する保存済みQuestionをはじめとするレピュテーションインテリジェンスの情報元
(Reputation 5.0.0以降が必要)は、Tanium Connect内で完全に構成および管理する必要があります。Reputation
インテリジェンス の命名規則は、Malicious Files $Date:$TimeからReputation Malicious Files
$Date:$Timeに変更されています。また、アップグレード の前に存在していたレピュテーションインテリジェンスは、シグ
ナル名にアップグレード の日付と時刻を付加した名前に変更されています。

シグナルを追加する
アクティブなプロファイルでレコーダ構成が有効になっていると、レコーダによって、エンド ポイント 上でライブプロセス、ファイル、ネット ワー
ク、レジスト リ、およびDNSイベント の一致がないかシグナルが監視されます。アクティブなプロファイルでレコーダ構成が有効にされてい
なくても、シグナルに一致するものがあるとアラート が発生します。ただし、発生したアラート に、シグナルに一致したもののコンテキスト に
関する具体的な情報は表示されません。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。
1.

[Threat Response] メニューから [Intel (インテリジェンス)] > [Documents (ド キュメント )] をクリックします。

2.

[Add (追加)] > [Upload Signal(s)(シグナルのアップロード )] をクリックします。

3.

名前と説明を追加します。

4.

対象のシグナルのオペレーティングシステムを選択します。

5.

MITRE技術IDを選択します。MITRE技術IDを選択すると、MITRE攻撃フレームワークにシグナルを沿わせ、さまざまな戦術や技
術にマッピングするのに役立てることができます。1 つのシグナルに複数の技術IDを割り当てることができます。

6.

シグナルを設定します。詳細は、関連情報：シグナルの作成(ページ209)を参照してください。

7.

(オプション)説明を追加します。

8.

[Save (保存)] をクリックします。
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イベント がフィルタ(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(ページ102)を参照してください。

シグナルをインポート /エクスポート する
異なるプラット フォーム間でシグナルをインポート およびエクスポート することができます。たとえば、テスト システムからシグナルをエクス
ポート し、本番のシステムにインポート できます。シグナルはJSONファイルの形式でインポート /エクスポート します。ファイルのサイズは1
MBに制限されています。

エクスポート シグナル
1.

[Threat Response] メニューから [Intel (インテリジェンス)] > [Documents (ド キュメント )] をクリックします。

2.

エクスポート するシグナルを選択し、[Actions (アクション)] > [Export (エクスポート )] をクリックします。シグナル以外のインテリジェ
ンスド キュメント はエクスポート から除かれます。

3.

シグナルに関連付けられたラベルと抑制ルールを保持する場合は、エクスポート に含める各シグナルについて、[Include all
Labels (すべてのラベルを含む)] と [Include all Suppressions (すべての抑制を含む)] を選択します。[OK]をクリックします。ラベ
ルまたは抑制を含める選択をしなかった場合、シグナルは関連付けられたラベルまたは抑制ルールなしでエクスポート されます。
シグナルのエクスポート では、シグナル固有の抑制ルールのみがシグナルに含まれます。抑制ルールのページから
グローバル抑制ルール情報をエクスポート することができます。

4.

エクスポート 用のJSONファイルが作成されます。JSONファイルの名前を指定して、[Export (エクスポート )] をクリックします。

インポート シグナル
1.

[Threat Response] メニューから [Intel (インテリジェンス)] > [Documents (ド キュメント )] をクリックします。

2.

[追加] > [Upload Signal(s)(シグナルのアップロード )] をクリックします。

3.

インポート するシグナルに対応するJSONファイルを参照します。[OK]をクリックします。[Next (次へ)] をクリックします。

4.

関連付けられている抑制ルールまたはラベルが異なるかどうかに関係なくシグナルがすでに存在する場合は、[Action (アクショ
ン)] > [Skip (スキップ)] を選択してシグナルをインポート しないようにします。[Next (次へ)] をクリックします。

5.

インポート したシグナルのリスト を確認し、[Finish (終了)] をクリックします。
MITRE技術IDを含むシグナルをエクスポート し、関連付けられたMITRE技術IDのない同じシグナルが存在する環境に
インポート すると、同じ内容でMITRE技術ID情報が追加された新しいシグナルが作成されます。結果として、MITRE
技術情報があるシグナルと、MITRE技術情報のないシグナルの2つのシグナルが存在することになります。

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。
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1.

[Threat Response] メニューから [Intel (インテリジェンス)] > [Documents (ド キュメント )] をクリックします。

2.

[アップロード ] > [Upload IOC (IOCのアップロード )] をクリックします。

3.

インテリジェンスファイルを選択して[Upload (アップロード )]をクリックします。

4.

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、正常にアップロード された
ド キュメント とエラーのあるド キュメント が表示されます。

5.

[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 を作成する
ユーザー定義ルールに従ってインテリジェンスド キュメント を作成します。
Quick Addは、10[.]1[.]1[.]1や10.1.1.1.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.

[Threat Response] メニューから [Intel (インテリジェンス)] > [Documents (ド キュメント )] をクリックします。

2.

[Add (追加)] > [Quick Add (高速追加)]をクリックします。

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.

一致検索する情報を入力します。

5.

(任意)[Require exact match (完全一致が必要)] を有効にします。

6.

インテリジェンスのド キュメント の名前を入力します。長期的ユーザビリティのために、一貫性のある命名規則を使用してください。

7.

[Create (作成)]をクリックします。

インテリジェンスにラベルを付ける
ラベルを使用して、インテリジェンスを環境に関連性のあるセット に整理します。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。
カスタムラベルを作成することで、本番環境でのインテリジェンス化を管理することができます。Taniumが提供するラベルの名前は変更
されることがあります。一般にシグナルは自動的に更新され、ラベルの変更が本番環境で意図しない結果を引き起こす可能性があり
ます。ベスト プラクティスは、組織のオブジェクト 命名ガイド ラインに従ったカスタムラベルの命名規則を導入することです。

ラベルを適用する
1.

[Threat Response] メニューから [Intel (インテリジェンス)] > [Documents (ド キュメント )] をクリックします。

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。[Label (ラベル)]をクリックします。

3.

[Add Label (ラベルを追加)]をクリックして、新しいラベルを入力するか既存のラベルを選択します。

4.

[Save Changes (変更を保存)]をクリックします。
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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、Threat Responseは評価スキャンを制限する範囲を自動的に割り当てます。デフォルト では、すべてのYARAファイ
ルがライブファイルをスキャンするように設定されています。YARAファイルの評価範囲を変更できます。
1.

[Threat Response] メニューから [Intel (インテリジェンス)] > [Documents (ド キュメント )] をクリックします。

2.

インテリジェンス名をクリックして、[Search Scope (検索範囲)]タブをクリックします。

3.

評価スキャンの範囲を選択します。
1.

Live Files (ライブファイル)：この設定では、検知エンジンはファイルに実行中のプロセス(実行可能ファイルと読み込まれ
ているライブラリファイル)があるかどうかをチェックし、YARAルールを使用してディスク上のファイルをスキャンします。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。

2.

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。

3.

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。パスを追
加する場合は、必ずエント リの重複や空の値が追加されていないようにします。

4.

[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.

[Threat Response] メニューから [Intel (インテリジェンス)] > [Documents (ド キュメント )] をクリックします。

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。

展開前のインテリジェンスのテスト
インテリジェンスは、本番環境にデプロイする前にラボまたはテスト 環境でテスト してください。新しいIntelを作成し、
Quick Scansでエンド ポイント をテスト して、インテリジェンスが想定内容と一致すること、またインテリジェンスに大量の
誤判定がないことを確認します。

本番環境でインテリジェンス化する準備ができたら、ベスト プラクティスとして次のプロセスが推奨されます。
1.

本番環境で新しいインテリジェンスをインポート または作成します。

2.

テスト 目的に適切と判断した少数のエンド ポイント を含むコンピュータグループに対してインテリジェンスをクイックスキャンします。
Tanium Consoleユーザガイド ：コンピュータグループを作成するを参照してください。インテリジェンスのパフォーマンスを確認しま
す。たとえば、インテリジェンスが一致検索で検知し、侵害の兆候(IOC)に関するアラート が生成されることを確認します。

3.

インテリジェンスが最終的に対象にするエンド ポイント 全体の約10%を含むAlpha版コンピュータグループに対してインテリジェンス
のクイックスキャンを実行します。インテリジェンスのパフォーマンスを確認します。必要に応じてインテリジェンスを修正します。
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4.

新しいインテリジェンスにAlphaラベルを追加してデプロイします。詳細は、インテリジェンスにラベルを付けるとインテリジェンスをデ
プロイするを参照してください。インテリジェンスがデプロイされるのを待ちます。インテリジェンスのパフォーマンスを確認します。必
要に応じてインテリジェンスを修正します。

5.

インテリジェンスが最終的に対象にするエンド ポイント 全体の約20%を含むBetaコンピュータグループに対してインテリジェンスのク
イックスキャンを実行します。インテリジェンスのパフォーマンスを確認します。必要に応じてインテリジェンスを正しく修正します。

6.

新しいインテリジェンスにBetaラベルを追加してデプロイします。インテリジェンスがデプロイされるのを待ちます。インテリジェンスの
パフォーマンスを確認します。必要に応じてインテリジェンスを修正します。

7.

Threat Response Productionコンピュータグループに対してインテリジェンスのクイックスキャンを実行します。インテリジェンスのパ
フォーマンスを確認します。必要に応じてインテリジェンスを修正します。

8.

新しいインテリジェンスにProductionラベルを追加してデプロイします。これで、インテリジェンスが本番環境に全面的にデプロイさ
れました。引き続きインテリジェンスのパフォーマンスを確認し、必要に応じて改善します。
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エンドポイント のスキャン
エンジンは、インテリジェンスド キュメント と定義したシグナルを使用して、各エンド ポイント をスキャンします。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、およびレコーダ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 がエンド ポイント から収集され、Threat Responseに報告されます。そこからさらに掘り下げてエ
ンド ポイント を調査できます。
使用可能なスキャンには、バックグラウンド スキャンとクイックスキャンの2通りあります。バックグラウンド スキャンとクイックスキャンは補完
的です。バックグラウンド スキャンはすべてのインテリジェンスに対してスケジュールに従って実行されます。クイックスキャンは即時的であ
り、新しいインテリジェンスのテスト や試験利用などの用途向けです。このようにして、クイックスキャンを使用して特定のインテリジェンス
の結果をテスト して、インテリジェンスが意図したアラート が生成されるよう適切に修正されているか確認できます。また、バックグラウンド
スキャンでは、定期的にスキャンを行うことができます。

バックグラウンドスキャン
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。スキャンが実行され
ると、エンジンは最初に最後のスキャンをチェックして、スキャンが中断されたかどうかを確認します。スキャンが中断された場合、エンジ
ンは新たなスキャンを開始する代わりにスキャンを再開します。スキャンの詳細(アクティブな構成ID、リビジョンID、およびインテリジェンス
リビジョンなど)は同じである必要があります。詳細が一致しない場合、新しいスキャンが開始されます。
エンジンの構成を編集するには、エンジンの構成を参照してください。

クイックスキャン
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、イベント 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。最上位のオブジェクト を含むシグナルに対してクイックスキャンを使用することはできませ
ん。たとえば、ancestry.pathなどです。
クイックスキャンが開始された時点でバックグラウンド スキャンが実行されている場合、バックグラウンド スキャンは一時停止し、クイックス
キャンが終了すると再開します。
クイックスキャンは、ディスク使用率やCPU制限率など、システムレベルのリソース消費の面でバックグラウンド スキャンと異なる制約があ
ります。デフォルト では、クイックスキャンはCPU使用率を25%、ディスク使用率を50%に絞ります。
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クイックスキャンは、Questionとしてエンド ポイント で実行されます。特定のプロファイル内のエンジン構成のクイックスキャン設定で、プロ
ファイルが対象とするコンピュータグループに含まれるエンド ポイント でのクイックスキャンの実行方法を指定できます。展開したプロファイ
ルにエンジン設定がなくても、Threat Responseツールをデプロイしている場合は、クイックスキャンを実行することができます。その場合
は、デフォルト のバックグラウンド スキャンリソース制限が適用され、CPU使用率が5%、ディスク使用率が20%に絞られます。
このようなスキャンがエンド ポイント に暗黙で課すしきい値を考慮することは重要です。共有インフラスト ラクチャでクイッ
クスキャンを連続して開始すると、大量のリソース消費を受け入れる容量があるかどうかを考慮する必要があります。
詳細は、Questionとセンサーのしきい値の管理を参照してください。

1.

[Threat Response] メニューから[インテリジェンス]に移動します。インテリジェンスの名前をクリックします。[アクション] > [クイックス
キャン]をクリックします。

2.

コンピュータグループを選択します。

3.

[Start Scan (スキャン開始)]をクリックします。

クイックスキャンの実行中は、Threat Response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。警告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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構成の作成
概要
構成とは、Threat Responseコンポーネント の動作を制御する一群の設定です。各Threat Responseコンポーネント にさまざまな構成
を作成することで、特定のエンド ポイント グループでの動作の仕方を制御することができます。
たとえば、エンド ポイント の1つのグループに適用してスキャンしたいが、他のグループはそのままにしておきたいことがあるでしょう。Threat
Response機能の一部を特定のエンド ポイント グループに適用することもできます。構成を用いて、どのインテリジェンスを適用するか、
いつどのようにしてインテリジェンスを評価するか、ファイルシステムをどのようにインデックスするか、企業内のすべてのエンド ポイント 上に
どのイベント を記録するかをカスタマイズできます。
1つまたは複数のコンピュータグループに割り当てられたプロファイル内のインテリジェンス、エンジン、レコーダ、インデックス用の構成を統
合できます。対象コンピュータグループに適用しやすいように構成をインポート /エクスポート できます。
Threat Responseには、それぞれのオペレーティングシステムに一般的な設定を含む構成サンプルが用意されています。構成サンプル
は編集できませんが、コピーして、構成の作成およびプロファイルへの適用のテンプレート として利用できます。

エンジン構成を作成する
エンジン構成は、エンジンにインテリジェンスの一致を検索するためにエンド ポイント をスキャンするように指示します。特定の時間にス
キャンされないようにブラックアウト 時間を含めることで、重要なエンド ポイント がスキャンされないようにしたり、エンジンがアクティブな時
間を制限したりすることができます。
1.

[Threat Response] メニューで [Management (管理)] > [Configurations (設定)] をクリックします。[Create (作成)] > [エンジ
ン]をクリックします。

2.

[General Settings (一般設定)]セクションでエンジン構成の名前と説明を入力します。

3.

[Engine Options (エンジンオプション)]セクションで、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。

4.

[Advanced Engine Settings (詳細なエンジン設定)]を設定します。

5.

[Save (保存)] をクリックします。
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エンジン構成をエンド ポイント にデプロイした後、インテリジェンスの一致の結果である警告を表示、管理できます。警告の管理を参照
してください。

インテリジェンスの構成を作成する
インテリジェンスの構成は、コンピュータグループへのデプロイ用にグループ化できる一連のインテリジェンスで、エンド ポイント に効率的に
適用します。たとえば、Linuxエンド ポイント のみを含む、あるいは仮想アセット のみを含むコンピュータグループを対象とするインテリジェ
ンス構成を作成することができます。
1.

[Threat Response] メニューで [Management (管理)] > [Configurations (設定)] をクリックします。[Create (作成)] > [Intel
(インテリジェンス)]をクリックします。

2.

[General Settings (一般設定)]セクションでインテリジェンス構成の名前と説明を入力します。

3.

[Intel (インテリジェンス)]セクションで、[Add Intel (インテリジェンスを追加)]をクリックします。追加するインテリジェンスを選択して
ください。[Add (追加)]をクリックします。

4.

Threat Responseに追加したインテリジェンスを選択します。[OK]をクリックします。

5.

[Save (保存)] をクリックします。

インテリジェンス構成をエンド ポイント にデプロイした後、エンド ポイント 上でインテリジェンスが一致した場合に警告を生成するエンジン
構成を作成できます。

インデックスの構成を作成する
インデックス構成を使用して、保存ファイルに関する脅威の兆候を検知および報告することができます。インデックスはローカルファイル
システムのインデックスを作成し、ファイルハッシュを計算して、エンド ポイント 上のSQLiteデータベース内のファイル属性とマジックナン
バーを収集します。
インデックス構成は、エンド ポイント のローカルファイルシステムでのファイルインデックスとハッシュの発生方法を決定します。インデックス
を使用すれば、エンド ポイント のリソース使用率を最小限に抑え、利用可能な場合はファイルシステムのジャーナル処理と連携するよう
に最適化できます。
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1.

[Threat Response] メニューで [Management (管理)] > [Configurations (設定)] をクリックします。[Create (作成)] > [Index
(インデックス)]をクリックします。インデックス構成の名前と説明を入力します。

2.

[Index Settings (インデックス設定)]を設定します。

プロファイルでインデックスを有効にしているが、レコーダを有効にしたくない場合は、インデックスの構成で [変更
履歴] 設定が選択されていないことを確認してください。

3.

[Exclude From Hashing (ハッシュから除外)]セクションで[Add Hashing Exclusion (ハッシュ除外を追加)]をクリックして特定の
ファイルをハッシュから除外します。デフォルト のハッシュ除外が用意されており、一般的に除外されるパスとファイルが含まれてい
ます。ハッシュ除外の詳細については、インデックスとハッシュの除外を参照してください。

4.

[Exclude From Indexing (インデックスから除外)]セクションで[Add Indexing Exclusion (インデックス除外を追加)]をクリックし
て、正規表現とインデックスからの名前を使用して特定のファイルパスを除外します。デフォルト のインデックス除外が用意されて
おり、一般的に除外されるパスとファイルが含まれています。ハッシュ除外の詳細については、インデックスとハッシュの除外を参照
してください。

5.

[Save (保存)] をクリックします。

インデックス構成をエンド ポイント にデプロイした後、センサーを使用してインデックスファイルをクエリできます。センサーを使用したイン
デックスファイルのクエリの発行を参照してください。
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インデックスおよびハッシュ除外を作成する
性能を向上し、システムリソースを節約するために、ファイルをインデックスやハッシュから除外する構成を作成します。ハッシュを有効に
すると、インデックスされたファイルはすべてデフォルト でハッシュされます。
たとえば、一時ファイルに書き込みをするアプリケーションがある場合は除外を作成することを検討してください。除外すると、変更される
たびに一時ファイルのインデックスやハッシュが作成されなくなります。
ハッシュ
特定のファイルやパスをハッシュ値の計算から除外するために、ハッシュの除外を作成します。
1.

[Threat Response] メニューで [Management (管理)] > [Exclusions (除外)]をクリックして、[Hashing (ハッシュ)]を選択しま
す。[Create (作成)]をクリックします。オペレーティングシステムを選択して、除外の名前を指定します。

2.

インデックスから除外するパスに一致する正規表現を指定します。複雑なパターンを検索して、検索範囲を絞り込みます。たとえ
ば、(if|ip)config(\.exe)?$はifconfig、ipconfig、ifconfig.exe、ipconfig.exeに一致します。

3.

[Create (作成)]をクリックします。

インデックス
特定のファイルとパスをファイルシステムのインデックスから除外するための除外を作成します。
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1.

[Threat Response]メニューで [Management (管理)] > [Exclusions (除外)]をクリックして、[Indexing (インデックス)]を選択し
ます。[Create (作成)]をクリックします。オペレーティングシステムを選択して、除外の名前を指定します。

2.

インデックスから除外する正規表現を指定します。

複雑なパターンを検索して、検索範囲を絞り込みます。たとえば、(if|ip)config(\.exe)?$はifconfig、ipconfig、
ifconfig.exe、ipconfig.exeに一致します。
3.

[Create (作成)]をクリックします。

レコーダの構成を作成する
レコーダは各エンド ポイント 用のフォレンジックエビデンスをローカルデータベースに保存します。レコーダ構成設定を使用して、データ
ベースの容量をスト レージのサイズと日数によって制限できます。

Threat Response 2.5より前は、サポート されているすべてのオペレーティングシステムに共通のレコーダ設定が存在し
ていました。Threat Response 2.5以降は、この共通設定はオペレーティングシステム別の設定に置き換えられていま
す。レガシーのデフォルト のレコーダ構成が存在していて、デフォルト のプロファイルによってのみその設定が使用されて
いた場合は削除されます。カスタムプロファイルで使用されている場合は非推奨サフィックスの付いた名前に変更されま
す。カスタムプロファイルでレガシーのデフォルト 構成を使用する場合は、編集することができます。

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。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。
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1.

[Threat Response] メニューで [Management (管理)] > [Configurations (設定)] をクリックします。[Create (作成)] >
[Recorder (レコーダ)]をクリックします。レコーダ構成の名前と説明を入力します。

2.

[Database Configuration (データベース構成)]セクションで、レコーダデータベース用の設定を指定します。
a.

最大データベースサイズを指定します。最大データベースサイズに達すると、エンド ポイント によってイベント がパージされま
す。

b.

[Maximum Days to Retain Events (イベント を保持する最大日数)]にイベント を保持する日数を指定します。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。0を入力すると、履歴に基づいてイベント がパージされることはありま
せん。

c.

Tanium Clientプロセスを記録するかどうかを選択します。このオプションを選択すると、記録済みイベント にあるすべての
Tanium ClientプロセスとTanium Clientのすべての子プロセスが対象になります。

d.

データベースを暗号化するかどうかを選択します。デフォルト では、レコーダデータベース(recorder.db)はAES 128ビット 暗
号化を使用して暗号化されます。このデータを暗号化しない場合は、データベースの暗号化設定を選択解除します。こ
の設定を選択解除しても、暗号化されたデータベースが復号化状態に戻されることはありません。エンド ポイント を復号化
状態に変更する場合は、その設定を変更し、更新したプロファイルをデプロイしてから、Recorder - Reset Database
を使用してエンド ポイント にアクションを展開します。リセット アクションが完了すると、recordor.dbは復号化状態になりま
す。

3.

[Tanium Driver (Taniumド ライバ)] セクションで[Enforce Driver (ド ライバを使用)]を選択して、Tanium Event Recorderド ライ
バを使用してWindowsエンド ポイント でイベント を収集します。以前のバージョンからThreat Responseバージョン2.2.0にアップグ
レード した場合、デフォルト では既存の構成の[Enforce Driver (ド ライバを使用)] チェックボックスは選択されていません。Threat
Response 2.2.0を新規インスト ールした場合は、このチェックボックスがデフォルト で選択されています。

4.

[Recorded Events (記録済みイベント )] セクションで、現在の構成で記録するイベント の種類を選択します。

セキュリティイベント
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あります。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。
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グローバルイベント
グローバルイベント のイベント の種類は、オペレーティングシステム間で同じではありません。グローバルイベント には、以下
があります。
1.

レジスト リ
[Windows only]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。

2.

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接続のイベント が記録されます。

3.

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。例：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変更。

4.

DNS
[Windows 8.1 or later]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要求情報。

5.

イメージ読み込み
[Windows only]は、各エンド ポイント のイメージの読み込みに関する履歴データを返します。たとえば、
フルパスとハッシュ、画像に署名したエンティティ、あるいは画像に署名がない場合は「Unsigned (署名
なし)」の表示など。可能性のある例は、署名されていないDLLの読み込みです。[Image Loads (イ
メージ読み込み)] が選択されていない場合、イメージイベント タイプを使用するすべてのシグナルは、ア
ラート 詳細に「Unmatched Events (一致するイベント はありません)」警告が表示されます。

6.

ド ライバ読み込み
各エンド ポイント の ド ライバの読み込みに関する履歴データを返します。たとえば、ド ライバのフルパスや
ハッシュです。デフォルト では、ド ライバ読み込みイベント は選択されていません。Windowsで [Driver
Loads (ド ライバ読み込み)] を選択すると、imageとprocess.path is 'system'のフィルタになりま
す。LinuxおよびmacOSで [Driver Loads (ド ライバ読み込み)] を選択すると、imageのフィルタになりま
す。

以前のバージョンからThreat Responseバージョン2.5以降へのアップグレード で、構成で
[Image Loads (イメージ読み込み)]が選択されていた場合は、[Driver Loads (ド ライバ読み込
み)] も選択されます。[Driver Loads (ド ライバ読み込み)] と [Image Loads (イメージ読み込
み)]は相互排他の関係ではありません。構成では一方または両方にチェックを入れることができ
ます。
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7.

HTTPヘッダー
[Windows only]接続が発生した時刻、接続の接続ID、リモート (接続)アド レス、ヘッダー名と値など、
エンド ポイント の接続からHTTPヘッダ情報を返します。エンド ポイント が再起動されるまでHTTPヘッ
ダーが取り込まれることはありません。

記録済みイベント としてHTTPヘッダーを使用する場合は、エンド ポイント のCPU使用率、特に
サーバが影響を受けることに注意してください。記録済みイベント としてHTTPヘッダーを取り込
む場合は、取り込んだヘッダーのあるエンド ポイント に対するパフォーマンスの影響を監視し、収
集を適切に調整する必要があります。

5.

[Filters (フィルタ)] セクションで [Manage File Filters (ファイルフィルタの管理)] をクリックして、既存のフィルタを選択します。使
用可能なフィルタのいずれかまたはすべてを選択します。既に作成されたフィルタのみを選択できます。フィルタの作成についての
詳細は、フィルタを作成するを参照してください。構成に追加するフィルタを選択したら、[Apply (適用)] をクリックします。[Filters
(フィルタ)] セクションで、フィルタのセット ごとに適用するメソッド を指定します。[Include (含める)] または [Exclude (除外する)] を
選択します。フィルタメソッド の詳細は、フィルタを作成するを参照してください。

6.

(Linuxのみ) [Advanced (詳細)] セクションでカスタム監査ルールを追加します。Linuxエンド ポイント 用のカスタム監査ルールを
指定します。監査ルールはauditdサービスに対するルールで、次の形式です。-a action,filter -S system_call -F
field=value -k key_name 。最大500のカスタム監査ルールを指定できます。

7.

[Save (保存)] をクリックします。

レコーダ構成をデプロイした後、構成を適用したエンド ポイント で発生したイベント を見ることができます。ライブエンド ポイント に接続し
てデータを検索するを参照してください。

スト リームの構成を作成する
スト リームは、エンド ポイント から大量のデータを収集して、外部の接続先に送信する機能を提供します。スト リームの構成により、環
境内のエンド ポイント にレコーダイベント を指定およびフィルタリングし、分析のためにJSON形式でそれらイベント をSIEMに直接エクス
ポート (スト リーミング)する方法を指定することができます。たとえば、Taniumの外部でさらにデータ分析またはフォレンジック調査を行え
るよう、フィルタを含むすべてのネット ワークイベント をChronicleやSplunk、またはElasticにスト リーミングするよう指定することができま
す。
1.

[Threat Response] メニューで [Management (管理)] > [Configurations (設定)] をクリックします。[Create (作成)] > [Stream
(取り込む)]をクリックします。スト リーム構成の名前と説明を入力します。

2.

[Management Method (管理方法)]を選択します。構成のパラメータは手動で提供することも、スト リーム構成の構成パラメー
タを含むJSONファイルをアップロード することもできます。[Manual (手動)] または [File Upload (ファイルのアップロード )]を選択し
ます。[File Upload (ファイルのアップロード )]を選択した場合は、[Browse for File (ファイルの参照)]をクリックし、アップロード す
るJSONファイルを選択します。JSONファイルには、スト リーム設定の設定パラメータを含みます。[Manual (手動)]を選択した場
合は、次の手順を実行します。
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3.

[Configuration (設定)]セクションで、[Destination Type (接続先の種類)]を選択します。追加で指定することを求められる設
定は、選択したDestination Type (接続先の種類)によって決まります。
Chronicle
1.

Chronicle設定のURL - Chronicleを設定するためのURL。HTTPS:// で始まる完全なURLを指定する必要がありま
す。

2.

API キー - 呼び出しを認証に使用するAPIキー。

3.

カスタマID - ご使用の環境のChronicleカスタマID。

ELK
1.

URL - Logstash HTTP入力のURL。

2.

信頼証明書 - TLSでELKにセキュア接続する場合に選択します。

Splunk HEC
1.

URL - Splunk REST APIにアクセスするためのURL。

2.

認証ト ークン - Splunk環境にアクセスするための認証ト ークン。このト ークンには、Splunk プレフィックスを含めないでくだ
さい。

3.

信頼証明書 - TLSでSplunkにセキュア接続する場合に選択します。

Splunk TCP
1.

ホスト - Splunkホスト の完全修飾ド メイン名。

2.

ポート - ホスト とのスト リーム通信用のポート 。

接続先へのスト リームに含まれるデータに関する統計情報の収集だけ行う場合は(実際にデータが送信されることはない)、[Dry
Run (ド ライラン)]を選択します。
スト リーム構成を作成した時、デフォルト では[Dry Run (ド ライラン)]は有効です。[Dry Run (ド ライラン)]の選択
を解除する前に、接続先へのスト リームに含まれるイベント データの量を分析してください。ド ライランは、スト リー
ム構成に対する効果的なエンド ツーエンド のテスト であり、接続先に指定されたURLへのアクセスをテスト しま
す。この設定が有効な場合、接続先にデータがスト リーミングされることはありません。データスト リーミングを実際
に行うには、無効にする必要があります。
Threat Response - Daily Stream Statsセンサーを使用して、送信されるデータ量を知ることができます。
4.

[Event Types (イベント の種類)]サブセクションで、スト リーミングするイベント の種類を選択します。イベント の種類についての詳
細は、イベント の種類を参照してください。

5.

[Advanced (詳細)]サブセクションで、[Filter Tanium Processes (Taniumプロセスのフィルタリング)]を選択して、記録済みイベ
ント にあるすべてのTanium ClientプロセスおよびTanium Clientのすべての子プロセスをフィルタリングします。たとえば、センサーを
実行するためにTanium ClientによってPythonが起動される場合は、記録済みイベント からフィルタリングします。
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6.

[Filters (フィルタ)] セクションで、[Manage Filters (フィルタの管理)] をクリックして、スト リーム設定で使用するフィルタを追加しま
す。既に作成されたフィルタのみを選択できます。フィルタの作成についての詳細は、フィルタを作成するを参照してください。構成
に追加するフィルタを選択したら、[Apply (適用)] をクリックします。[Filters (フィルタ)] セクションで、フィルタのセット ごとに適用す
るメソッド を指定します。[Include (含める)] または [Exclude (除外する)] を選択します。フィルタメソッド の詳細は、フィルタを作
成するを参照してください。

7.

[Save (保存)] をクリックします。

フィルタを作 成する
フィルタを利用して、記録するイベント 情報を定義することで、パフォーマンスへの影響を低減し、素早くイベント を識別できるようになり
ます。フィルタはレコーダおよびスト リーム構成で使用し、特定の種類のレコーダイベント に対して作成します。Threat Responseには、
構成で使用できるレコーダイベント の種類ごとにデフォルト のフィルタセット が用意されています。また、自分でフィルタを作成することもで
きます。フィルタは、含めることも除外することもできます。フィルタリングのIncludeメソッド では、指定したフィルタのみ含めるようデフォルト
のフィルタを置き換えることで、パフォーマンスへの影響を低減し、素早くイベント を識別できるようになります。フィルタリングのExcludeメ
ソッド では、指定した条件に一致するイベント が記録されなくなります。
構成ではプロセス、ファイル、ネット ワークイベント タイプを有効にしているが、Includeフィルタにプロセスイベント のみ含まれていると、ファ
イルおよびネット ワークイベント は記録されません。ネット ワークイベント にIncludeフィルタを使用すると、関連するプロセスイベント が自
動的に含まれます。

Includeフィルタでは、条件は使用できません。構成でIncludeフィルタを使用した場合、他のフィルタの種類に対するデ
フォルト のIncludeフィルタは提供されません。

1.

[Threat Response] メニューで [Management (管理)] > [Filters (フィルタ)] をクリックします。[Create (作成)]をクリックします。

2.

[Filter Type (フィルタの種類)]を選択します。
ファイル
ファイルフィルタでは、パスまたは操作の値が一致した時に記録するファイルの条件を定義します。
イメージ
イメージフィルタでは、パス、ハッシュ、または署名の値が一致した時に記録するイメージイベント の条件を定義します。
ネット ワーク
ネット ワークフィルタでは、定義済みのIPアド レス、ポート 、またはDNSクエリが一致した時に記録するネット ワークイベント
の条件を定義します。
プロセス
プロセスフィルタは、プロセスのパス、ハッシュ、ユーザ名、ユーザグループ、またはコマンド ラインに基づいてイベント を除外
します。
レジスト リ
レジスト リフィルタでは、特定のキーと値のペアが一致した時に記録するWindowsレジスト リイベント の条件を定義しま
す。
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ファイルシステム
システムファイルフィルタでは、Linux監査デーモン(auditd)ログから一致検索またはフィルタリングするファイルのパスまたは
操作を指定します。アクティビティレベルの高いLinuxエンド ポイント に対するパフォーマンスの影響を低減するには、記録
対象からシステムファイルを除外してください。

3.

[Operating System (オペレーティングシステム])を選択します。フィルタの名前と説明を指定します。

4.

[Filter Definition (フィルタの定義)]セクションで、[Filter Builder (フィルタビルダ)]をクリックします。

5.

[Add (追加)]をクリックします。種類、プロパティ、条件を選択します。使用可能なプロパティおよび条件は、フィルタの種類ごとに
異なります。プロパティと条件を使用して論理パターンを作成することで、特定のイベント を一致検索することができます。1つの
フィルタに複数の文を追加できます。追加する文ごとに、論理Andと論理Orを指定して、フィルタ内の文の関係を定義することが
できます。次表は、リファレンスとしてフィルタの種類ごとに使用できるプロパティと条件をとまとめています。

タイプ

プロパティ

使 用 できる条 件

コメント

ファイル

操作

is

create、

is not

write、
open_
write、
rename、
deleteのい
ずれか。

path

is

ファイルのフ

is not

ルパス。

contains (指 定 文 字 列 を含 む)
contains not
starts with (指 定 文 字 列 で始 まる)
starts with not
ends with (指 定 文 字 列 で終 わる)
ends with not
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タイプ

プロパティ

使 用 できる条 件

コメント

プロセス

path

is

プロセスの実

is not

行 可 能 ファイ

contains (指 定 文 字 列 を含 む)

ルのフルパ

contains not

ス。

starts with (指 定 文 字 列 で始 まる)
starts with not
ends with (指 定 文 字 列 で終 わる)
ends with not
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タイプ

プロパティ

使 用 できる条 件

コメント

hash (ハッシュ)

is

プロセスの実

is not

行 可 能 ファイ
ルのMD5ハッ
シュ。
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タイプ

プロパティ

使 用 できる条 件

コメント

command line (コマンドライン)

is

プロセスのフ

is not

ルコマンドライ

contains (指 定 文 字 列 を含 む)

ン。

contains not
starts with (指 定 文 字 列 で始 まる)
starts with not
ends with (指 定 文 字 列 で終 わる)
ends with not
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タイプ

プロパティ

使 用 できる条 件

コメント

user name (ユーザ名 )

is

プロセス実 行

is not

ユーザ名 。

contains (指 定 文 字 列 を含 む)
contains not
starts with (指 定 文 字 列 で始 まる)
starts with not
ends with (指 定 文 字 列 で終 わる)
ends with not
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タイプ

プロパティ

使 用 できる条 件

コメント

user group (ユーザグループ)

is

プロセス実 行

is not

ユーザのユー

contains (指 定 文 字 列 を含 む)

ザグループま

contains not

たはドメイン。

starts with (指 定 文 字 列 で始 まる)
starts with not
ends with (指 定 文 字 列 で終 わる)
ends with not
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タイプ

プロパティ

使 用 できる条 件

コメント

parent path (親 のパス)

is

親 プロセス

is not

ファイルのフ

contains (指 定 文 字 列 を含 む)

ルパス。

contains not
starts with (指 定 文 字 列 で始 まる)
starts with not
ends with (指 定 文 字 列 で終 わる)
ends with not
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タイプ

プロパティ

使 用 できる条 件

コメント

parent command line (親 のコマンドラ

is

親 プロセスの

イン)

is not

完 全 なコマン

contains (指 定 文 字 列 を含 む)

ドライン。

contains not
starts with (指 定 文 字 列 で始 まる)
starts with not
ends with (指 定 文 字 列 で終 わる)
ends with not
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タイプ

プロパティ

使 用 できる条 件

コメント

ancestry path (最 上 位 のパス)

is

親 プロセスい

is not

ずれかフルパ

contains (指 定 文 字 列 を含 む)

ス。

contains not
starts with (指 定 文 字 列 で始 まる)
starts with not
ends with (指 定 文 字 列 で終 わる)
ends with not
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タイプ

プロパティ

使 用 できる条 件

コメント

ancestry hash (最 上 位 のハッシュ)

is

親 プロセスい

is not

ずれかの
MD5ハッ
シュ。
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タイプ

プロパティ

使 用 できる条 件

コメント

ancestry command line (最 上 位 のコ

is

親 プロセスい

マンドライン)

is not

ずれかのフル

contains (指 定 文 字 列 を含 む)

コマンドライ

contains not

ン。

starts with (指 定 文 字 列 で始 まる)
starts with not
ends with (指 定 文 字 列 で終 わる)
ends with not
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タイプ

プロパティ

使 用 できる条 件

コメント

ancestry user name (最 上 位 のユー

is

親 プロセスい

ザ名 )

is not

ずれかの実

contains (指 定 文 字 列 を含 む)

行 ユーザ

contains not

名。

starts with (指 定 文 字 列 で始 まる)
starts with not
ends with (指 定 文 字 列 で終 わる)
ends with not
ancestry user group (最 上 位 のユー

is

親 プロセスい

ザグループ)

is not

ずれかの実

contains (指 定 文 字 列 を含 む)

行 ユーザの

contains not

ユーザグルー

starts with (指 定 文 字 列 で始 まる)

プまたはドメ

starts with not

イン。

ends with (指 定 文 字 列 で終 わる)
ends with not
signature status (署 名 ステータス)

is

verified、

is not

unverified
、no_
signature
のいずれか

signature issuer (署 名 発 行 者 )

is

プロセスの署

is not

名発行者。

contains (指 定 文 字 列 を含 む)
contains not
starts with (指 定 文 字 列 で始 まる)
starts with not
ends with (指 定 文 字 列 で終 わる)
ends with not
signature subject (署 名 対 象 )

is

プロセスの署

is not

名対象。

contains (指 定 文 字 列 を含 む)
contains not
starts with (指 定 文 字 列 で始 まる)
starts with not
ends with (指 定 文 字 列 で終 わる)
ends with not
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タイプ

プロパティ

使 用 できる条 件

コメント

ネット ワーク

address

is

IPv4リモート

is not

アドレス。

contains (指 定 文 字 列 を含 む)
contains not
starts with (指 定 文 字 列 で始 まる)
starts with not
ends with (指 定 文 字 列 で終 わる)
ends with not
port (ポート )

is

リモート ポー

is not

ト 番 号 。ネッ

contains (指 定 文 字 列 を含 む)

ト ワークイベ

contains not

ント で指 定 し

starts with (指 定 文 字 列 で始 まる)

たポート は送

starts with not

信 先 ポート と

ends with (指 定 文 字 列 で終 わる)

一 致 します。

ends with not

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。

dns query (DNSクエリ)

is

DNS解 決 用

is not

に要 求 された

contains (指 定 文 字 列 を含 む)

ホスト 名 。

contains not
starts with (指 定 文 字 列 で始 まる)
starts with not
ends with (指 定 文 字 列 で終 わる)
ends with not
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タイプ

プロパティ

使 用 できる条 件

コメント

レジスト リ

key path (キーのパス)

is

レジスト リ

is not

キーのフル パ

contains (指 定 文 字 列 を含 む)

ス(フルハイブ

contains not

名 を含 む)。

starts with (指 定 文 字 列 で始 まる)
starts with not
ends with (指 定 文 字 列 で終 わる)
ends with not
value name (値 の名 前 )

is

レジスト リ値

is not

の名 前 。

contains (指 定 文 字 列 を含 む)
contains not
starts with (指 定 文 字 列 で始 まる)
starts with not
ends with (指 定 文 字 列 で終 わる)
ends with not
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タイプ

プロパティ

使 用 できる条 件

コメント

イメージ

path (パス)

is

ファイルのフ

is not

ルパス。

contains (指 定 文 字 列 を含 む)
contains not
starts with (指 定 文 字 列 で始 まる)
starts with not
ends with (指 定 文 字 列 で終 わる)
ends with not
hash (ハッシュ)

signature status (署 名 ステータス)

is

MD5ハッ

is not

シュ。

is

verified、

is not

unverified
、no_
signature
のいずれか

signature issuer (署 名 発 行 者 )

is

プロセスの署

is not

名発行者。

contains (指 定 文 字 列 を含 む)
contains not
starts with (指 定 文 字 列 で始 まる)
starts with not
ends with (指 定 文 字 列 で終 わる)
ends with not
signature subject (署 名 対 象 )

is

プロセスの署

is not

名対象。

contains (指 定 文 字 列 を含 む)
contains not
starts with (指 定 文 字 列 で始 まる)
starts with not
ends with (指 定 文 字 列 で終 わる)
ends with not
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タイプ

プロパティ

使 用 できる条 件

コメント

ファイルシステム

path (パス)

is

ファイルのフ

is not

ルパス。

contains (指 定 文 字 列 を含 む)
contains not
starts with (指 定 文 字 列 で始 まる)
starts with not
ends with (指 定 文 字 列 で終 わる)
ends with not
operation (操 作 )

is

create、

is not

write、
open_
write、
rename、
deleteのい
ずれか。

プロパティ値には、整数、単純な英数字文字列を指定することができます。また、さらに複雑にして、スペースやバックスラッシュ、
16進コード 値などの他の文字を含めることもできます。プロパティ値に正規表現およびワイルド カード を使用することはできませ
ん。Windowsプラット フォームでは、指定されたプロパティ値に対する大文字小文字の区別は行われません。たとえば、
TaniumClientまたはtaniumclientは同じことです。start withやcontain、end withプロパティに対するパターンを作成するに
は、条件を使用し、フィルタに追加の文を追加します。英数字以外の値またはスペースを含む検索の場合は、値を一重引用符
で囲みます。一重引用符内の特殊文字をエスケープするため、次のシーケンスがサポート されています。
1.

\r キャリッジリターン

2.

\n 改行

3.

\t タブ

4.

\\ バックスラッシュ

5.

\' 引用符内の引用符

6.

\x シングルバイト の16進コード シーケンス。たとえば、\x20はスペース1つに変換されます。

シングルバイト の文字セット 以外のUTF-8文字を処理するには、16進コード が必要です。必要に応じて16進
コード を使用することで任意のUTF-8文字を追加できます。
サポート されているオブジェクト 、プロパティ、条件の詳細については、エンジンのマニュアルを参照してください。
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。
1.

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

2.

process.command_line contains 'evil' AND process.path starts with 'c:\\windows'
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6.

(任意)[Group (グループ)]をクリックします。グループを使用すると、1つのイベント に対してグループ内のすべての条件が一致する
必要があることを示します。たとえば、同じ1つのファイルイベント に対する条件一致では、それらイベント を1つのグループにしま
す。複数のグループを含めて、時間的に異なるイベント に対する条件一致を指示することもできます。論理ANDおよび論理OR
を使用して、グループの動作をさらに絞り込むことができます。

7.

[Save (保存)] をクリックします。

8.

レコーダまたはスト リーム構成の [Filters (フィルタ)] セクションで、追加したフィルタの横にある[Include (含める)]または[Exlude
(除外する)]をクリックします。これで、フィルタセット ごとに適用するメソッド を指定することができます。フィルタリングのIncludeメソッ
ド では、指定したフィルタのみ含めるようデフォルト のフィルタを置き換えることで、パフォーマンスへの影響を低減し、素早くイベン
ト を識別できるようになります。たとえば、レジスト リイベント であれば、include対象としてレジスト リフィルタを指定することで、デ
フォルト の「registry」というincludeフィルタがcそのフィルタに置き換えられます。Excludeメソッド を使用すると、効率よくイベント が
記録されないようにできます。Includeに指定したフィルタセット に、Excludeに指定したフィルタセット のフィルタが含まれていた場
合は、ワークベンチに警告が表示されます。
DNSフィルタを有効なIncludeフィルタとして使用することはできません。

設定とフィルタをインポート /エクスポート する
設定とフィルタをインポート /エクスポート することで、さまざまなThreat Response環境でそうした設定とフィルタを利用できます。たとえ
ば、ラボ環境でテスト した構成やフィルタをエクスポート して本番環境にインポート することができます。インデックスの構成を除き、構成
とフィルタは共にすべてJSONファイルとしてインポート /エクスポート されます。インデックスの構成はconfig.iniファイルとしてもJSON
ファイルとしてもインポート できます。

フィルタのインポート /エクスポート 形式は、Threat Responseのバージョン2.5で変更されました。バージョンが2.5より前
のThreat Responseからフィルタをエクスポート して、バージョン2.5以降のThreat Responseにインポート することはでき
ません。同様に、バージョン2.5以降のThreat Responseからフィルタをエクスポート して、バージョン2.5より前のThreat
Responseにインポート することはできません。

構成をエクスポート する
1.

[Threat Response] メニューで [Management (管理)] > [Configurations (設定)] をクリックします。

2.

[Import/Export (インポート /エクスポート )]をクリックします。[Export All (すべてエクスポート )]を選択します。

3.

エクスポート ページで名前を入力して[Export (エクスポート )]をクリックします。Threat Response環境内のすべての構成がエクス
ポート されます。
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フィルタをエクスポート する
1.

[Threat Response] メニューで [Management (管理)] > [Filters (フィルタ)] をクリックします。

2.

[Export all (すべてをエクスポート )]をクリックします。

3.

エクスポート ページで名前を入力して[Export (エクスポート )]をクリックします。Threat Response環境内のすべてのフィルタがエク
スポート されます。

構成をインポート する
1.
2.

[Threat Response] メニューで [Management (管理)] > [Configurations (設定)] をクリックします。
[Import/Export (インポート /エクスポート )]をクリックします。[Import JSON (JSONをインポート )]または[Import INI (INIをイン
ポート )]を選択して、インデックス構成用のJSONファイルまたはINIファイルを参照します。

3.

[Import (インポート )]をクリックします。

フィルタをインポート する
1.

[Threat Response] メニューで [Management (管理)] > [Filters (フィルタ)] をクリックします。

2.

[Import (インポート )]をクリックします。JSONファイルを参照します。

3.

[Import (インポート )]をクリックします。
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プロファイルの作成
概要
プロファイルは構成を組み合わせたもので、それらを1つまたは複数のコンピュータグループに適用します。プロファイルを作成して適用す
ることで、特定のエンド ポイント グループに最も関連性のあるThreat Response機能を提供することができます。たとえば、以下のような
グループに構成を適用するプロファイルを作成できます。
l

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)

l

エンド ポイント の場所(国やタイムゾーンなど)

l

エンド ポイント の優先順位(ビジネスクリティカルなエンド ポイント など)

l

エンド ポイント の構成ニーズ(VDIエンド ポイント など)

プロファイルページには、Threat Responseで使用できるすべてのプロファイルが表示されます。Threat Responseには、サンプルとして
一般的に使用される構成が組まれたデフォルト のプロファイルが用意されています。デフォルト のプロファイルは編集できませんが、複製
することでカスタマイズすることができます。各プロファイルにつき、説明とプロファイルが割り当てられているコンピュータグループを表示で
きます。プロファイルには、[Deployed (展開済み)]、[New (新規)]、[Updated (更新済み)]、または[Deploying (デプロイ中)] が表示さ
れます。
デプロイ済み
プロファイルが現在1つまたは複数のコンピュータグループで使用されており、プロファイル設定に変更がないことを示します。
新規
プロファイルがエンド ポイント にデプロイされていないことを示します。
更新済み
プロファイルは使用されているが、プロファイルが再度デプロイされるまで有効にならないような保留中の変更があることを示しま
す。
デプロイ中
プロファイルがエンド ポイント にデプロイ中であることを示します。

プロファイルを作成する
1つまたは複数のコンピュータグループにデプロイする構成を管理するプロファイルを作成します。
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1.

[Threat Response] メニューで [Management (管理)] > [Profiles (プロファイル)] をクリックします。[Create Profile (プロファイル
を作成)]をクリックします。プロファイルの名前と説明を入力します。

2.

[Computer Groups (コンピュータグループ)] セクションで、[Manage (管理)] をクリックして、Threat Responseの設定をデプロイ
するコンピュータグループを追加します。カスタムタグが関連付けられたコンピュータグループは、All ComputersやAll のWindows
などの一般的なコンピュータグループに比べて利点があります。カスタムタグを使用すると、プロファイル自体に変更を加えることな
く、変更を加えた後でプロファイルを再デプロイするなどの場合にThreat Responseのプロファイルの優先順位付け機能を利用
できます。
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。

3.

プロファイルで各コンポーネント を有効にするには、[Engine (エンジン)]、[Index (インデックス)]、[インテリジェンス]、[Recorder (レ
コーダ)」、および [Stream (スト リーム)] セクションのそれぞれで [Enable (有効)] を選択します。[Enable (有効化)]を選択した
場合、使用可能な構成を選択します。構成のサマリをプレビューできます。構成を変更する必要があれば、[Edit (編集)]をクリッ
クします。
エンジン設定が有効でない場合でも、クイックスキャンを実行できます。エンド ポイント でのエンジン実行を完全
に無効にするには、エンジンプロファイルを作成して有効にし、詳細なエンジン設定で完全なブラックアウト 枠を
設定します。

アクティブなプロファイルに構成されていないコンポーネント がある場合、次のような意味があります。

設定

意味

インテリジェンス

アクティブなThreat ResponseプロファイルのIntelコンポー
ネント が構 成 されていなくても、エンドポイント 上 のインテリ
ジェンスドキュメント は更 新 されます。ただし、エンジンはイ
ンテリジェンスを使 用 して警 告 を生 成 することはできませ
ん。

エンジン

アクティブなThreat Responseプロファイルのエンジンコン
ポーネント が構 成 されていなくても、引 き続 き
TaniumDetectEngineプロセスは実 行 されます。ただし、
インテリジェンス文 書 は処 理 されません。エンドポイント が
対 象 グループの一 部 であり、ブラックアウト ウィンドウ内 に
ない場 合 は、クイックスキャンが評 価 されます。エンジン構
成 は、クイックスキャンの評 価 を防 ぐために24/7ブラックアウ
ト スキャンウィンドウで指 定 する必 要 があります。
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設定

意味

レコーダ

アクティブなThreat Responseプロファイルのレコーダコン
ポーネント が構 成 されていなくても、引 き続 き
TaniumClientプロセスは実 行 されます。ただし、レコーダ
はアクショングループ内 のエンドポイント 上 のアクティビティ
を記 録 しません。
Linuxエンドポイント では、構 成 が追 加 または変 更 される
と、auditdおよびaudispdプロセスが再 起 動 されます。
インデックス構 成 で [Track Changes (変 更 履 歴 )] 設 定 が
有 効 になっていないことを確 認 してください。有 効 になって
いると、レコーダが有 効 になる可 能 性 があります。

インデックス

アクティブなThreat Responseプロファイルのインデックスコ
ンポーネント が削 除 された場 合 、
TaniumEndpointIndexプロセスは停 止 され(実 行 中 の
場 合 )、変 更 されたプロファイルがデプロイされても再 起 動
されません。

スト リーム

Tanium外 部 の接 続 先 にデータがスト リーミングされること
はありません。

4.

[Save (保存)] をクリックします。

プロファイルの優先順位付け
コンピュータグループにはプロファイルを1つ割り当てできます。しかしながら、1つのエンド ポイント は複数コンピュータグループのメンバーで
あることができます。エンド ポイント が複数コンピュータグループのメンバーである場合、最高優先順位のプロファイルがそのエンド ポイン
ト に適用されます。プロファイルの優先順位付けが終了する前に別のユーザがプロファイルを更新した場合、優先順位付けはリセット さ
れます。
1.

[Threat Response] メニューで [Management (管理)] > [Profiles (プロファイル)] をクリックします。

2.

[Prioritize (優先順位付け)]を選択します。

3.

プロファイルをそれぞれの優先順位順に並べます。優先順位が1のプロファイルが最高の優先順位を持ちます。

4.

[Save (保存)] をクリックします。

プロファイルを展開する
プロファイルをデプロイすることで、プロファイルが対象にしているコンピュータグループ内のすべてのエンド ポイント でThreat Responseの
機能を有効にすることができます。
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プロファイルをデプロイする前に、すべてのパッケージがキャッシュされていることを確認します。すべてのパッケージが
キャッシュされる前にプロファイルをデプロイしようとすると、プロファイルのページにリボンが表示されます。リボンをクリック
すると、パッケージのキャッシュの状態の詳細が表示されます。

プロファイルをデプロイすると、プロファイルに割り当てたすべての構成情報がエンド ポイント にデプロイされます。プロファイルデプロイのコ
ンポーネント の順序は、プロファイル情報、Threat Responseのツール、最後にインテリジェンスの順です。
Tanium Trendsで[Threat Response Coverage (Threat Responseのカバー率)] パネルを表示して、環境内のすべ
てのエンド ポイント に対するThreat Responseツールの展開を追跡することができます。エンド ポイント に対するThreat
Responseツールのカバー率を測定することは重要です。特定のアクティビティを検索するときに資産全体を対象にしな
いと、リスクにさらされます。

1.

[Threat Response] メニューで [Management (管理)] > [Profiles (プロファイル)] をクリックします。

2.

展開するプロファイルを選択して、[Action (アクション)] > [Deploy (デプロイ)] をクリックします。
プロファイル展開はスケジュール済みアクションには含まれていません。エンド ポイント でThreat Response機能が
機能するには、プロファイルを展開する必要があります。

パスワード を入力してデプロイを確認します。[OK]をクリックします。

3.

インテリジェンスを展開する
インテリジェンスをデプロイする前に、インテリジェンスを徹底的にテスト して、以下のこと確認します。
l

予想していたものがインテリジェンスで検知される

l

インテリジェンスの誤検知件数が多くない

詳細は、展開前のインテリジェンスのテスト を参照してください。

インテリジェンス展開の設定をする
1.

Threat Responseの概要ページから [Settings (設定)] をクリックします。

2.

[Service (サービス)]タブで[Intel (インテリジェンス)]をクリックします。インテリジェンスパッケージを選択します：
1.

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 ：24時間)。

3.

[Save (保存)] をクリックします。

インテリジェンスをエンド ポイント にすぐにデプロイする
インテリジェンスは定期的にエンド ポイント に自動公開されます。状況に応じて、手動でインテリジェンス文書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。
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1.

[Management (管理)] > [Profiles (プロファイル)]をクリックします。

2.

[Deploy Intel (インテリジェンスをデプロイ)]をクリックします。
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ライブエンドポイント に接続してデータを検索する
エンド ポイント データは、ライブエンド ポイント 接続またはエンド ポイント スナップショット からレビューできます。
l

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、ファイルシステムを参照したり、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

エンド ポイント スナップショット
スナップショット は、オフラインでの非同期調査用にエンド ポイント データを収集し、レコーダデータベースを保持してTanium
Module Serverでの保存と共同分析に利用できるようにします。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。

Threat Responseは、Tanium Direct Connectを使用したライブエンド ポイント 接続をサポート しています。Direct Connectは、他の
TaniumTMモジュールに通信チャネルを提供すると共に、モジュールにまたがってエンド ポイント との直接接続を設定および管理するため
の一元的な場所を提供します。Direct Connectは、以前のバージョンのThreat Responseで使用されていたライブエンド ポイント 接続
に代わる仕組みで、パフォーマンスが向上し、Taniumモジュールにまたがって統一されたエクスペリエンスを提供します。Direct Connect
をインスト ールするにあたっては、Tanium Direct Connectユーザガイド を参照してください。
Threat Response 2.4以降の新規インスト ールでは、デフォルト ではDirect Connectは有効になります。

ライブエンドポイント に接続する
Taniumに登録されており、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エンド ポイント に接続できます。エンド ポイント のIPアド
レスまたはコンピュータ名を用意する必要があります。
1つまたは複数のエンド 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.

Threat Responseの概要ページで[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。
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。
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3.

追加するエンド ポイント を選択します。[Connect (接続)]

をクリックします。
ライブエンド ポイント リスト 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。接続済みエンド ポイン
ト の履歴は、エンド ポイント が最後に接続された日付順に並べ替えられています。また、日付とそのエンド ポイント でLast Must Gather
(収集が必要な最新)パッケージへのリンクが提供されています。エンド ポイント で収集が必要な最新パッケージをダウンロード するには、
エンド ポイント の [Last Must Gather (収集が必要な最新)] 列のリンクをクリックします。[Last Must Gather (収集が必要な最新)]列が
表示されない場合は、グリッド の右上にある追加の詳細アイコンをクリックし、[Last Must Gather (収集が必要な最新)]列を選択しま
す。エンド ポイント の横にライブエンド ポイント の接続ステータスとともに接続情報が表示されます。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。

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。

Direct Connectを使用したライブエンド ポイント 接続の管理では、Recorder 1.xデータベース(monitor.db)のスナップ
ショット は表示できません。これは、Recorder 2.xデータベース(recorder.db)には当てはまりません。

1.

Threat Responseの概要ページで[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。[Capture (キャプチャ)]をクリックします。

3.

[Saved Evidence (保存されたエビデンス)]に移動します。

4.

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 名とキャプチャ数を表示するには、[Snapshots (スナップショット )]メニューに移動します。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。

接続を閉じる
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。[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。[Delete (削除)]をクリックします。
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接続したエンドポイント のファイルシステムを参照するを参照してください。
接続したエンド ポイント でファイルシステムを参照し、保存したエビデンスとして保存するファイルをダウンロード できます。Threat
Response Administrator権限がある場合は、エンド ポイント 上のファイルを削除することができます。
1.

ライブエンド ポイント リスト でエンド ポイント を1つクリックします。

2.

[Browse File System (ファイル システムの参照)]をクリックして、ルート ディレクト リでファイルブラウザを開きます。Windowsエンド
ポイント でのデフォルト 場所は c:\です。macOSおよびLinuxエンド ポイント でのデフォルト 場所は /です。結果グリッド の行を1つ
クリックし、プロセスパス列のフォルダアイコンをクリックして、ファイルシステムでそのファイルを含むディレクト リを開きます。

3.

パスを入力してファイルシステム内で移動するか、パスのブレッド クラムのファイルブラウザでディレクト リをクリックします。ディレクト リ
内の各ファイルについて、サイズ、作成日、変更日、ファイルのアクセス許可を表示できます。

4.

保存済みエビデンスとしてダウンロード するファイルをクリックします。Threat Responseメニューで[Saved Evidence (保存済みエ
ビデンス)] > [Files (ファイル)]をクリックして、ダウンロード するファイルにアクセスします。

5.

Threat Response Administrator権限がある場合は、エンド ポイント 上のファイルやフォルダを削除することができます。ファイルを
削除する場合は、Threat Response Administratorロールがあることを確認し、行の最後にある削除アイコンをクリックします。
[Delete (削除)]をクリックします。

イベント を検索する
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。さまざまなパラメータと演算
子を使用して、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、常にUTC標準時で表示されます。

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。

2.

探索ボタンをクリックしてイベント を検索します。各探索ボタンは、特定のイベント の種類に関連付けられます。フィルタ条件は、
選択したイベント の種類に基づいて変わります。たとえば、プロセスパスやIPアド レス、操作、イベント の種類、ハッシュ、署名、
キー値などの条件でフィルタリングできます。たとえば、ファイルイベント の場合、次の操作で並べ替えることができます。
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作成
ファイルの作成に一致するイベント
書き込み
ファイルへの書き込みに一致するイベント
削除
ファイルの削除に一致するイベント
移動
ファイルシステムの別の場所へのファイルの移動に一致するイベント
アクセス権限の変更
ファイルに対するアクセス権限の変更に一致するイベント
Open (有効期間内)
別のプロセスによるファイルのオープンに一致するイベント
3.

検索結果をフィルタリングして、指定した条件に一致する特定のイベント を検索します。イベント の種類のさまざまな属性に基づ
いて、複数の組み合わせの条件を入力できます。3つ未満のフィルタ条件の組み合わせは論理ANDとみなされます。3つ以上の
フィルタ条件の組み合わせを追加した場合は、指定した条件のいずれかまたはすべてを1つのフィルタとして適用するか選択する
ことができます。結果は、指定したフィルタの下に表示されます。

4.

イベント グリッド にたいての種類のイベント にピボット

アイコンのある列があります。そのアイコンをクリックすると、Tanium Interact

で実行できるQuestionが表示され、イベント に関してさらに知見を得ることができます。
プロセスをクリックすると、追加の詳細が表示されます。プロセスツリーを視覚化した画像が表示され、選択したプロセスにフォーカスが
置かれています。プロセスが実行中の場合は、表示の更新アイコンが表示されます。ツリーを任意の方向にド ラッグすると、ピアプロセ
スや最上位のプロセスが表示されます。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ154

[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やネット ワーク、レジスト リ、および子プロセ
スのアクティビティのすべてが表示されます。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。ネット ワークプロセスのツリービューには、現在のプロセス、親、子、ピアノード などが表示されます。この
ビューは、イベント のズームインやズームアウト 、クリック&ド ラッグ、クリックで変更することができます。ツリービューでプロセスの1つを分離
し、すぐに痕跡情報にフォーカスを移して分析することができます。
各プロセスのハッシュ情報は、イベント グリッド または特定のプロセスのプロセスツリービューから見ることができます。
ハッシュは、次のいずれかの評価を持つことができます。
l

悪意のない(緑)

l

悪意のある(赤)

l

不明(グレー)

l

保留中

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。
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.

レコーダの設定を含まないプロファイルをデプロイして、エンド ポイント レコーダを停止します。

3.

<Tanium Client>/extensions/recorderディレクト リからTanium Consoleがアクセスできる場所にrecordor.dbファイ
ルをコピーします。
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。Threat Responseにファイル名が表示されます。

4.

レコーダの設定を含むプロファイルをデプロイして、エンド ポイント レコーダを開始します。

スナップショット をダウンロード する
エンド ポイント データベースのスナップショット をダウンロード することで、Threat Responseの外部でオフライン分析と詳細なフォレンジッ
クを行うことができます。
1.

[Threat Response] > [Saved Evidence (保存済みエビデンス)]に移動します。[Snapshots (スナップショット )]をクリックします。

2.

ダウンロード するスナップショット を選択し、[ダウンロード ]をクリックします。

3.

スナップショット のダウンロード は、Webブラウザで管理します。ブラウザがファイルをダウンロード する場所をメモします。
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スナップショット をアップロード する
1.

(オプション)アップロード した認証証明書をインスト ールします。

2.

Tanium Consoleで、[Threat Response] > [Saved Evidence (保存済みエビデンス)]に移動して、[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、ト ラブルシューティング(ページ202)を参照してください。

スナップショット をアップロード したアクティブなペルソナと同じアクティブなペルソナをユーザが使用している場合は、アップ
ロード 済みスナップショット を表示することができます。また、現在のユーザがスナップショット をアップロード したユーザと
同じ場合は、アップロード 済みスナップショット を表示できます。Threat Response管理者のロールには、すべてのアッ
プロード 済みスナップショット を表示するアクセス権があります。すべてのアップロード 済みスナップショット に対する可視
性を他のロールに提供するには、そのロールにThreat Response Visibility Bypass (可視性バイパス)アクセス権限を
割り当てます。

ファイルとイベント を保存する
ライブエンド ポイント 接続からのイベント データの確認では、イベント グリッド から調査するファイル(ロックされたファイルを含む)およびイベ
ント 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。

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。エンド ポイント からのエビデンスファイル
の保存は、Tanium Module Serverで利用可能なメモリによって制限されます。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.

イベント グリッド を開きます。

2.

イベント 行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。

3.

[Save Process Evidence (プロセスエビデンスを保存)]を選択します。

このファイルは[Saved Evidence (保存されたエビデンス)]下に保存されます。
アクセス権限を持つコンピュータグループに属するエンド ポイント からの保存済みエビデンスを表示することができます。
たとえば、アクティブなペルソナが少なくとも1つの管理権限グループに属していて、エンド ポイント がその権限に属してい
る場合は、そのエンド ポイント からのエビデンスを表示することができます。現在のユーザが少なくとも1つの管理権限グ
ループに属していて、エンド ポイント がその権限グループのメンバーである場合は、そのエンド ポイント の保存済みエビデ
ンスを見ることができます。Threat Response管理者のロールには、すべての保存済みエビデンスを表示するアクセス
権があります。すべての保存済みエビデンスに対する可視性を他のロールに提供するには、そのロールにThreat
Response Visibility Bypass (可視性バイパス)アクセス権限を割り当てます。
Threat Response Saved Evidence Read/Write(Threat Response保存済みエビデンス読み取り/書き込み)権限
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では、保存済みエビデンスの表示/非表示が切り替えられます。ユーザのThreat Response Downloads Read/Write
(Threat Responseダウンロード 読み取り/書き込み)権限を削除すると、[Saved Evidence (保存済みエビデンス)]で
[Files (ファイル)] タブが使用できなくなりますが、[All (すべて)] を選択すると、結果にファイルが表示されます。
エンド ポイント が指定された日数の間オフラインの場合は、バイパス権限を持つユーザのみがそのエンド ポイント のア
ラート を表示できます。エンド ポイント がオンラインに戻ると、権限のないユーザにも表示されます。

ファイルをダウンロード する
不審なファイルは、さらなる分析あるいは脅威インテリジェンスへの報告が必要になることあります。ライブ接続からエビデンスとしてファイ
ルを保存すると、Threat Responseの[Saved Evidence (保存済みエビデンス)]ページからそのファイルダウンロード 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。パスワード infected を
使用し、ダウンロード したファイルを復号します。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。

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グループのProtectポリシーを作
成できます。既存のプロセスルールポリシーにポリシーを追加したり、Threat Responseから新しいポリシーを作成したりして、Protectで
ポリシー設定をシームレスに完成することができます。
1.

Threat Responseの概要ページから[Saved Evidence (保存済みエビデンス)]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)]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)]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 をエクスポート する
エンド ポイント からのイベント の一部またはすべてを、CSVファイルを含むzip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。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。

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。

イベント グリッド でエクスポート する行を選択し、エクスポート をクリックします。
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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。

IOCを生成する
1.

Threat Responseの概要ページから[インテリジェンス]に移動します。

2.

[Add (追加)] > [Evidence Based IOCs (エビデンスベースIOC)]を選択します。

3.

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。1
つまたは複数の項目を追加します。

4.

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。
Threat Responseによって、保存済みエビデンスの詳細からリスト 情報が設定されます。

5.

[Generate (生成)]をクリックします。
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エンタープライズ全体の検索
イベント データを使用して、他のエンド ポイント での疑わしい活動を検出します。侵入の程度を評価し、インフォームド アクションを大規
模に実行します。

組織全体のQuestionを実行する
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、Tanium Interactでイベント の詳細からQuestion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。
プロセス詳細の行は、どれもコンテキスト 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。Threat Responseデータセット 全体を使用し、時間範囲の制約や正規表現の
一致などの高度なオプションを提供するもっと複雑なクエリを手動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。

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、[Question (質問)]アイコンをクリックします。Questionの候補リスト かQuestionを選択し
ます。

Interactのページが開き、Questionの結果が表示されます。
詳細は、Tanium Interactユーザガイド ：Questionを参照してください。

組織全体をハンティングする
Threat Responseセンサーを利用すると、1つのエンド ポイント からピボッティングするのではなく、ネット ワーク上の複数のエンド ポイント
で不審なイベント 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。「既知の悪い」イベント を検索し、
「既知の良好な」イベント を認識して評価できます。当社は不審と思われる一連のエビデンスをあり、実際には通常のシステムアクティ
ビティということがあります。
使用可能なセンサーについての詳細は、関連情報：センサ(ページ212)またはTaniumナレッジベース：Incident Responseセンサーリ
ファレンスを参照してください。
1.

[Threat Response] メニューで[Enterprise Hunting (エンタープライズハンティング)]をクリックします。

2.

(オプション)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。

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。
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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。
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。
[Common Uses (一般使用)]を選択すると、パラメータフィールド に自動入力されます。[Ask Question (Questionの実行)]をク
リックします。結果は、保存されたQuestion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。詳細は、Tanium Interactユーザガイド ：結果を参照してください。

5.

さらに調査が必要な結果を選択します。

6.

ライブ接続を開くか、エンド ポイント のスナップショット を取り、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。

7.

(オプション)侵害されたエンド ポイント を隔離または修正します。

8.

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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アラート の管理
コンピュータグループにデプロイされたインテリジェンスとの一致がエンジンによって検知されると、エンド ポイント からアラート は生成され、
Threat Responseに報告されます。アラート は、次の場所で表示できます。
l

アラート ページ

l

個々のインテリジェンスのド キュメント

l

Threat Response 概要ページでアラート データを表示するTrendsボード
アクセス権限を持つコンピュータグループに属するエンド ポイント からのアラート を表示することができます。たとえば、アク
ティブなペルソナが少なくとも1つの管理権限グループに属していて、エンド ポイント がその権限グループに属している場
合は、そのエンド ポイント のアラート を表示することができます。現在のユーザが少なくとも1つの管理権限グループに属
していて、エンド ポイント がその権限グループに属している場合は、そのエンド ポイント のアラート を見ることができます。
Threat Response管理者のロールには、すべてのアラート を表示するアクセス権があります。すべてのアラート に対する
可視性を他のロールに提供するには、そのロールにThreat Response Visibility Bypass (可視性バイパス)アクセス権
限を割り当てます。
エンド ポイント が指定された日数の間オフラインの場合は、バイパス権限を持つユーザのみがそのエンド ポイント のア
ラート を表示できます。エンド ポイント がオンラインに戻ると、権限のないユーザにも表示されます。

アラート を表示する
[Threat Response] メニューから、[Alerts (アラート )] をクリックします。ページの上部には、環境内の全エンド ポイント のすべてのアラー
ト がアラート の多いエンド ポイント 順にランク付けされて、イベント の種類タイプ、アラート を発生させたインテリジェンスド キュメント 、ア
ラート を発生したファイルまたはプロセスのパス、アラート のステータス、およびアラート が検知された日付の範囲が表示されます。ランク
表内のずれかのフィールド をクリックすると、選択したその条件に一致するアラート を表示するフィルタを作成できます。
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追加の条件を指定してアラート をフィルタリングできます。たとえば、エンド ポイント 、イベント の種類、パス、インテリジェンス名、ラベル、
またはMITRE技術に基づくアラート を表示するフィルタを作成できます。 [Advanced Details (詳細)] をクリックすると、アラート が発生
したエンド ポイント 、アラート の原因となったプロセス、アラート に一致するインテリジェンスド キュメント に関する詳細情報が表示されま
す。

アラート にステータスを割り当てる
アラート にステータスを割り当てることで、インシデント 対応で調査中または解決中のアラート を確認できます。たとえば、不審なアラート
があり、調査に着手した場合は、アラート のステータスをIn Progress (対応中)に変更します。同様に、アラート の処置が終了したら、ア
ラート に解決済みのステータスを割り当てます。アラート に割り当てることができるステータスは次のとおりです。
l

Dismissed (却下)

l

In Progress (対応中)

l

Resolved (解決済み)

l

Unresolved (未解決)
特定の活動に関係するリスクの評価が迅速であるほど、より迅速に脅威の解決に着手できます。アラート の調査と解
決に関する計画を策定し、アラート にステータスを割り当ててください。アラート ステータスの割り当てに基づいて、平均
調査時間および平均解決時間を計算できます。どちらも、Threat Responseの主要成功指標です。

主要パフォーマンス指標のアラート 調査の平均時間とアラート 解決の平均時間は、Tanium Trendsの [Threat Response - Alerts
(Threat Response - アラート )] ボード で追跡できます。アラート 調査の平均時間は、過去7日間のIn Progress (対応中)アラート の
平均時間です。アラート 解決の平均時間は、過去7日間にアラート が作成されてから、解決済み状態を割り当てられるまで平均時間
です。
また、抑制ルールによってアラート が抑制されている場合、アラート のステータスはSuppressed (抑制)になります アラート のこのステータ
スは、抑制ルールが解除されると解除されます。

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
[Threat Response] メニューから [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。それぞれのページで、インテリジェンスに関連付けられているアラート 、過去30日間の活動、エンジン分析、MITRE技術IDを確認
することができ、定義を編集できます。
各シグナルには、1つまたは複数のMITRE技術IDを関連付けることができます。技術IDによって、よりMITRE攻撃フレームワークに沿っ
てシグナルを分類し、さまざまな戦術や技術にマッピングするのに役立てることができます。技術IDでアラート をフィルタリングできます。
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。
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Windows Defenderのアラート
Windows Defenderは、Microsoft Windowsのマルウェア対策コンポーネント です。Windows Defenderのアラート を使用して、スパイ
ウェアやマルウェア、一般的なセキュリティイベント によって、Windowsのどの部分がよく変更されるのかを可視化することができます。
Windows Defenderと統合するには、デプロイしたプロファイルのエンジン構成で[Generate Defender Alerts (Defenderのアラート を
生成)]設定を有効にする必要があります。新しい構成は、デフォルト でこの設定が有効にされます。既存の構成では、この設定を有
効にする必要があります。
Windowsエンド ポイント でDefenderのアラート が生成されると、エンジンによってはThreat Responseでもアラート が生成され、このア
ラート はアラート のページで確認できます。アラート のページは、Defenderアラート 用にフィルタリングできます。

レピュテーションデータを調査する
レピュテーションデータの調査には、レピュテーションサービスが設定されている必要があります。レピュテーションサービスを設定する(ペー
ジ109)を参照してください。
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。このインテルが警告を生成した場合、ハッシュのステータスは赤または黄色で表示されます。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。IOCには、その情報元として[Reputation (レピュテーショ
ン)]が表示されます。
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.

2.

ハッシュの詳細を表示するには、サイド パネルを開きます。ハッシュは、次のいずれかの評価を持つことができます。
1.

悪意のない(緑)

2.

悪意のある(赤)

3.

疑わしい(黄色)

4.

不明(グレー)

5.

保留中

詳細を表示するには、ハッシュをクリックしてください。VirusTotalのレピュテーションデータは、詳細を拡大して、ハッシュを評価し
たインテリジェンスプロバイダの色分けされたリスト を表示することができます。

クイックスキャンの実行中は、Threat Response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。

アラート を調査する
不審なアラート がある場合は、ライブ接続を開いて調査に進めることができます。
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1.

[Threat Response] 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)] > [Establish Live Connection (ライブ接続の確立)] をクリックします。

3.

[Start live connection (ライブ接続を開始)] をクリックします。

ライブエンド ポイント のページが開き、調査中の警告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。

エンドポイント にアクションを展開 する
不審なアラート がある場合は、関係するその1つのエンド ポイント にアラート から直接アクションをデプロイすることができます。
1.

[Threat Response] メニューから、[Alerts (アラート )] をクリックします。どの警告に対してアクションをデプロイして修正するか、他
のアクションを実行するかを選択します。

2.

[Actions (アクション)] > [Deploy Action (アクションをデプロイ)]をクリックします。

3.

[Deploy Action (アクションをデプロイ)] ページが表示され、対象エンド ポイント が特定されています。

4.

展開するパッケージを選択します。選択したパッケージによっては、パッケージのパラメータを指定するように求められます。Live
Responseのパッケージを選択する場合, Live Responseファイルのコレクションに使用するコレクション設定とLive Responseファ
イルコレクションを指定できます。

5.

アクションの一意名と説明を入力します。

6.

すぐにアクションをデプロイしたくない場合、予定済みアクションを作成する開始時刻を指定します。この時刻は、Tanium Server
のシステムクロックの時刻を意味します。たとえば、アクションが午前1時にデプロイされるよう指定すると、Tanium Serverのシステ
ムクロック時刻が午前1時のときにデプロイされます。

7.

終了時刻を指定します( 任意) 。再発行間隔を設定する場合は、期間の限定なしに再発行すべき種類のアクションであること
が確定していない限り、終了日時を指定するのがベスト プラクティスです。よくわからない場合は、無期限に実行するよりは、6か
月で終了するようにスケジュールを構成する方が良いでしょう。

8.

アクションを一定間隔で繰り返すようにスケジュールすることができ、これは以下の場合に適切です：アクションを再発行を指定す
ると、予定済みアクションが作成されます。再発行間隔の指定は、次の場合に適切です。
1.

アクションの承認が有効で、アクションが期限切れになる前に承認されるかわからない場合。

2.

ソフト ウェアまたは構成の更新が、現在オンラインのクライアント ばかりでなく、指定した再発行間隔で定義した時間内
に予想通りにオンラインになる現在オフラインのクライアント にも適用されたことを確認したい場合。

3.

アクションが継続的な衛生プラクティスである場合。たとえば、クライアント サービスが実行中であること、あるいはクライア
ント 構成が特定の値であることを定期的にチェックしたい場合などです。

9.

[Deploy (展開)]をクリックします。アクションをデプロイすることを確認します。管理者資格情報を入力、[OK]をクリックします。
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アラート から応答アクションを開始する
不審なアラート がある場合は、関係するその1つのエンド ポイント にアラート から直接応答アクションを展開できます。[Live Response]、
[Quarantine]、または[Gather Snapshot]を開始すると、応答アクションがデプロイされます。応答アクションは、スケジュール済みアクショ
ンとは異なり、指定された時間内に1回実行され、アクションをデプロイするときにエンド ポイント がオンラインでない場合、エンド ポイント
がオンラインになったときに実行されます。デプロイされたら、[Threat Response] メニューから [Response Activity (対応アクティビティ)]
をクリックしてステータスを表示するか、応答アクションを停止します。
1.

[Threat Response] メニューから、[Alerts (アラート )] をクリックします。アクションをデプロイするアラート を選択します。

2.

[Response Actions (応答アクション)] > [Live Response]、[Response Actions (応答アクション)] > [Quarantine (隔離)]、
[Response Actions (応答アクション)] > [Gather Snapshot (スナップショット の収集)]、[Response Actions (応答アクション)] >
[Download File (ファイルのダウンロード )] のいずれかをクリックします。
応答アクションとしてファイルをダウンロード すると、ファイルは保存済みエビデンスとして保存されます。Threat
Responseメニューで[Saved Evidence (保存済みエビデンス)] > [Files (ファイル)]をクリックして、ダウンロード す
るファイルにアクセスします。

3.

応答アクションのパラメータを指定します。Live Responseの応答アクションを選択すると, Live Responseファイルの収集に使用
するコレクションの構成と接続先の設定を指定できます。

4.

[実行] をクリックします。応答アクションをデプロイすることを確認します。管理者資格情報を入力、[OK]をクリックします。

Tanium ProtectまたはTanium Enforceでアラート を解決する
Tanium ProtectまたはTanium Enforceで解決ポリシーを作成し、アラート からそのポリシーを適用する条件を指定できます。たとえば
処置ポリシーではアラート に対して実行する特定のアクションを定義し、適用ではポリシーで定義したアクションを実行するエンド ポイン
ト とスケジュールを定義します。ファイルの削除、プロセスの終了、レジスト リ関連のタスクの実行などのポリシーは、アラート が発生した
ときに実行されるようにすることできます。デフォルト では、処置はアラート を生成したエンド ポイント のみを対象とします。アラート から処
置ポリシーを作成するには、Tanium ProtectまたはTanium Enforceがにインスト ールされている必要があります。また、Tanium
Enforceで処置ポリシーを作成するには、[Enforce Create Enforcement (適用を作成)アクセス権限が必要です。
Tanium Enforceを使用したアラート の処置は現在、Windowsアラート に限定されています。

1.

[Threat Response] メニューから、[Alerts (アラート )] をクリックします。Tanium ProtectまたはTanium Enforceで解決するアラー
ト を選択します。

2.

Enforceで [Actions (アクション)] > [Remediate in Protect (Projectで改善)] または [Actions (アクション)] > [Remediate in
Enforce (Enforceで解決)] を選択します。
Tanium ProtectまたはTanium Enforceのインスタンスがインスト ールされていない場合、このオプションは
[Actions (アクション)] メニューから使用できません。

3.

[Policy Details (ポリシーの詳細)] セクションで、ポリシーの名前と説明を入力します。
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4.

[タスク]セクションで、[タスクの追加] をクリックして、処置の一環として実行するタスクを追加します。追加する複数のタスクを選択
できます。処置ポリシーに追加するタスクにはそれぞれ追加のデータが必要であり、デフォルト では、アラート からデータが表示され
ます。追加できるタスクは次のとおりです。
ファイルの削除
削除する1つのファイルのパスを指定します。デフォルト では、このパスにはアラート からのデータが表示されます。エラーが
発生した場合に続行するか終了するかを選択します。
プロセスを停止
プロセスの名前、パス、またはハッシュの使用を選択します。パスには、*、!、?などのワイルド カード 構文を使用できます。
グループ構文も使用できます。ハッシュではオプションで最大ファイルサイズを指定できます。プロセスに対する追加のコマ
ンド ライン引数を指定します。コマンド ライン引数には、C:\^Win$\.*などの正規表現構文を使用できます。
秒単位でタイムアウト 値を指定します。指定したプロセスが終了されずに指定した秒数を超えると、プロセスの終了タス
クは失敗します。さらに、タスクが失敗するまでタスクの試行回数を指定することもできます。
エラーが発生した場合に続行するか終了するかを選択します。
レジスト リデータの編集
レジスト リデータを編集するハイブを選択します。
HKEY_CLASSES_ROOT
HKEY_LOCAL_MACHINE
HKEY_CURRENT_CONFIG
HKEY_USERS
また、選択したハイブを基準にしたパスも指定します。例：System\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current
編集するデータの種類を選択し、既存のデータの置き換えに使用する新しいデータを指定します。
アラート に一致する値が検出されなかった場合に指定したデータを使用する値を作成するかどうかを選択します。エラー
が発生した場合に続行するか終了するかを選択します。
レジスト リ値の更新
レジスト リデータを更新するハイブを選択します。
HKEY_CLASSES_ROOT
HKEY_LOCAL_MACHINE
HKEY_CURRENT_CONFIG
HKEY_USERS
また、選択したハイブを基準にしたパスも指定します。例：System\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current
指定したデータで値を編集するか、あるいは現在の値を削除するかを選択します。エラーが発生した場合に続行するか
終了するかを選択します。
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レジスト リキーの削除
レジスト リキーを削除するハイブを選択します。
HKEY_CLASSES_ROOT
HKEY_LOCAL_MACHINE
HKEY_CURRENT_CONFIG
HKEY_USERS
また、選択したハイブを基準にしたパスも指定します。例：System\CurrentControlSet\Hardware
Profiles\Current
エラーが発生した場合に続行するか終了するかを選択します。
5.

[Enforcements (適用)] セクションで、[Add Enforcement (適用を追加)] をクリックします。コンピュータグループ全体を処置対象
にする場合は、[Computer Group (コンピュータグループ)]を選択します。特定のエンド ポイント を処置対象にする場合は、
[Individual Computers (個別コンピュータ)]を選択します。処置対象の各エンド ポイント の完全修飾ホスト 名を追加します。複
数のエンド ポイント はカンマで区切って指定します。処置を実行する開始時刻と終了時刻を指定します。時間分散を選択する
と、指定した時間にわたってリソース使用のバランスをとることができます。[Distribute over time (時間分散)] 設定の時間の長さ
は、[Issue time] 設定より少なくとも10分短い必要があります。アクションを繰り返すかどうか、繰り返す場合は頻度を選択しま
す。

6.

[Remediate (改善する)] をクリックします。処置はTanium ProtectまたはTanium Enforceで利用できます。[Main (メイン)]メ
ニューから [Modules (モジュール)] > [Protect (保護)] > [Policies (ポリシー)] > [Remediations (処置)] をクリックして、Tanium
ProtectまたはTanium Enforceで解決策を表示および編集します。

アラート を削除する
警告はいつでも削除できます。後で警告が再び一致したら、警告が再び生成されます。

アラート を抑制する
シグナルに対してインテリジェンスの一致を検出したときの警告の作成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、編集できない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、適切に作
成されたシグナルの代用として使用することを意図していません。意図したとおりにシグナルが一致しないことを理由につねにアラート を
抑制するということは、シグナルを修正して一致精度を改善する必要があることを示しています。アラート を慎重に分析することで、最
適な形でアラート が生成されるようシグナルを調整することができます。詳細は、シグナルの編集: シグナルのテスト を参照してください。
デフォルト では、抑制されたアラート は7日後にデータベースから削除されます。Threat Responseの概要ページの [Settings (設定)]
で、アラート が抑制されてから、データベースから削除するまでの日数を編集することができます。
プロセスのパス、プロセスのコマンド ライン、親のコマンド ライン、プロセスのハッシュ、親のプロセスのパス、最上位のコマンド ライン、およ
びユーザに一致するアラート を抑制するルールを適用できます。

アラート が抑制されるには、選択したすべての抑制フィールド が一致する必要があります。
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1.

[Threat Response] メニューで [インテリジェンス] > [Suppression Rules (抑制ルール)] をクリックして、[Add Rule (ルールの追
加)] をクリックします。

2.

作成する抑制ルールのタイプを選択します。グローバルルールは、一致したすべてのシグナルに適用されます。インテリジェンス特
有のルールは、指定したシグナルの一致に対してのみ適用されます。[Global (グローバル)] または [Signal-Specific (シグナル
固有)]を選択します。[Signal-Specific (シグナル固有)]を選択した場合には、利用可能な使用可能なシグナルを選択します。

3.

抑制ルールの名前と説明を入力します。

4.

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.

親プロセスのパス：ファイルシステム上の親のプロセスへのパス。例：c:\windows\system32\cmd.exe。

e.

ancestry command line (最上位のコマンド ライン)：親プロセスに指定した追加のパラメータ。

f.

Ancestry path (最上位のパス)：ファイルシステム上の親プロセスの上位にあるプロセスへのパス。

g.

Process MD5 (プロセスMD5): プロセスに対応する特定のMD5ハッシュ値。

h.

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。
シグナルによって警告が生成された場合は、警告ページから[Suppress Alert (警告を抑制)]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。

5.

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、または正規表現で指定された
パターンと一致する場合は、警告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を一致させたい場合、正規表現は.*Win.*にする必要があります。デフォルト
では、抑制ルールの正規表現は大文字と小文字が区別されます。^ と $ とフラグは使用できません。

6.

[Retroactive (遡及的)]を選択して、解決されていないすべての既存警告に対して抑制ルールを実行します。これを選択しな
いと、ルールは既存の未解決警告には適用されず、将来のシグナルの一致にのみ適用されます。

7.

[プレビュー] をクリックして、抑制ルールで指定した条件に一致する既存の未解決のアラート のリスト を表示します。Threat
Responseは、該当するすべてのアラート が評価されるか、10,000件のアラート が評価されるまで、一度に1000件のアラート を
評価します。[Save (保存)] をクリックします。
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警告を抑制する
警告から直接、抑制ルールを作成することができます。[Threat Response] 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、[Actions (アクション)] > [Suppress (抑制)] をクリックします。抑制ルールページが開いて、アラート の抑制に必要なすべての
値が表示されます。抑制ルールの名前と説明を入力し、未解決の既存警告すべてに対して抑制ルールを適用したい場合は
[Retroactive (遡及的)]を選択します。[Save (保存)] をクリックします。

抑制ルールを編集・削除する
既存の抑制ルールを編集または削除できます。[Threat Response] メニューで [Intel (インテリジェンス)] > [Suppression Rules (抑制
ルール)] をクリックします。編集する抑制ルールを選択します。[Actions (アクション)] > [Edit (編集)]をクリックします。
抑制ルールを削除するには, 削除する抑制ルールを選択します。[Action (実行)] > [Delete (削除)]をクリックします。

遡及的なタスクのステータスを表示する
抑制ルールを編集し、[Retroactive (遡及的)]を選択して、解決されていないすべての既存警告に対して抑制ルールを実行する場
合、ルールがどのように遡及的に適用されているかのステータスを表示できます。[Threat Response] メニューで [Intel (インテリジェン
ス)] > [Suppression Rules (抑制ルール)] をクリックします。[Retroactive Tasks (遡及的なタスク)]をクリック。ステータス列を表示し
て、遡及タスクが開始されないか、未完了、完了したか、またはエラーが発生したかを確認します。

グローバル抑制ルールをインポート /エクスポート する
異なるプラット フォーム間でグローバル抑制ルールをインポート /エクスポート することができます。たとえば、テスト システムからグローバル
抑制をエクスポート し、本番のシステムにインポート できます。グローバル抑制ルールはJSONファイルの形式でインポート /エクスポート し
ます。ファイルのサイズは1 MBに制限されています。

グローバル抑制ルールをエクスポート する
1.

[Threat Response] メニューで [Intel (インテリジェンス)] > [Suppression Rules (抑制ルール)] をクリックします。

2.

エクスポート するグローバル抑制ルールを選択します。[Actions (アクション)] > [Export (エクスポート )] をクリックします。シグナル
に特有の抑制ルールが選択された場合は、エクスポート から除外されます。

3.

エクスポート 用のJSONファイルが作成されます。JSONファイルの名前を指定して、[Export (エクスポート )] をクリックします。

グローバル抑制ルールをインポート する
1.

[Threat Response] メニューで [Intel (インテリジェンス)] > [Suppression Rules (抑制ルール)] をクリックします。[Import (イン
ポート )] をクリックして、インポート するJSONファイルを参照します。[OK]をクリックします。

2.

インポート するグローバル抑制ルールを確認します。[OK]をクリックします。同じ名前のグローバル抑制ルールと競合するグローバ
ル抑制ルールはスキップするか、インポート して名前を変更するか選択することができます。後者の場合、抑制ルールにはサフィッ
クスDuplicate <time stamp>が適用されます。たとえば、抑制ルールにtextという名前を付け、[Import and Rename (イ
ンポート して名前を変更)] を選択すると、インポート したルールの名前はtest Duplicate <time stamp>という名前になりま
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す。
3.

インポート したグローバル抑制ルールを表示するサマリウィンド ウで [Finish (終了)] をクリックします。

4.

抑制ルールのリスト の表示を更新して、インポート したグローバル抑制ルールを確認します。

Tanium Impactでラテラル移動の影響を管理する
Tanium Impactがインスト ールされていて、Impact IT資産項目読み取りおよびImpact IT資産詳細読み取りアクセス権限が割り
当てられると、アラート 結果グリッド に [Outbound Impact (アウト バウンド 影響)] 列が表示されます。[Outbound Impact (アウト バウン
ド 影響)] 列の値は、対応するWindowsエンド ポイント からアクセスできるユーザアカウント 数とエンド ポイント 数を定量化した値です。ア
ラート をクリックして、アラート の詳細を表示できます。アラート 詳細の [Impact Details (影響の詳細)] セクションでは、エンド ポイント が
侵害された場合に、そのエンド ポイント が与えるラテラル移動の影響を把握するためのデータを表示し、アラート 処置の優先順位付け
に役立てることができます。

[Explore in Impact (Impactで探索)] をクリックすると、より大きなト ポロジでのそのWindowsエンド ポイント の位置付けに関するより詳
細な情報を表示できます。詳細は、Taniumサポート に問い合わせる(ページ208)を参照してください。

Tanium Connect転送を設定する
デフォルト では、Threat Responseはイベント 情報をTanium Connectに送信します。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.

Connectから、イベント グループとしてイベント の種類とTanium Threat Responseを指定した新しい接続を作成します。

2.

保存するThreat Responseイベント を選択します。
1.

[Match Alerts Raw (生の警告を一致)]は、すべての警告の詳細をJSON形式で送信します。この選択は、JSONデー
タを処理できる送信先向けです。

2.

[Match Alerts (一致警告)]は、特定のソース、特定の種類、またはシグナルなど、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。イベント 情報はbase64で囲まれます。このオプションが選択されたときにイベント のタイ
プを識別するプロファイル用に有効にされるインテリジェンス構成をレビューします。

3.

[All Events (すべてのイベント )] では、スキャンでの一致や、メッセージや通知などその他のThreat Responseイベント が
対象になります。

3.

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。
Threat Responseに対するレピュテーションインテリジェンスの設定では、Threat Responseによってレピュテーションデータベースに
データが挿入するため、Tanium Connectを設定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。
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応答アクティビティの管理
[Threat Response] メニューから [Response Activity (応答アクティビティ)] をクリックすると、ステータスを表示したり、応答アクションを
作成および停止したりできます。応答アクションは、スケジュール済みアクションとは異なり、指定された時間内に1回実行され、アクショ
ンをデプロイするときにエンド ポイント がオンラインでない場合、エンド ポイント がオンラインになったときに実行されます。影響を受ける1つ
のエンド ポイント に対する応答アクションを開始します。Live Responseの開始、隔離、ファイルのダウンロード 、対象エンド ポイント から
のスナップショット の収集を行うことができます。
アラート から応答アクションを開始することもできます。詳細は、アラート から応答アクションを開始するを参照してください。

エンドポイント に対する応答アクションを作成する
1.

[Threat Response] メニューで [Response Activity (応答アクティビティ)] をクリックします。

2.

[Create (作成)] > [Live Response]、[Create (作成)] > [Quarantine (隔離)]、[Create (作成)] > [Gather Snapshot (スナッ
プショット の収集)]、[Create (作成)] > [Download File (ファイルのダウンロード )]のいずれかをクリックします。

3.

応答アクション対象のエンド ポイント を選択します。
応答アクションとしてファイルをダウンロード すると、ファイルは保存済みエビデンスとして保存されます。Threat
Responseメニューで[Saved Evidence (保存済みエビデンス)] > [Files (ファイル)]をクリックして、ダウンロード す
るファイルにアクセスします。

4.

応答アクションのパラメータを指定します。たとえば、Live Response応答アクションを選択した場合は、Live Responseファイル
の収集に使用するパッケージを指定できます。

5.

[応答アクションの実行]をクリックします。応答アクションをデプロイすることを確認します。管理者資格情報を入力、[OK]をクリッ
クします。

応答アクションを停止する
1.

[Threat Response] メニューで [Response Activity (応答アクティビティ)] をクリックします。

2.

応答アクションのリスト から、停止する応答アクションを選択します。

3.

[Actions (アクション)] > [Stop (停止)] をクリックします。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ171

エンドポイント からデータを収集する
インシデント 対応プロセスの重要なステップは、侵害されたエンド ポイント からデータを収集して、フォレンジック分析を行えるようにするこ
とです。Threat ResponseにはLive Responseと呼ばれる機能があり、この機能を使用して、エンド ポイント から特定の情報を収集し
てフォレンジック分析やデータ相関に使用したり、カスタマイズおよび拡張可能なフレームワークを使用して、侵害された可能性のあるシ
ステムを調査したりできます。
Live Responseは、エンド ポイント からフォレンジック情報を収集し、結果をパッケージで指定されたネット ワーク上の場所に転送しま
す。Live Responseパッケージには、収集するデータとそのデータのコピー先を示す構成ファイルが含まれています。エンド ポイント から
収集したいデータ、および収集したファイルを保存する先のネット ワーク場所を指定します。

送信先
送信先は、フォレンジックデータを保存する場所です。Live Responseから情報を受け取るサーバには、Amazon S3 Bucketを使用す
ることも、SFTPやSCP、あるいはSMB (Windowsのみで、macOSおよびLinux用は含まれない)プロト コルで通信するサーバを使用す
ることできます。
接続先がSSH (SFTP/SCP)の場合、ユーザにはその接続先上の共有に対する書き込みアクセス権が必要です。サーバ上の
/etc/ssh/sshd_configファイルを変更して、SFTPまたはSCPアクセスのみを許可することを検討してください。ベスト プラクティス
は、SCP/SFTP転送にはLinux SFTP/SCPの接続先を使用することです。
SSH接続先でLive Responseがサポート しているキー交換アルゴリズムには、以下があります。
l

curve25510-sha256@libssh.org

l

ecdh-sha2-nistp256

l

ecdh-sha2-nistp384

l

ecdh-sha2-nistp521

l

diffie-hellman-group14-sha1

l

diffie-hellman-group1-sha1
接続先がSSH(SFTP/SCP)の場合、サーバはこれらのアルゴリズムの少なくとも1つをサポート している必要があります。

SMBコピー場所の場合, システムアカウント が使用されます。SMBは、ド メインに結合されたエンド ポイント と仕事を共有します。エンド
ポイント に書き込みアクセス許可が必要か、ド メイン コンピュータ グループに書き込みアクセス許可が必要です。必要な高度なアクセス
許可：
o

ファイルの作成/データの書き込み

o

フォルダの作成/データの追加

o

書き込み属性
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Amazon S3バケット コピー場所の場合、クライアント がタイムサーバと同期していることを確認してください。クライアント の時刻がサーバ
の時刻と15分以上異なると、転送に失敗します。
Live ResponseでのAmazon S3 Bucketの使用に関する詳細は、「Live Response用のAWS S3 Bucketを作成する方法」を参照し
てください。
Taniumによってシステムが隔離されている場合は、SMB転送の送信先を使用しないでください。Live Responseは、転送にド メイン
認証を使用します。システムが隔離されると、ド メインは再認証できず認証は失敗します。
1.

Threat Responseメニューで[Management (管理)] > [Live Response]をクリックします。[Create (作成)] > [Destination (接
続先)] をクリックします。

2.

一般情報セクションで, 送信先の名前と説明を入力します。

3.

送信先タイプを選択します。利用可能な送信先タイプはS3、SSH、SMBです。選択した送信先タイプにより、必要な設定情報
のタイプが決まります。詳細については、送信先タイプを参照してください。

4.

[Save (保存)] をクリックします。

送信先タイプ
異なるタイプの送信先には異なる設定が必要です。

Threat Response用のLive ResponseでSSH接続先のホスト キー検証を無効にするオプションはありません。

S3送信先
S3送信先では、次の設定が必要です。
設定

説明

Bucket (バケット )

S3バケット の名 前 。S3バケット を送 信 先 として使 用 する場 合 は、クライアント がタイムサーバと同 期 していることを確 認 してくださ
い。クライアント の時 刻 がサーバの時 刻 と15分 以 上 異 なると、転 送 に失 敗 します。

Access key ID (ア

秘 密 アクセスキーに対 応 するIDです。例 ：AKIAIOSFODNN7EXAMPLE

クセスキーID)
Secret Access

アクセスキーIDに対 応 する秘 密 鍵 です。例 ：wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY . ユーザー名 とパス

Key (秘 密 アクセ

ワードと同 様 、アクセスキーを安 全 に管 理 してください。

スキー)

アクセスキーを作 成 する場 合 、アクセスキーIDと秘 密 アクセスキーをセット で作 成 します。アクセスキーの作 成 中 、AWSはアク
セスキーの秘 密 アクセスキー部 分 を表 示 およびダウンロードする機 会 を一 度 提 供 します。キーをダウンロードしなかった場 合 や
キーが失 われた場 合 は, アクセスキーを削 除 して新 しいものを作 成 できます。

Region (領 域 )

明 示 的 に定 義 されたS3領 域 。

Host (ホスト )

ホスト の完 全 修 飾 ドメイン名 。

ポート

送 信 先 の接 続 に使 用 するポート 。デフォルト では443です。
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設定

説明

Use SSL (SSLを

SSL暗 号 化 が有 効 になっています。

使用)
Force Path Style

バケット へのアクセスにパススタイルURL (バケット 名 はURLパスの一 部 )を使 用 するようにAPI呼 び出 しに強 制 します。

Types (パススタイ
ル強 制 タイプ)
Connection

接 続 確 立 の試 行 時 間 。

Timeout (接 続 タ
イムアウト )
Remote Path (リ

データが収 集 される送 信 先 のパス。

モート パス)

SSH送信先
SSH送信先では、次の設定が必要です。
設定

説明

Protocol

プロト コルとしてSFTPまたはSCPを選 択 し、収 集 したファイルを送 信 先 に転 送 します。

Authentication Type

プライベート キーまたはパスワード。選 択 したプロト コルのタイプにより、送 信 先 に対 して認 証 するためにプライベート キーとパ

(認 証 タイプ)

スワードのどちらを入 力 するように指 示 されるかが決 まります。

Host (ホスト )

ホスト の完 全 修 飾 ドメイン名 。

Port (ポート )

送 信 先 のSSH接 続 に使 用 するポート 。デフォルト は22です。

Username (ユーザ

送 信 先 の接 続 に使 用 するユーザー名 。

名)
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設定

説明

Password or Private

ユーザー名 のパスワード、または送 信 先 への接 続 を認 証 するためのプライベート キーです。RSA キーは、プライベート キー

Key (パスワードまたは

フィールドに入 力 する前 に、base64でエンコードする必 要 があります。

プライベート キー)
PowerShellでは、次 のコマンドを使 用 して、base64エンコードに変 換 できます。

[Convert]::Tobase64String([System.IO.File]::ReadAllBytes('<filepath>')) | clip
コマンドの末 尾 に| clipを追 加 すると、base64 出 力 がクリップボードに直 接 送 信 され、貼 り付 けることができます。コマン
ドライン出 力 からコピーしようとすると、キャリッジリターンが入 って入 力 が壊 れ、Taniumデータ入 力 コンソールで「Invalid
CInvalid Charaacter (無 効 な文 字 )」エラーが発 生 します。
macOSおよびLinuxでは、次 のコマンドを使 用 してbase64エンコードに変 換 できます。

cat <filepath> | base64 -w 0
通 常 のopenSSH形 式 はbase64とみなされますが、アップロードする前 にキー全 体 をエンコードし直 してく
ださい。

Known Hosts (既 知

SSH 既 知 のホスト ファイルの内 容 。

のホスト )
Connection Timeout

接 続 確 立 の試 行 時 間 。

(接 続 タイムアウト )
Remote Path (リモー

データが収 集 される送 信 先 のパス。このパスは、現 在 のユーザーのホームディレクト リからの相 対 パスです。絶 対 パスはサ

ト パス)

ポート されていません。

SMB送信先
SMB転送プロト コルは、Windowsオペレーティングシステムでのみサポート されます。macOSおよびLinux用のLive
Responseパッケージには、SMB接続先は含まれていません。

SMB送信先の場合, 次の設定が必要です。
設定

説明

ユニバーサル命 名 規 則

接 続 先 のUNCパス。例 ：\\server\folder

コレクション
コレクションは、エンド ポイント から収集するデータを定義します。Live Responseでは次の構成が提供されます。
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l

標準コレクション：デフォルト のデータに使用します。標準コレクションには、エンド ポイント から特定のファイルを収集するための
ファイルコレクタが含まれています。各種コレクションに含まれているファイルコレクタのリファレンスについては、ファイルコレクタセッ
ト を参照してください。標準コレクションでは、デフォルト では次のデータが収集されますが、この設定は変更することができます。

l

l

ProcessDetails

l

ModuleDetails

l

DriverDetails

l

PFPrefetch

l

PFAmcache

l

PFShimcache

l

PFShellLink

l

PFScheduledJob

l

ScheduledTasksDetails

l

PFRecentFileCache

l

PFUserAssist

l

NetworkConnectionDetails

l

HandleDetails

l

オート ラン

拡張コレクション：標準コレクションと同じデータに加えて、カーネルやMFT、USNジャーナル、イベント ログ、レジスト リハイブファ
イルなどのファイル痕跡情報の収集に使用します。拡張コレクションには、エンド ポイント から特定のファイルを収集するための
ファイルコレクタが含まれています。各種コレクションに含まれているファイルコレクタのリファレンスについては、ファイルコレクタセッ
ト を参照してください。拡張コレクションでは、以下のデータの構成を変更できます。
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l

Process details

l

標 準 およびマスターブート レコード

l

Module details

l

マスターファイルテーブル(MFT)

l

Driver details

l

USNジャーナル、カーネル

l

Prefetch

l

レジスト リハイブ

l

Amcache

l

ユーザープロファイル

l

Shim cache

l

イベント ログ

l

Scheduled tasks

l

プリフェッチファイル

l

Recent files

l

Chromeユーザーデータ

l

Network connections

l

レコーダデータベース(存 在 する場 合 )

l

Process handle details

l

Indexデータベース(存 在 する場 合 )

l

Autoruns details

l

Hosts file

[Collect Recorder Database Snapshot (レコーダデータベーススナップショット の収集)]オプションを使用すると、エンド ポイント
からrecorder.dbまたはmonitor.dbのスナップショット を収集することができます。暗号化されているかどうかに関係なく、レ
コーダデータベースのスナップショット を作成され、コレクションに追加されます。このモジュールによって作成されたスナップショット
は、収集が完了するとエンド ポイント から削除されます。デフォルト では、レコーダデータベースのスナップショット は、エンド ポイン
ト の名前に一致するパス上のRecorderSnapshotという名前のフォルダに保存されます。例：<base_
directory>\<endpoint_name>\collector\RecorderSnapshot\<database_name>.db。

l

メモリコレクション：メモリの取得に使用します。メモリコレクションには、エンド ポイント から特定のファイルを収集するためのファイ
ルコレクタが含まれています。各種コレクションに含まれているファイルコレクタのリファレンスについては、ファイルコレクタセット を参
照してください。メモリコレクションでは、メモリデータの構成を変更できます。

カスタム構成を作成して、エンド ポイント から特定のデータを収集できます。
1.

Threat Responseメニューで[Management (管理)] > [Live Response]をクリックします。[Create (作成)] > [Connection (接
続)]をクリックします。

2.

一般情報セクションで, コレクションの名前と説明を入力します。

3.

データコレクションに含めるモジュールを選択します。モジュールはフォレンジック調査の機能領域です。例えば、ネット ワーク接続
モジュールは、エンド ポイント が関与しているネット ワーク接続を理解するのに役立つデータを収集します。各モジュールの横にあ
るオペレーティングシステムアイコンは、モジュールが適用されるオペレーティングシステムを示します。

4.

コレクションに含めるファイルコレクタセット を選択します。詳細については、ファイルコレクタを参照してください。

5.

スクリプト セット で、コレクションに含めるスクリプト セット を選択します。詳細については、スクリプト セット を参照してください。

6.

[Save (保存)] をクリックします。
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ファイルコレクタセット
エンド ポイント から収集するファイルの種類を定義するためのファイルコレクタセット 。例えば, 特定タイプのすべてのファイルを選択した
り、特定パス上に存在するファイルを選択したりできます。WindowsのLive Responseは代替データスト リームを収集します。代替デー
タ スト リームの名前は、通常のデータスト リーム名にアンダースコアを付けて付加されます。たとえば、hostsという名前のファイルに
hidden_datastreamという名前の代替データ スト リームが存在する場合、この代替データ スト リームは<path>\hosts_hidden_
datastreamの名前で収集されます。
最大再帰深度の設定で-1 を入力すると、無制限になります。

ファイルコレクタ

ファイルコレク

コレク

オペレー

最大

最大

セット

タ

ション

ティング

再帰

収集

に

システム

depth

ファイ

Path

ファイルパターン

特化
Hostsファイル

Etcフォルダツ

ル数

Windows

標

Hostsファイル

準、

windows\system32\

拡張

drivers\etc

Windows

Windows以

標

Linux、

外 のHosts

準、

Mac

ファイル

拡張

など…

標

Linux、

準、

Mac

リー

(^hosts$)

1

1

/etc

(^hosts$)

1

1

/etc

.*

15

無制

%systemdrive%\

限

拡張
シェルの履 歴

PowerShell

標

ファイル

の履 歴

Windows

%userprofile%\

^ConsoleHost_

準、

AppData\Roaming\

history.txt$

拡張

Microsoft\Windows\

0

1

PowerShell\PSReadline\
Bourne

標

Linux、

Again (bash)

準、

Mac

シェルの履 歴

拡張

Bourne (sh)

標

Linux、

シェルの履 歴

準、

Mac

$HOME

^\.bash_history$

0

1

$HOME

^\.sh_history$

0

1

$HOME/.bash_sessions

.*history.*

15

無制

拡張
Bourne

標

Again (bash)

準、

のセッション

拡張
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ファイルコレクタ

ファイルコレク

コレク

オペレー

最大

最大

セット

タ

ション
に

ティング

再帰

収集

システム

depth

ファイ

Path

ファイルパターン

特化

ル数

SSH(Secure

ユーザの既

標

Linux、

Shell)のファイ

知 のhosts

準、

Mac

ル

$HOME/.ssh

^known_hosts$

0

1

$HOME/.ssh

^authorized_keys$

0

1

/var/run

^utmp.*

0

1

/var/log

^wtmp.*

0

無制

拡張
ユーザの認

標

Linux、

証 キー

準、

Mac

拡張
現 在 のSSH

標

Linux、

ユーザ

準、

Mac

拡張
SSHログオン

標

ログオフ

準、

Linux

限

拡張
失 敗 した

標

SSHログオン

準、

Linux

/var/log

^btmp.*

0

無制
限

拡張
SSHの最 終

標

ログオンユー

準、

ザ

拡張

SSHのデーモ

標

Linux、

ン構 成

準、

Mac

Linux

/var/log

^lastlog$

0

無制
限

/etc/ssh

^sshd_config$

0

無制
限

拡張
SSHのクライ

標

Linux、

アント 構 成

準、

Mac

/etc/ssh

^ssh_config$

0

無制
限

拡張
Systemdフォル
ダツリー

Systemd

標
準、

Linux

/etc/systemd/system

.*

15

無制
限

拡張
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ファイルコレクタ

ファイルコレク

コレク

オペレー

最大

最大

セット

タ

ション
に

ティング

再帰

収集

システム

depth

ファイ

Path

ファイルパターン

特化
Kextの詳 細

Kextの詳 細

標

ル数
Mac

準、

/var/db/

^KextPolicy$

15

無制
限

SystemConfiguration

拡張
Kextの詳 細

標

(v11+)

準、

Mac

/var/db/

^KextPolicy$

15

無制
限

SystemPolicyConfiguration

拡張
マスターファイル

Windowsの

拡張

Windows

%systemdrive%

(\$MFT$)

1

1

テーブル(MFT)

MFT

UsnJrnl

UsnJrnl

拡張

Windows

%systemdrive%\$Extend

(%.UsnJrnl$)

1

1

カーネル

Windowsの

拡

Windows

%systemdrive%\windows\

ntoskrnl\.exe

1

1

カーネル

張 、メ

%systemdrive%\windows\

((^system$)|

1

4

system32\config\

(^security$)|

2

無制

system32\

モリ
システムレジス

Windowsの

ト リハイブ

システムレジ

拡張

Windows

スト リハイブ
ユーザレジスト

Windowsの

リハイブ

ユーザレジス

(^software$)|(^sam$))
拡張

Windows

%userprofile%\

(^ntuser\.dat$)

限

ト リハイブ
拡張

Windowsのイ

Windowsのイ

Windows

ベント ログ

ベント ログ

Windowsのプリ

Windowsの

フェッチファイル

プリフェッチ

(layout\.ini)|

ファイル

(.*\.db)|

%systemdrive%\windows\

.*\\.evtx

1

2000

(.*\.pf)|

1

無制

system32\winevt\logs\
拡張

Windows

%systemroot%\prefetch\

限

(pfsvperfstats\.bin)
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ファイルコレクタ

ファイルコレク

コレク

オペレー

最大

最大

セット

タ

ション
に

ティング

再帰

収集

システム

depth

ファイ

Path

ファイルパターン

特化
拡張

ル数

Chromeのユー

Windowsの

Windows

ザデータ

Chromeユー

Chrome\User Data\

ザデータ -

Default\Cache\

%LOCALAPPDATA%\Google\

.*

0

無制
限

キャッシュ
Windowsの

拡張

Windows

%LOCALAPPDATA%\Google\

Chromeユー

Chrome\User Data\

ザデータ -

Default\Local Storage\

.*

0

無制
限

ローカルスト
レージ
Windowsの

拡張

Windows

%LOCALAPPDATA%\Google\

Chromeユー

Chrome\User Data\

ザデータ - プ

Default\

.*

0

無制
限

ロファイル
MacOSの

拡張

Mac

Chromeデー

$HOME/Library/Application

.*

9

無制
限

Support/Google/Chrome

タ
Linuxの

拡張

Linux

$HOME/.config/google-chrome

.*

9

無制
限

Chromeデー
タ
Tanium Trace

Windowsの

データベース

Tanium

拡張

Windows

%TANIUMDIR%\

^monitor\.db(\-)*

0

無制
限

(wal|shm|journal)*$

Traceデータ
ベース
拡張

Taniumイン

Windowsの

Windows

デックスデータ

Taniumイン

(\-)*(wal|shm|

ベース

デックスデー

journal)*$

%TANIUMDIR%\Tools\EPI\

^EndpointIndex\.db

0

無制
限

タベース
Shell

Bourne

Configuration

Again (bash)

Files

の設 定
Cシェル(csh

拡張

Linux、

$HOME

Mac

拡張

またはtcsh)の

Linux、
Mac

^\.bash(rc|_profile|

0

1

0

1

_エイリアス)$

$HOME

^\.(tcshrc|
cshrc)$

設定
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ファイルコレクタ

ファイルコレク

コレク

オペレー

最大

最大

セット

タ

ション
に

ティング

再帰

収集

システム

depth

ファイ

Path

ファイルパターン

特化
使用可能な

使用可能な

シェル

シェル

パスワード ファイ

パスワードファ

ルとグループファ

イルとグルー

イル

プファイル

シャド ウファイル

シャドウファイ

拡張

Sudoersファ

成

イル
Sudoers.d

Linux、

/etc

^shells$

0

1

/etc

^(passwd|group)$

0

無制

Mac
拡張

Linux、

限

Mac

拡張

ル
Sudoersの構

ル数

Linux、

/etc

Mac
拡張

Linux、

^(shadow|gshadow|

0

/etc

^sudoers$

0

拡張

Linux、

無制
限

Mac

フォルダの内

無制
限

master\.shadow)$

/etc/sudoers.d

.*

15

無制
限

Mac

容
マウント ポイント

マウント ポイ

拡張

Linux

/etc

^fstab$

0

1

拡張

Linux

/etc

^exports.*

0

1

拡張

Linux

/etc

ld\.so.*

15

無制

ント
NFSマウント
ポイント
プリロード 共 有

LDのプリロー

ライブラリ

ド共 有 ライブ

限

ラリ
LDのプリロー

拡張

Linux

/etc/ld.so.conf.d

.*

0

ド共 有 ライブ

無制
限

ラリ構 成 ディ
レクト リ
Auditdの構 成

LDのプリロー

とルール

ド共 有 ライブ

拡張

Linux

/etc/audit

.*

15

無制
限

ラリ
RPM GPG

RPM GPG

キー

キー

拡張
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/etc/pki/rpm-gpg

.*

15

無制
限
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ファイルコレクタ

ファイルコレク

コレク

オペレー

最大

最大

セット

タ

ション
に

ティング

再帰

収集

システム

depth

ファイ

Path

ファイルパターン

特化
SSL/TLS証 明

SSL/TLS証

書 とPKI

明 書 ディレク

拡張

ル数
Linux

/etc/pki/tls

.*

15

無制
限

トリ
SSL/TLS認

拡張

Linux

/etc/pki/CA

.*

15

証 局 ディレク

無制
限

トリ
ユーザが最 近

最近使用さ

使 用 /削 除 した

れたGTKファ

ファイル

イル
最近削除さ

拡張

Linux

拡張

Linux

Vim情 報

15

$HOME/.local/share/

.*

拡張

Linux

$HOME/.local/share/

15

定

Linux、

$HOME

.*

15

拡張

外 のVim設

Linux、

無制
限

^\.viminfo$

0

無制
限

Mac
Windows以

無制
限

Trash/files
拡張

無制
限

ゴミ箱 /情 報

れたファイル
ユーザのVim設

recently-used\
.xbel

れた情 報
最近削除さ

$HOME/.local/share

$HOME

^\.vimrc$

0

無制
限

Mac

定
Windowsの

拡張

Windows

%homepath%\

^_vimrc$

0

Vim設 定
ユーザのLess

Less履 歴

限
拡張

履歴

Linux、

$HOME

^\.lesshst$

0

データベース

ベース履 歴

履歴

Cronの設 定

Cronのファイ

拡張

$HOME

Mac
拡張

ル
Cronのログ

Linux、

Linux、

^\.(psql|mysql|

0

/etc/

cron.*

Linux、

無制
限

sqlite)_history$
15

無制
限

Mac
拡張

無制
限

Mac

ユーザのデータ

無制

/var/log

Mac

cron.*

15

無制
限

カスタムファイルコレクタセット は自分で作成できます。
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1.

Threat Responseメニューで[Management (管理)] > [Live Response]をクリックします。[Create (作成)] > [File Collector
Set (ファイルコレクタセット )]をクリックします。

2.

一般情報セクションでコレクションの名前と説明を入力します。

3.

[Create File Collector (ファイルコレクタの作成)]をクリックします。

4.

ファイルコレクタの名前を入力します。

5.

収集するファイルのパスを入力します。パスでは環境変数と正規表現を使用できます。詳しくは、正規表現と環境変数を参照
してください。

6.

収集するファイルのファイルパターンを入力します。ファイルパターンでは、正規表現を使用できます。詳しくは、正規表現と環境
変数を参照してください。

7.

入力したパスから再帰するディレクト リの最大深さを指定します。

8.

収集するファイルの最大数を指定します。

9.

[Raw (生)]を選択して、収集したファイルの形式を維持します。

10.

ファイルコレクタでファイルを収集するオペレーティングシステムを選択します。

11.

右上のチェックマークをクリックして、ファイルコレクタを保存します。

12.

[Save (保存)] をクリックします。

スクリプト セット
コレクションを展開するときに、エンド ポイント で実行するスクリプト を設定できます。サポート されているスクリプト 言語は、Powershellと
Pythonです。
1.

Threat Responseメニューで[Management (管理)] > [Live Response]をクリックします。[Create (作成)] > [Script Set (スクリ
プト セット )]をクリックします。

2.

一般情報セクションで、スクリプト セット の名前と説明を入力します。

3.

[Scripts (スクリプト )]の下で[Add a Script (スクリプト の追加)]をクリックします。

4.

スクリプト のファイル名を入力します。

5.

スクリプト の種類としてPythonまたはPowershellを選択します。

6.

スクリプト 実行の一環として使用するスクリプト 引数を入力します。

7.

スクリプト ソースを追加します。

8.

[Save (保存)] をクリックします。

スクリプト 出力は、スクリプト と同じ名前でその拡張子に-resultsが付加されたファイルに保存されます。たとえば、test.ps1という名
前のスクリプト では、test.ps1-resultsに出力が作成されます。すべての標準出力は、コレクタディレクト リに送られます。

エンドポイント からデータを収集する
エンド ポイント からデータを収集するには、Live Responseパッケージをデプロイします。
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エンド ポイント でのリソースの過負荷を防ぐには、このアクションを手動でのみ発行します。予定済みアクションを作成し
ないでください。

1.

Threat Responseメニューで[Management (管理)] > [Live Response]をクリックします。[Generate Package (パッケージを生
成)]をクリックします。

2.

データ収集の対象エンド ポイント 。オペレーティングシステムベースのQuestionを使用します。例：Get Computer Name from
machines with Is Windows containing "True"

3.

データを収集したいエンド ポイント を選択し、[Deploy Action (アクションをデプロイ)]をクリックします。

4.

[Deployment Package (デプロイパッケージ)]フィールド で、Live Response と入力します。

5.

デプロイするコレクションと送信先設定に一致するパッケージを選択します。

6.

[Base Directory (ベース ディレクト リ)]フィールド に、ファイルが収集されたときにファイルを書き込むディレクト リ名を入力します。こ
のディレクト リは、Live Responseパッケージに使用する接続先に指定したRemote Path (リモート パス)値の下に作成されます。
たとえば、リモート パスがFileCollectionのSSH接続先のベースディレクト リとしてMyCollectionを指定した場合、SSH接続先
に指定したリモート パスは現在のユーザのホームディレクト リを基準にしていますから、結果は
/home/username/FileCollection/MyCollectionになります リモート パスの場所は、接続先の種類によって異なる場合
があります。たとえば、SMB接続先では明示的であるのに対し、SSH接続先では現在のユーザのホームディレクト リが基準になり
ます。

7.

(任意)収集されたすべてのファイルを1つのディレクト リに置く場合は、[Flatten Output Files (出力ファイルを平坦化)]を選択しま
す。この場合、ファイル名には元のパスが含まれるが、フォルダ構造は維持されません。

8.

[Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]をクリックします。

9.

アクションをデプロイする先のエンド ポイント のリスト をプレビューした後、[Deploy Action (アクションをデプロイ)]をクリックします。

Threat Responseは、接続先にLRConnectionTestファイルを書き込むことで接続をテスト します。書き込みが失敗した場合、アクショ
ンは構成ファイルにリスト されている順序で、転送構成内の他のデプロイ先を試行します。すべての接続テスト が失敗した場合、アク
ションは続行されません。
Taniumは、パッケージがエンド ポイント にダウンロード され次第、パッケージを完了として表示します。Live Responseが分離モード で
実行されるため、この完了は正確ではありません。アクションが完了した後も、ファイル転送が続行されます。
転送を完了する実際の時間は、エンド ポイント のアクティビティとエンド ポイント と転送先システム間の接続速度によって異なります。
macOSおよびLinuxエンド ポイント の場合、接続先に転送されるメモリデータはZIPファイルにパッケージ化されます。例えば, メモリの詳
細をモジュールとして含めることを選択した場合、Live Responseが生メモリダンプおよび追加システムファイルを含むZIP ファイルを作
成します。このデータは、WinpmemやVolexity Surgeなどのツールで分析できます。Windowsエンド ポイント の場合は、1つまたは複数
のrawファイルとしてメモリデータが収集されます。

ログを収集 する
エンド ポイント の標準アクションログ( Tanium_Client_Location\Downloads\Action_###\Action_####.log)に加えて、アク
ティビティのログファイルが同じディレクト リに存在します。このファイルは次の命名規則に従います：YYYYMMDDhhmm_LR.log。
収集が完了すると、YYYYMMDDhhmm_LR.logが送信先にコピーされます。アクションログは送信先にはコピーされません。
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問題のト ラブルシューティングには、アクションログとLive Responseログファイルの両方を使用します。アクションログは、標準エラー
(stderr)に書き込まれたメッセージを取得します。

正規表現と環境変数
パスおよびファイルパターンでは正規表現の構文を使用できます。
ファイルパターンの正規表現は、ファイル名にのみ適用されます。
次表はLive Responseにおけるパターンの使用例で、Windows、Linux、およびmacOSエンド ポイント に対する正規表現と環境変数
両方の使用例を示しています。
Live Responseタスクの例

オペレーティ

Path

ファイルパターン

説明

%systemdrive%\windows\

^hosts$

Windowsでは、ファイ

ングシステム
ホスト ファイルの収 集

Windows

ル名 に正 規 表 現 が

system32\drivers\etc

適 用 されます。
macOS、

/etc

hosts$

この例 では、hosts
に一 致 するファイル

Linux

名。
すべてのユーザのBash履 歴 の

Windows

Not Applicable (適 用 外 )

収集
macOS、

$HOME

Linux

Not Applicable (適

Not Applicable (適

用外)

用外)

/.bash_

.bash_historyに

history$

一 致 するファイル
名。

プラット フォームのルート からの

Windows

C:\

^findme.txt$

ファイル名 findme.txtの収 集

findme.txtで始 ま
るファイル名

macOS、

/

^findme.txt$

/findme.txtで始
まるファイル名

Linux

環境変数は、次表の説明に示すように解決されます。
環境変数

サポート されているオペレー

対応値

ティングシステム
%appdata%

Windows

C:\Users\username\appdata\roaming

%homepath%

Windows

\Users\username

%localappdata%

Windows

C:\Users\username\appdata\local

%psmodulepath%

Windows

C:\Users\username\documents\windowspowershell\modules
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環境変数

サポート されているオペレー

対応値

ティングシステム
%temp%

Windows

C:\Users\username\appdata\local\temp

%tmp%

Windows

C:\Users\username\appdata\local\temp

%userprofile%

Windows

C:\Users\username

%taniumdir%

Windows

Tanium Clientのディレクト リ。デフォルト は次 のとおりです。
\Program Files\Tanium\Tanium Client\ (32-bit OS )
\Program Files (x86)\Tanium\Tanium Client\ (64-bit OS)

$TANIUMDIR

Linux、Mac

Tanium Clientのディレクト リ。デフォルト は次 のとおりです。
/Library/Tanium/TaniumClient/ (macOS)
/opt/Tanium/TaniumClient/ (Linux)

$HOME

Linux、Mac

ホームディレクト リがブロックリスト に記 載 されたシェルに設 定 されていなくて、
/etc/shellsファイルに記 載 のシェルに一 致 するすべてのユーザホームディレク
ト リ。
/etc/shellsファイルがない場 合 、すべてのシェルがサポート されます。

エンドポイント にローカルな環 境 変 数 を使 用 できます。たとえば、%SYSTEMROOT%がエンドポイント で設 定 されていてC:\\WINDOWSに展 開 される場
合 は、そのような変 数 をパスで使 用 できます。
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エンドポイント の分離
侵害や他の疑わしい活動の証拠を示すWindows、Linux、Mac OSエンド ポイント を隔離します。Threat Responseを使用して、隔
離に関する適用、適用解除、テスト を行います。
デフォルト では、エンド ポイント が隔離された時、隔離されたエンド ポイント で唯一承認および許可されるト ラフィックには以下がありま
す。
l

隔離されたエンド ポイント 上のTanium Clientとポート 17472上のTanium Server間。

l

IPアド レス(DHCP/DNS)を取得して解決するために必要な必須ト ラフィック。

Threat Responseには、隔離ポリシーを自動的に元に戻す安全機能があります。隔離ポリシーが適用されると、ポリシーの影響がログ
に記録されます。エンド ポイント がTanium Serverと通信できる場合は、Threat Responseによってポリシーの適用に成功したことが記
録されます。ポリシーによってエンド ポイント がTanium Serverと通信できない場合、Threat Responseはポリシーを取り消し、action
フォルダにログを保存します。

Quarantineをインスト ールする
Tanium Quarantineソリューションをインポート する
Taniumソリューションページから関連するコンテンツをインポート して、Tanium Quarantineソリューションをインスト ールします。
1.

メインメニューから、[Administration (管理)] > [Configuration (構成)] > [Solutions (ソリューション)] をクリックします。

2.

[Taniumコンテンツ] セクションで、Quarantineの行を選択し、[Import Selected (選択をインポート )] をクリックします。

3.

保存されたアクション、パッケージとセンサーのリスト を確認し、[Proceed with Import (インポート を続行)]をクリックします。

4.

インポート が完了すると、ソリューションページに戻ります。[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。

使用を開始する前に
ポリシーをデプロイする前に、ラボ環境で隔離ポリシーをテスト します。行動が知られており予測可能になるまでポリ
シーを適用しないでください。ポリシーが正しく設定されていないと、Tanium Serverへのアクセスがブロックされる可能
性があります。

l

Tanium Consoleのコンテンツ管理者アカウント が必要です。詳細については、Tanium Core Platformユーザガイド ：ロールの
管理を参照してください。

l

エンド ポイント が隔離中の場合に必要なト ラフィックを特定します。

l

対象のオペレーティングシステム(Windows、Linux、Mac)での隔離ポリシーのテスト に使用できるエンド ポイント を用意する必
要があります。マシンに物理的にアクセスできるか、RDP (Windows)またはSSH (Linux、Mac)を使用してアクセスできなけれ
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ばなりません。
l

Tanium Consoleでセンサーまたは保存されたQuestionを使用して隔離するエンド ポイント にアクセスできる必要があります。

エンドポイント のオペレーティングシステム要件
サポート されているWindowsバージョン
l

Windows 7 (SP1)

l

Windows 8.1

l

Windows 10

l

Windows Server 2003

l

Windows Server 2008

l

Windows Server 2012

l

Windows Server 2016

l

Windows Server 2019

l

Windows Server 2012 R2以降

l

Windows 2008 R2 (SP1)

サポート されているLinux OSバージョン
l

RedHat/CentOS 5 IPTables on SYSV

l

RedHat/CentOS 6 IPTables on SYSV

l

RedHat/CentOS 7 Firewalld on Systemd

l

RedHat/CentOS 8

l

Ubuntu 12、14 UFW on Upstart

l

Ubuntu 15/16/18/20 UFW (Upstart/Systemd)

サポート されているMac OSバージョン
l

macOS 11.0 Big Sur

l

macOS 10.15 Catalina

l

macOS 10.14 Mojave

l

macOS 10.13 High Sierra

l

macOS 10.12 Sierra
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l

OS X 10.11 El Capitan

l

OS X 10.10 Yosemite

l

OS X 10.9 Mavericks

OSX 10.8 - Mountain Lion以前のリリースはipfirewall (IPFW)に基づいており、サポート されていません。

Windowsエンドポイント を設定する
[Apply Windows IPsec Quarantine (Windows IPsec Quarantineを適用)]パッケージはWindows IPsecポリシーを使用してエンド
ポイント を隔離します。カスタムルールやオプションを追加することもできます。詳細については、カスタム隔離ルールを作成する (ページ
192)を参照してください。
ド メインIPsecポリシーが既に適用されているネット ワークでWindows IPsec Quarantineを使用することはできません。

IPsec Policy Agentサービスがエンド ポイント で実行されていることを確認する
必要に応じて、WindowsでIPsec Policy Agentが実行中のサービスとしてリスト に表示されていることを確認できます。
1.

Interactで、Get Service Details containing "PolicyAgent" from all machines with Service Details
containing "PolicyAgent" というQuestionを実行します。

2.

3.

返されるテーブルで、次の列の結果を確認します。
1.

Service Status (サービスステータス)：実行中または停止中

2.

Service Startup Mode (サービス起動モード )：手動または自動

必要に応じて、結果にド リルダウンして、IPsec Policy Agentが実行されていないエンド ポイント を特定します。

Linuxエンドポイント を設定する
[Apply Linux IPTables Quarantine (Linux IPTables隔離の適用)]パッケージは、iptablesモジュールの使用をサポート するLinux
ベースのオペレーティングシステムを実行しているエンド ポイント を隔離します。

エンド ポイント がネット ワークマネージャを使用していないことを確認する
Linux IPTables Quarantineは、iptablesモジュールがインスト ールされており、隔離の対象となるエンド ポイント 上のNetwork
Managerモジュールを無効にします。
ネット ワークマネージャを実行しているLinuxベースのエンド ポイント をチェックするには、[Linux Network Manager (Linux ネット ワークマ
ネージャ)]センサーを使用してネット ワークマネージャが有効になっているか確認します。Interactで、network manager と入力してそ
のセンサーを見つけます。このセンサーにはパラメータはありません。
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Macエンドポイント を設定する
Apply Mac PF Quarantine (Mac PF Quarantineを適用)パッケージは、パケット フィルタ(PF)ルールを使用できるMac OS Xオペレー
ティングシステムを実行しているエンド ポイント を隔離します。このパッケージは、ネット ワークリソースとの通信を排除してエンド ポイント を
分離するパケット フィルタルールを作成します。隔離の対象となるエンド ポイント にPFソフト ウェアをインスト ールする必要があります。

テスト 用エンドポイント で隔離をテスト する
ラボエンド ポイント の隔離はデフォルト でTanium Serverを除くすべての通信をブロックします。許可するト ラフィックの方向、許可するIP
アド レス、ポート 、およびプロト コルを定義するカスタムルールを設定できます。カスタムルールを作成してデプロイする方法の詳細につい
ては、カスタム隔離ルールを作成する (ページ192)を参照してください。
ラボのルール設定をテスト せずに隔離しないでください。

1.

隔離の対象となるコンピュータ。
Tanium Consoleで、[Is Windows (Windows)]、[Is Linux (Linux)]、または[Is Mac (Mac)]センサーを使用して隔離する

a.

エンド ポイント を特定します。
b.

[True (真)]のエント リを選択し、[Drill Down (ド リルダウン)]をクリックします。

c.

保存されたQuestionページで、[Computer Name (コンピュータ名)]を選択し、[Load (読み込み)]をクリックします。
コンピュータ名リスト には、選択したOSを実行しているすべてのコンピュータの名前が表示されます。
ラボエンド ポイント を対象として選択し、[Deploy Action (アクションのデプロイ)]をクリックします。

d.
2.

3.

[Deployment Package (展開パッケージ)]フィールド に、デプロイする隔離パッケージの名前を入力します。
1.

Apply Windows IPsec Quarantine

2.

Apply Linux IPsec Quarantine (Linux用IPTables Quarantineを適用)

3.

Apply Mac PF Quarantine

(オプション)隔離ルールとオプションを定義します。
隔離ルールの詳細については、カスタム隔離ルールを作成する (ページ192)を参照してください。
1.

デプロイするパッケージに既にtaniumquarantine.datファイルを添付している場合は、他の設定を行う必要はありま
せん。

2.

それ以外の場合は、[Override Config (設定を上書き)]を選択してアクションにカスタムルールを適用します。

3.

このパッケージのデプロイでオプションやルールを使用している場合は、有効にするオプションを選択し、カスタム隔離ルー
ルを[Custom Quarantine Rules (カスタム隔離ルール)]フィールド に入力します。

4.

[Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]をクリックして、アクションの対象基準をプレビューします。[Deploy
Action (アクションを展開)] をクリックします。
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5.

対象ラボエンド ポイント の隔離を確認します。
コンピュータにTanium Serverおよびカスタム隔離ルールで設定したエンド ポイント 以外のリソースとの通信手段がないことを確認
します。
RDP (Windows)、SSH (Linux/Mac)、Pingネット ワークユーティリティ、または同様の方法で通信がブロックされていることを確認
することができます。隔離が許可する唯一のト ラフィックはデフォルト で、隔離されたコンピュータ上のTanium Clientとポート 17472
を介したTanium Server間のみです。コンピュータが接続でサーバ名を指定できる必要があるサーバの場合は、それらの接続が
通過できることを確認します。

6.

隔離されたコンピュータのTanium Serverへの可視性を確認します。
a.

ラボコンピュータをQuestionまたはセンサーの対象とします。

b.

隔離されたコンピュータの可視性について、センサーの結果を確認します。

c.

Quarantineダッシュボード で、[Isolated Machines (隔離されたコンピュータ)]をクリックします。[Quarantine: Isolated
Machines (隔離マシン)] ページにYesの付いたコンピュータが1台表示されます。

アクションフォルダは、エンド ポイント のTanium Clientインスト ールフォルダの下、通常Downloads\Action_XXXX.logです。

隔離を解除する
Remove Windows IPsec Quarantine (Windows IPsec Quarantineを解除)、Remove Mac PF Quarantine (Mac PF
Quarantineを解除)、またはRemove Linux IPTables Quarantine (Linux IPTables Quarantineを解除)パッケージをエンド ポイント
に展開して、そのコンピュータの隔離を解除します。RDP (Windows)、SSH (Mac/Linux)、Pingユーティリティ、または隔離の解除とテ
スト コンピュータの通常の通信を確認するための別の方法を使用します。

カスタム隔離ルールを作成する
隔離ルールとオプションでは、許可するト ラフィックの方向、許可するIPアド レス、ポート 、およびプロト コルを定義します。他のすべてのト
ラフィックはブロックされます。これらのルールの形式は、Windows、Linux、Macで同じです。カスタム隔離ルールの構文については、関
連情報: カスタムルールとオプション(ページ193)を参照してください。
隔離ルールを定義しないと、デフォルト 値が使用されます。隔離されたエンド ポイント はTanium Serverのみにアクセスでき、
DNS/DHCPト ラフィックは許可されます。
Windows IPsecポリシーファイルを提供していた場合、IPsecポリシーはカスタム隔離ルールを上書きします。
ポリシーをデプロイする前に、ラボ環境で隔離ポリシーをテスト します。行動が知られており予測可能になるまでポリ
シーを適用しないでください。ポリシーが正しく設定されていないと、Tanium Serverへのアクセスがブロックされる可能
性があります。

カスタム隔離のルールとオプションをデプロイするためのオプション
構成ファイルをパッケージに添付するか、隔離アクションをデプロイするときにTanium Consoleでオプションを選択することで、隔離ルー
ルとオプションを定義できます。
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構成ファイルをパッケージに添付
新しいQuarantineパッケージや既存のQuarantineパッケージには、隔離ルールとオプションを定義した
taniumquarantine.dat構成ファイルを添付できます。その後、そのパッケージをエンド ポイント にプッシュします。
taniumquarantine.datサンプルファイルについては、関連情報：カスタムルールの例(ページ195)を参照してください。
1.

メインメニューから[Administration (管理]) > [Content (コンテンツ)] > [Packages (パッケージ)] に移動します。

2.

新しいパッケージを作成したり、既存のQuarantineパッケージを編集したりできます。

3.

4.

1.

Apply Windows IPsec Quarantine

2.

Apply Mac PF Quarantine

3.

Apply Linux IPTables Quarantine

taniumquarantine.datファイルを更新します。
a.

現在のファイルをダウンロード するには、[Download (ダウンロード )] をクリックします。

b.

現在パッケージに入っているファイルを削除します。

c.

[Add (追加)]をクリックして更新したtaniumquarantine.datファイルをアップロード します。

[Save (保存)]をクリックして、パッケージに更新を保存します。

Quarantineアクションをデプロイするときにユーザーインターフェイスでオプションを選択します。
[Apply Windows IPsec Quarantine (Windows用IPsec Quarantineを適用)]、[Apply Mac PF Quarantine (Mac PF用
Quarantineを適用)]、または[Apply Linux IPTables Quarantine (Linux用IPTables Quarantineを適用)]アクションでは、そ
のアクションの一部として隔離ルールとオプションを定義できます。詳細については、テスト 用エンド ポイント で隔離をテスト する
(ページ191)を参照してください。

関連情報: カスタムルールとオプション
カスタムルールの形式
カスタムルールの形式では、大文字と小文字は区別されません。各ルールを新しい行に置きます。後続の空白はサポート されていませ
ん。この形式は、構成ファイルとユーザーインターフェイスの両方で使用されます。

Direction:Protocol:IPAddress:CIDR:Port
#Comment
方向
有効値：IN またはOUT
着信と発信のどちらのト ラフィックを許可するかを指定します。
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Protocol
有効値：ICMP 、TCP 、UDP
ICMPを指定すると、ICMPプロト コルは指定されたアド レスとの通信が許可されます。この制限は、IPSecがICMPタイプ/コード
をフィルタしないためです。フィルタはADVFirewallによって行われます。
IPAddress
任意のIPv4アド レスを指定するか、[ANY (すべて)]を使用できます。
CIDR
有効な値：0～32 、IPAddressでANYが使用されている場合は未定義。
ド ット 付き10進表記のサブネット マスクは、入力ファイルでは許可されていません。未定義(ブランク)は32と同じで、IPAddress
のみが使用されます。
ポート
有効値：0～65535 または未定義
すべてのポート を許可するには、未定義(ブランク)のままにします。範囲は現在サポート されていません。個々のポート またはす
べてのポート のみを定義できます。

パッケージ内のカスタム隔離ルールパラメータを使用する場合、合計文字数は1100以下にする必要があります。これ
以上の文字数が必要な場合は、カスタムDATファイルを使用できます。

Quarantineのオプション
エンド ポイント を隔離するときに、構成ファイルまたはデプロイアクションのユーザーインターフェイスで隔離オプションを設定できます。

構成ファイルの形式
OPTION：OptionName：OptionValue

オプション
オプション名 (Tanium Consoleの

オプション名 (構

[Deploy Action (デプロイアクショ

成 ファイル)

説明

ン)]画 面 )
Allow All DHCP (すべてのDHCPを

AllDHCP

デフォルト ：true

許 可 する)
Allow All DNS (すべてのDNSを許

true に設 定 すると、任 意 のサーバへのDHCPト ラフィックを許 可 します。

AllDNS

可 する)
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true に設 定 すると、任 意 の宛 先 へのDNSト ラフィックを許 可 します。
デフォルト ：true
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オプション名 (Tanium Consoleの

オプション名 (構

[Deploy Action (デプロイアクショ

成 ファイル)

説明

ン)]画 面 )
なし

CurrentDNS

true に設 定 すると、現 在 のDNSだけにDNSト ラフィックを許 可 します。
デフォルト ：false

Allow All Tanium Servers (すべて

TaniumServers

のTanium Serverを許 可 する)

true に設 定 すると、Tanium ClientのServerListまたはServerの設 定 で定 義 されている
Tanium ServerへのTaniumト ラフィックを許 可 します。
デフォルト ：true

Allow Alternate Tanium Servers

ALTTS

(代 替 Tanium Serverを許 可 する)

IPアドレスを指 定 します。たとえば、隔 離 中 にDNSを使 用 しないようにする場 合 は、このオ
プションを使 用 します。隔 離 を解 除 すると、元 のTanium Serverが復 元 されます。
コンマで区 切 るか、代 替 を使 用 しない場 合 は空 白 のままにします。

Validate Tanium Server

CheckTS

true に設 定 すると、Tanium Server上 でTaniumポート に到 達 できることを確 認 します。

Availability (Tanium Serverの可

この確 認 に失 敗 した場 合 は、ルールを取 り消 してください。

用 性 を確 認 する)

デフォルト ：true

VPN Servers (VPNサーバ)

VPNSERVERS

VPNサーバを指 定 して、カンマ区 切 りリスト のルールを自 動 的 に作 成 します。サーバを追
加 すると、次 のように各 ホスト のルールが作 成 されます。IP:50/51、UDP:500、4500
TCP/UDP:443
Default: NO VPNServers

Notification Message (通 知 メッ

通知

セージ)

システムが隔 離 されていることをユーザーに通 知 する文 字 列 メッセージを指 定 します。
メッセージの制 限 は255文 字 です。($)、(!)、(`)、(')、(*)など一 部 の文 字 は使 用 できず、
(\")など一 部 の文 字 はエスケープする必 要 があります。特 殊 文 字 は、本 番 で使 用 する前
にテスト してください。
デフォルト ：No notification

関連情報：カスタムルールの例
[Custom Quarantine Rules (カスタム隔離ルール)]フィールド の例
IN:UDP:10.0.0.21:32:161
OUT:UDP:10.0.0.21:32:162
この例では、2つのルールを定義します：
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l

10.0.0.21にある別のデバイスからのSNMPクエリ(UDPポート 161)を許可します。

l

SNMPト ラップ(UDPポート 162)を10.0.0.21にあるデバイスに送信できるようにします。
この例では、taniumquarantine.datファイルではなく、パッケージ内のパラメータオプションの使用方法を示
します。

taniumquarantine.datサンプルファイル
DATファイルの場合、各エント リは1行でなければなりません。パイプ(|)文字を使用して行を結合することはできません。後続の空白は
サポート されていません。

#Allow ICMP out to a specific IP Address
OUT:ICMP:192.168.10.15::0
#Allow ICMP in from a specific IP Address
IN:ICMP:192.168.20.10:32:0
#Allow TCP port 80 in from a class C subnet
IN:TCP:192.168.1.0:24:80
#Allow UDP port 161 in from a specific IP
IN:UDP:10.0.0.21:16:161
#Allow HTTPS (tcp 443) out to a specific class B subnet
OUT:TCP:192.168.0.0:16:443
OPTION:ALLDNS:TRUE
OPTION:CURRENTDNS:FALSE
OPTION:ALLDHCP:TRUE
OPTION:TANIUMSERVERS:TRUE
OPTION:CHECKTS:TRUE
OPTION:NOTIFY:This Device has been Quarantined
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監査データのエクスポート
エンジンによって生成されたイベント およびアラート 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。
Connectの接続先を設定するには、次の手順を実行します。
1.

Connectメニューで[Connection (接続)]をクリックして [Create (接続を作成)] > [Create (作成)]をクリックします。

2.

情報元として [Event (イベント )] を選択します。

3.

イベント グループとしてTanium Threat Responseを選択し、[All Events (すべてのイベント )] を選択します。

4.

接続先を設定します。接続先によっては、特定の接続名が使用されます。名前のついた接続先を編集すると、その編集した
[Destination Name (接続先名)]が使用されているすべての接続に変更が反映されます。

5.

[Event Name (イベント 名)] 列で正規表現フィルタを追加します。正規表現はさまざまですが、^(?!detect.match).*$など
の表現は、Detect Alertsが削除されて、すべてのシステム通知が対象になるため、開始点としてお勧めです。

次のイベント がConnectに送信されます。

エンジンイベント
グループの構 成

アクションタイプ
l

作成

l

削除

l

変更

l

開始

l

削除

l

リセット

l

変更

システムユーザ

l

変更

ラベル

l

変更

l

削除

l

作成

l

削除

l

変更

l

インテリジェンスのラベル変 更

クイックスキャン

サービス設 定

インテリジェンス
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エンジンイベント

アクションタイプ

アラート

通知

l

削除

l

変更

l

アラート の一 括 削 除

l

アラート の一 括 変 更

l

変更

l

削除

Threat Responseサービス内でユーザが実行したアクションを監査することもできます。Threat Responseからデータを電子メールやファ
イル、HTTP、ソケット レシーバ、Splunk、SQLサーバなどのTanium Connect接続先にエクスポート することで、特定の時間範囲に
ユーザが実行したThreat Responseアクションを可視化することができます。
以下のThreat Responseアクションを監査できます。
Threat Responseのコンポーネント
プロファイル

構成

フィルタ
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アクションタイプ
l

作成

l

編集

l

インポート

l

削除

l

プロファイルの並 べ替 え

l

プロファイルのデプロイ

l

複製

l

作成

l

編集

l

インポート

l

削除

l

複製

l

作成

l

編集

l

インポート

l

削除

l

複製
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Threat Responseのコンポーネント

アクションタイプ

インテリジェンスのデプロイ

l

移行

サービスアカウント

l

設定

l

削除

l

作成

l

編集

l

削除

l

Zone Server証 明 書 のアップロード

l

Zone Server設 定 の追 加 、削 除 およびエンドポイント へのデプロイ

l

デフォルト のModule Serverアドレス値 、スナップショット アップロード用 のサービスURL、および

Threat Responseの設 定 ( エンジンまたはレ
コーダ固 有 の設 定 は除 く)

レコーダの設 定

ライブ接 続 からエクスポート する最 大 行 数 の保 存
ライブエンドポイント 接 続

Live Responseコレクション

Live Response送 信 先

Live Responseファイルコレクタ
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l

ライブエンドポイント 接 続 の作 成 および削 除

l

ライブエンドポイント 接 続 からのディレクト リの表 示

l

ライブエンドポイント 接 続 からのファイルのダウンロードおよび削 除

l

ライブエンドポイント 接 続 からのエクスポート の作 成 および削 除

l

ライブエンドポイント 接 続 からのスナップショット の作 成 、アップロードおよび削 除

l

ライブエンドポイント 接 続 からのイベント の作 成 および削 除

l

作成

l

編集

l

複製

l

削除

l

作成

l

編集

l

複製

l

削除

l

作成

l

編集

l

複製

l

削除
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Threat Responseのコンポーネント
Live Responseスクリプト セット

Live Responseパッケージ

アクションタイプ
l

作成

l

編集

l

複製

l

削除

l

生成

Tanium Connect
Threat Responseから、電子メールやファイル、HTTP、ソケット レシーバ、Splunk、SQL ServerなどのConnect接続先にデータをエク
スポート するには、接続を作成します。

使用を開始する前に
l

Connectにアクセスするには、Connectユーザロールが必要です。

l

バージョン4.10.5以降のConnectおよびバージョン1.3.0以降のThreat Responseが必要です。

接続を作成する
1.

Connectメニューで[Connection (接続)]をクリックして [Create (接続を作成)] > [Create (作成)]をクリックします。

2.

一般情報の下に接続の名前と説明を入力します。[Enable (有効化)]を選択します。ログレベルを選択します。

3.

情報元と接続先で[Tanium Threat Response] を選択します。

4.

[Type (タイプ)] フィールド で[Audit Report (監査レポート )]を選択します。

5.

[Batch Size (バッチサイズ)] フィールド に一度に返すThreat Responseデータの行数を入力します。デフォルト では1000です。

6.

[Minutes to Collect (収集までの分数)]フィールド にデータ収集を開始するまでの分数を入力します。時間を制限しないログの
場合はこのフィールド を空白のままにします。

7.

データをJSON形式で送信する場合は、[Send the Audit State Column to Tanium Connect as JSON (監査状態列を
JSON形式で送信)]を選択します。選択されなかった場合、データは文字列オブジェクト として送信されます。

8.

送信先でConnectを選択して、監査データの送信先を選択します。選択した送信先のタイプの詳細設定を入力します。

9.

データに適用するフィルタを指定します。フィルタを使用して、送信先に送信する前に接続元から取得するデータを変更できま
す。

10.

列を展開して、出力データの形式を確認します。必要に応じて変更を行い、関連するカスタム列を追加します。

11.

[Save Changes (変更を保存)]をクリックします。
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接続をテスト し、監査データをレビューする
1.

Connectの[Overview (概要)]ページで[Connections (接続)]をクリックします。

2.

Threat Response監査データ用に作成した接続をクリックします。

3.

[Run Now (今すぐ実行)]をクリックします。接続を実行ことを確定します。

4.

実行のサマリを表示します。

5.

接続用に設定した送信先で監査レポート を表示します。

接続をスケジュールする
スケジュールに従って接続を実行する方法については、Tanium Connectユーザガイド ：接続をスケジュールするを参照してください。
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ト ラブルシューティング
Threat Responseが期待通りに機能しない場合は、問題のト ラブルシューティングまたは設定の変更が必要になることがあります。詳
細は、Taniumサポート に問い合わせる(ページ208)を参照してください。

Threat Responseコンポーネント の問題を解決する
[Health Status (健全性ステータス)] ページには、Threat Response環境で発生した問題が表示され、解決のために実行できるアク
ションが示されます。発生した問題はすべて重要度の高い順に表示され、処置アクションの優先順位を付けるのに役立ちます。
[Health Status (健全性ステータス)] ページに表示される結果は、12分(720秒)おきに更新されます。
1.

[Threat Response] メニューで [Management (管理)] > [Health Status (健全性ステータス)] をクリックします。

2.

複数の問題が発生した場合は、リスト の先頭から始めて、解決する問題を展開します。

3.

問題が発生したThreat Responseコンポーネント が、問題の説明、問題が発生したエンド ポイント の数と種類、処置アクションと
ともに表示されます。

4.

[Actions (アクション)] 列の処置アクションボタンをクリックします。

ログを収集 する
Threat Response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まとめることができます。
1.

Threat Responseの概要ページから [Help (ヘルプ)] をクリックし、[Troubleshooting (ト ラブルシューティング)] タブをクリックしま
す。

2.

[Create Package (パッケージの作成)]をクリックします。

3.

パッケージ作成ステータスが完了であれば、[Download Package (パッケージをダウンロード )]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。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.

メインメニューで [Administration (管理)] > [Client Management (クライアント 管理)] をクリックして [Client Management
Overview (クライアント 管理の概要)] ページを開きます。

2.

Client Managementのメニューで、[Client Health (クライアント の健全性)] をクリックします。

3.

[Direct Connect] セクションで、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 と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、ライブエンド ポイント への接続を参照してください。

4.

[Gather (収集)] タブをクリックします。ド メインのセクションでThreat Responseを選択します。

5.

[Gather from Endpoint (エンド ポイント から収集)] をクリックします。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ202

エンド ポイント からパッケージが収集されます。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。ダウンロー

6.

ド する [Must Gather (必要な収集)] を選択し、[Download (ダウンロード )] 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。

通知を表示する
[Threat Response] メニューから、[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、任意のエンド ポイント で警告スロット リングが有効になっている場合など、一致しない警告を表示します。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。

タスクステータスを表示する
Threat Response タスクのその他の履歴データのステータスを表示して確認することができます。
Threat Response メニューで [Management (管理)] > [Tasks (タスク)] をクリックします。
開始したタスクごとに、ステータスと、開始および停止、作成時刻、タスクIDを表示できます。この詳細情報を表示できるThreat
Responseタスクのタイプは次のとおりです。
l

プロファイルのデプロイ

l

プロファイルの削除

l

インテリジェンスをデプロイする

l

ツールのデプロイ

l

インデックスの開始

l

グループの移行

l

コンテンツの移行

l

アラート の抑制

l

応答アクション

エラーが発生した場合は、特定のタスクを見つけてセルを展開することで、ログ ファイルから結果とメタデータを表示できます。詳細な詳
細ビューに表示されるデータは、ト ラブルシューティングに有用な情報を提供し、長いログファイルまたは人間が読み取ることを想定して
いないい形式のファイルからでバグ情報を見つける時間を節約できます。

Threat Responseステータスを取得する
次のQuestionを実行をします：Get Threat Response - Status from all machines 。
返される結果は、オペレーティングシステム、コンポーネント 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。Threat Responseのツールのステータスは、Threat Responseサービスが再開または更新されたときに評価されます。
詳細は、Tanium Interactユーザガイド ：Questionの実行を参照してください。
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アラート のスロット リングを調整する
スロット リング設定を調整して、エンド ポイント またはDetectサービスから取得する警告の数をコント ロールします。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 でのシグナル警告のためのスロット リングを設定する
エンジン構成を作成するときに、エンド ポイント でシグナル警告のスロット 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
ナル警告スロット リングが有効に設定されており、5分以内に1つのインテリジェンスで5つのイベント が発生した場合に発生します。
1.

[Management (管理)] > [Configuration (設定)] に移動します。[Engine (エンジン)] タブをクリックします。構成を編集します。

2.

[Advanced Engine Settings (詳細エンジン設定)] セクションで、シグナル絞り率の設定を更新します。

3.

エンジン構成を保存し、デプロイするエンド ポイント のスロット ルにその構成を使用するすべてのプロファイルにデプロイします。

4.

シグナルの警告スロット リングが発生すると、イベント および[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。

一致警告スロット ルを設定する
エンジンの一致警告スロット ルを設定できます。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。
Threat Responseの概要ページで、設定 をクリックして、[Service (サービス)]タブをクリックします。[Intel (インテリジェンス)]をク

1.

リックします。
一致するアラート の絞り設定を編集します。スロット ルが発生したときに調整でき、アラート がスロット ルされ続ける時間を制御す

2.

る冷却時間を調整できます。
3.

[Save (保存)] をクリックします。

4.

警告スロット リングが発生すると、[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。

手動でエンジンを設定する
エンジン構成の高度な設定で、ほとんどのエンジン設定を変更できます。エンジンエンド ポイント を編集するためには、エンド ポイント 上
でTanium Clientディレクト リから手動でスクリプト を実行する必要があることがあります。
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、エンジンの資料を参照してください。

Oracle Linuxサーバでファイルやネット ワーク、セキュリティ事象が表示されない
レコーダの結果にファイル、ネット ワーク、またはセキュリティ事象が表示されない場合は、SELinuxを無効にすることができます。Oracle
LinuxでSELinuxが有効、auditdフォールバックが無効の場合、プロセス情報のみが返されます。あるいは、Client Recorder
Extensionの構成パラメータが次のように設定されていることを確認してください。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ204

l

CX.recorder.AuditdStopAuditdServiceが0に設定されている。

l

CX.recorder.AuditdEnableAudispdFallbackが1に設定されている。

詳細については、Client Recorder Extensionユーザガイド ：記録されたイベント の設定を参照してください。

auditdがない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サービスが欠落している可能性があります。Threat
Responseモジュールをインスト ールする前に、auditdデーモンをインスト ール、および設定しておくことが望ましいですが、エンド ポイント
を後から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ユーザガイド ：パッケージの作成と管理を参照してください。

2.

次のQuestionを実行をします：Get Installed Application Exists [audit] from all machines with Is
Linux containing "true"

3.

適切なauditdパッケージを識別されたエンド ポイント にデプロイします。
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。

インスト ールされているレガシー Client Recorder Extensionの問題を解決する
Get Endpoint Configuration - Tools Status という質問が実行されて、レガシーバージョンのClient Recorder Extension

がインスト ールされているエンド ポイント を検知した場合、Tanium エンド ポイント 設定は、結果グリッド のレコーダ列でそのエンド ポイン
ト を Unsupported (未対応)と報告します。対象のエンド ポイント にClient Recorder Extensionバージョン1.xが存在する場合は、
Client Recorder Extensionバージョン2.xツールをインスト ールする前に削除する必要があります。Client Recorder Extensionバージョ
ン1.xが存在するエンド ポイント を対象にするには、次のQuestionを使用します。Legacy - Recorder Installed 。[Supported
Endpoints (サポート されているエンド ポイント )]列にNo (いいえ)と表示された場合は、エンド ポイント にClient Recorder Extension 2.x
ツールをインスト ールする前に、Client Recorder Extensionバージョン1.xを削除する必要があります。Client Recorder Extension
バージョン1.xを削除するには、対象のエンド ポイント にRecorder - Remove Legacy Recorder [オペレーティングシステム] パッケージを
展開します。

Module Serverのアドレスを変更する
Threat Response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
設定されます。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.

Threat Responseの概要ページで、設定 をクリックして、[Service (サービス)]タブをクリックします。[Misc (その他)]をクリックしま
す。

2.

Module ServerのIPアド レスを入力します。

3.

[Save (保存)] をクリックします。
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レコーダを実行または停止する
レコーダを手作業で開始または停止する必要があります。
問題を解決してレコーダを再起動します。または、レコーダ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、レコーダを停止して、問題のト ラブルシューティングを行うことができます。
1.

レコーダを停止するエンド ポイント を含むコンピュータグループを特定します。

2.

対象のコンピュータグループに、レコーダ設定を含まないプロファイルをデプロイします。

3.

必要に応じて特定のエンド ポイント へのライブエンド ポイント 接続を作成して、問題をト ラブルシューティングすることもできます。

レコーダを実行するには、対象のコンピュータグループにレコーダ設定を含むプロファイルをデプロイします。

Threat Responseのカバー率を監視およびト ラブルシューティングする
次表は、Threat Responseカバー率指標が予想を下回る場合の要因と、実施可能な是正措置をまとめています。
理由

是正措置

デプロイされていないツール

[Threat Response Action Group (Threat Responseアクショングループ)] を必 ずAll Computersに設
定 します。
[Trends Action Group (Trendsアクショングループ)] を必 ずAll Computersに設 定 します。
Threat Responseプロファイルで定 義 されているコンピュータグループに必 ずすべてのエンドポイント を所
属 させます。

ツールが不 健 全 な状 態

Threat Responseの概 要 ページで、[Management (管 理 )] > [Health Status (健 全 性 ステータス)] を
クリックし、ワークベンチを使 用 して、環 境 でThreat Responseが健 全 な状 態 にするための是 正 措 置 を
実 施 します。

脅威調査の平均時間を監視およびト ラブルシューティングする
次表は、脅威調査の平均時間指標が予想を下回る場合の要因と、実施可能な是正措置をまとめています。
理由

是正措置

Threat Responseワークベンチのアラート

アナリスト によって、必 ずアラート がNew (新 規 )からIn Progress (対 応 中 )、In Progress (対

ステータスが適 切 に更 新 されていない

応 中 )からResolved (解 決 済 み)に正 確 に更 新 されるようにします。
アラート がSIEMまたは別 の場 所 に送 信 する場 合 は、必 ずワークフローでTanium Threat Response
APIを使 用 してTaniumでアラート 状 態 を適 切 に設 定 することでこの指 標 を正 しく追 跡 できるようにしま
す。

脅威解決の平均時間を監視およびト ラブルシューティングする
次表は、脅威調査の平均時間指標が予想を下回る場合の要因と、実施可能な是正措置をまとめています。
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理由

是正措置

Threat Responseワークベンチのアラート

アナリスト によって、必 ずアラート がNew (新 規 )からIn Progress (対 応 中 )、In Progress (対

ステータスが適 切 に更 新 されていない

応 中 )からResolved (解 決 済 み)に正 確 に更 新 されるようにします。
アラート がSIEMまたは別 の場 所 に送 信 する場 合 は、必 ずワークフローでTanium Threat Response
APIを使 用 してTaniumでアラート 状 態 を適 切 に設 定 することでこの指 標 を正 しく追 跡 できるようにしま
す。

エンドポイント からThreat Responseツールを削除する
エンド ポイント またはコンピュータグループからThreat Responseツールを削除するアクションを展開することができます。使用できるアク
ションは、Windowsエンド ポイント とWindows以外のエンド ポイント とで分かれています。
1.

Interactで、ツールを削除するコンピュータを対象にします。たとえば、特定のオペレーティングシステムを対象とするQuestionを実
行するとしましょう。
Get Endpoint Configuration - Tools Status from all machines with Is < OS> equals True 。例:
Get Endpoint Configuration - Tools Status from all machines with Is Windows equals True

2.

結果で、Threat Responseの行を選択し、必要に応じてド リルダウンして、Threat Responseツールを削除する対象を選択し
ます。詳細は、『Tanium Interactユーザガイド 』を参照してください。Questionの結果の管理を参照してください。

3.

[Deploy Action (アクションを展開)] をクリックします。

4.

[Deploy Action (アクションを展開)] ページで [Enter package name here (ここにパッケージ名を入力)] ボックスに
Endpoint Configuration - Uninstallを入力し、対象にするエンド ポイント に従って [Endpoint Configuration - Uninstall Tool
(ツールのアンインスト ール) [Windows]] または [Endpoint Configuration - Uninstall Tool (ツールのアンインスト ール)[NonWindows]] を選択します。

5.

[Tool Name (ツール名)] でThreat Responseを選択します。

6.

(任意) デフォルト では、削除したツールを再インスト ールすることはできません。ツールを自動的に再インスト ールできるようにする
には、[Block reinstallation (再インスト ールをブロック)] を選択解除します。ほぼすぐに再インスト ールが行われます。
エンド ポイント に対する再インスト ールがブロックされている場合、モニター展開時にには、対象のエンド ポイント に
従って、[Endpoint Configuration - Unblock Tool (ツールのブロック解除)[Windows]] または [Endpoint
Configuration - Unblock Tool (ツールのブロック解除)[Non-Windows]] パッケージを展開する必要がありま
す。

7.

(任意) エンド ポイント からすべてのThreat Responseデータベースとログを削除するには、[Soft uninstall (ソフト アンインスト ー
ル)] を選択解除します。

8.

(任意) Threat Responseのツールと依存関係があったすべてのツールあるいは他のモジュールのツールと依存関係がないすべて
のツールも削除するには、[Remove unreferenced dependencies (参照されていない依存関係の削除)] を選択します。

9.
10.

[Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]をクリックします。
ページ下部に結果グリッド が現れて、アクション対象のエンド ポイント が表示されます。結果に問題がなければ[Deploy Action
(アクションのデプロイ)]をクリックします。
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エンド ポイント 設定を有効にしている場合、ツールがエンド ポイント から削除されるには、エンド ポイント 設定でツールの
削除が承認されている必要があります。

Threat Response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にTanium Module ServerからThreat Responseの削除が必要になる場合があります。
1.

メインメニューから [Administration (管理)] > [Configuration (構成)] > [Solutions (ソリューション)] に移動します。

2.

Threat Responseで [Uninstall (アンインスト ール)] をクリックします。[Proceed with Uninstall (アンインスト ールに進む)]をクリッ
クしてプロセスを完了します。

Taniumサポート に問い合わせる
Taniumサポート に問い合わせるには、https://support.tanium.comにサインインします。
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関連情報：シグナルの作成
シグナルを利用することで、エンド ポイント 上のプロセス、ネット ワーク、レジスト リ(Windowsのみ)、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。Taniumからのフィード としてのシグナルを利用することも、自環境特有の独自のシグナルを作成
することもできます。
シグナルにより、複数の検索式を組み合わせて、不審なプロセスや関心のあるプロセスの動作を検知できます。検索範囲が狭い場
合、誤検出のアラート を最小限に抑えることができます。

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、Threat Response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、適切な構成であるか確認
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 レコーダは、定期的にスキャンするのではなく、継続してリアルタイムで各プロセス
作成イベント を検査し、一致が発生したときにDetect評価エンジンを起動します。各イベント は、すべてのシグナル定義に対して評価
されます。シグナル条件が一致するたびに、警告が生成されます。エンジンは保存済みQuestionを使用して定期的にエンド ポイント を
ポーリングしてアラート を収集し、[Alerts (アラート )]ページに書き出されます。

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
の操作です。シグナルは、単一の定義内にANDまたはOR演算子でつなげた複数の式で構成することができます。括弧を使用して優
先順位を指定します。
シグナル式は、次のいずれかの形式で記述します。
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 の範囲を絞り込む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。
シグナル構文(サポート されているオブジェクト 、プロパティ、条件などで構成)に関する包括的なリファレンスが、評価エンジンのド キュメ
ント にあります。評価エンジンのド キュメント にアクセスするには、Threat Responseの概要ページで をクリックし、[Evaluation Engine
(評価エンジン)]タブをクリックします。
プロパティ値には、整数、単純な英数字文字列を指定することができます。また、さらに複雑にして、スペースやバックスラッシュ、16進
コード 値などの他の文字を含めることもできます。英数字以外の値またはスペースを含む検索の場合は、値を一重引用符で囲みま
す。一重引用符内の特殊文字をエスケープするため、次のシーケンスがサポート されています。
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l

\r キャリッジリターン

l

\n 改行

l

\t タブ

l

\\ バックスラッシュ

l

\' 引用符内の引用符

l

\x シングルバイト の16進コード シーケンス。たとえば、\x20はスペース1つに変換されます。

シングルバイト の文字セット 以外のUTF-8文字を処理するには、16進コード が必要です。必要に応じて16進コード を
使用することで任意のUTF-8文字を追加できます。

サポート されているオブジェクト 、プロパティ、条件の詳細については、エンジンのマニュアルを参照してください。
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'

括弧に入れたグループ内で修飾子を使用することで、そのグループ内のすべての項目の動作を変更できます。修飾子は、開く括弧に
先行する識別子です。1つの例はイベント のグループ化です。
group(file.operation is 'create' and file.path contains 'foo')

groupがない場合、この式は()で動作の優先付けをしたブール型のグループ化となり、2種類のイベント がこの式を満たすことができま
す。しかし、この場合は、group修飾子が適用されて条件一致動作が変更され、1つのイベント が両方の条件に一致する必要があり
ます。

イベント グループは、プロセスイベント を含む項をサポート していません。

イベント グループの修飾子はgroupという名前の修飾子であり、1つのイベント に対してグループ内のすべての条件が一致する必要があ
ることを示します。たとえば、同じ1つのファイルイベント に対する条件一致では、それらイベント を1つのグループにします。複数のグルー
プを含めて、時間的に異なるイベント に対する条件一致を指示することもできます。以下はその一例です。
group(file.operation is 'create' and file.path contains 'foo') and group(file.operation is
'delete' and file.path contains 'bar')

このシグナルは、ある時点でプロセスによって名前にfooを含むファイルが作成され、別の時点で名前にbarを含むファイルが削除された
場合にのみ条件一致となり、作成されたファイルの名前がbarを含み、かつ削除されたファイルの名前にfooが含まれている場合は条件
一致になりません。
イベント グループ修飾子は、同じ種類のオブジェクト にのみ適用できます。このため、同じ1つのグループにファイルとレジスト リのイベント
を混在させることはできません。ただし、次のようにそれらのイベント を含むグループを同じ1つの式に混在させることはできます。
group(registry.key_path contains 'alpha' and registry.value_name contains 'a') and group
(file.path.contains 'beta' and file.path ends with '.b')
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シグナルでは大文字と小文字の区別はされません。

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。
たとえば、セキュリティ運用センターで、excel.exeによってPowershell.exeが起動されて、その親プロセスがexcel.exeである場合にア
ラート を出したいとしましょう。例：
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知します。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
常のプロセスでカスタムPowershellスクリプト を使用する場合、他のそうしたプロセスを使用すると、侵入者が改ざんを試みていることを
示す可能性があります。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、サーバから警告を受信することは、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、期待した結果を返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、インテリジェンスの追加(ページ101)を参照してください。

2.

(オプション) シグナルを評価する場合は、シグナルのクイックスキャンを実行し、必要に応じてシグナルを変更することができます。

3.

Threat Responseのツールがインスト ールされているテスト 用コンピュータグループのインテリジェンス構成にシグナルを適用しま
す。

4.

設定されたコンピュータグループ内の1つまたは複数のエンド ポイント で、シグナルの条件をト リガーします。

5.

Threat Response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。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ211

関連情報：センサ
センサーを使用して、インシデント への迅速な対応とスコープを行います。Threat Responseには、すべてのエンド ポイント で実行される
センサー、およびThreat Responseサービスを監視するための診断センサーが用意されています。これらのセンサーの結果には、必要
に応じて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。
Threat Responseeセンサーでは、正規表現を使用できます。[Treat input as regular expression (入力を正規表
現として処理)] オプションが有効な場合、特殊文字とリテラルには文字エスケープが必要です。

アクションとしてのパラメータ化センサーの展開
セキュリティ組織全体で広範囲の計算リソースを必要とするセンサーは、アクションとしてデプロイされます。計算型センサーの例として
は、ファイルをハッシュしてバイナリ検索を行うセンサーがあります。パラメータ化されたセンサーをアクションとしてデプロイすると、次のよう
な大型タスクの速度が向上します。
l

ディレクト リ間でバイナリデータを検索する

l

多数のディレクト リにまたがるファイルのハッシュ値のマッチング

l

実行可能ファイルと読み込まれたモジュールのハッシュとマッチング

アクションは一度に1つずつ処理されません。短いアクションは長いアクションと同時に実行されます。アクションは厳密にはキューに入れ
られないため、短いアクションの実行が、長いアクションによって先延ばしされることはありません。
アクションはタイムアウト しません。アクションの処理時間はタスクの性質に依存するため、ジョブの開始時にアクションが完了したとみな
されます。しかし、結果がすぐに利用できるとは限りません。
アクションをデプロイするとき、IRジョブIDを指定する必要があります。その後、ジョブIDをパラメータとして指定することにより、[Incident
Response Job Results (IRジョブの結果)]センサーを使用してWindowsベースのエンド ポイント からの結果ファイルを表示できます。プ
ラット フォーム固有の収集アクションの1つを使用して、ジョブ結果ファイルを検索して中央場所にコピーできます。
検索、修復、ファイル収集用センサーの詳細については、Taniumナレッジベース：IRセンサーとパッケージの参照をお読みください。
一 般 ユースケース
タスク

質問

パッケージ/
センサー

すべてのエンドポイント 上 のハッシュを持 つすべての実 行 中

Get Running Processes with Hash from all

センサー :

プロセスのリスト の取 得

machines

Running
Processes
with Hash
(ハッシュを
持 つ実 行 中
のプロセス)
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一 般 ユースケース (続 き)
タスク

質問

パッケージ/
センサー

特 定 のMD5ハッシュに一 致 する現 在 実 行 中 のプロセスを

Get MD5 Hash Match Files Executing from all

パッケージ：

取 得 する

machines

Incident
Response MD5 Hash
Match
Files
Executing
(MD5ハッ
シュ一 致 ファ
イル実 行
中)

IRジョブの結 果 をTanium Consoleに表 示 する

Get Incident Response Job Results from all

セン

machines

サー：
Incident
Response
Job
Results
(Incident
Reference
ジョブの結
果)

Windowsベースエンドポイント のIRジョブ結 果 を中 央 場 所 に

Get Has Incident Response ID Files from all

パッケー

コピーする

machines

ジ：IR
Gatherer Collect Info
to Central
Server (情
報 を中 央
サーバに収
集 する)

パラメータ化されたセンサーをアクションとしてデプロイする
1.

対象にするエンド ポイント を指定します。
a.

一連のエンド ポイント を返すようにQuestionを実行します。

b.

エンド ポイント を選択して[Deploy Action (アクションをデプロイ)]をクリックします。
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2.

パラメータ化されたセンサーを指定します。
パラメータ化されたセンサーの名前を[Deployment Package (デプロイパッケージ)]フィールド に入力します。

a.

たとえば、次のように入力します：Incident Response - Search for Files 。
センサーのパラメータを指定します。[Incident Response - Search for Files (Incident Response - ファイルの検索)] セ

b.

ンサーの場合は、一致を見つけるファイルの[Pattern (パターン)]と[IR Job ID (IRジョブID)]を指定します。
[IR JobID (IRジョブID)]の値はユーザーが自由に指定できます。この値を使用して、アクションの結果を
取得します。値は一意でなければなりません。2つのアクションが同じジョブIDを共有する場合、それらのア
クションによって識別されるファイルは破棄される可能性があります。後でジョブ結果を取得できるように、
値を覚えておいてください。

3.

c.

[Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]をクリックして、結果をレビューします。

d.

アクションのデプロイを完了します。[Deploy Action (アクションを展開)] をクリックします。

パラメータ化されたセンサーアクションの結果を取得します。
a.

次のQuestionを実行します：Get Incident Response Job Results from all machines

b.

[Incident Response Job ID (IRジョブID)]を指定します。
ジョブIDの値アクションをデプロイしたときに指定したのと同じ値です。

c.

[Go (移動)]をクリックします。

センサーを使用してインデックスファイルをクエリする
インデックスのステータスを確認するには、[Index Status (インデックスステータス)]センサーを使用します。ステータス値の詳細について
は、TaniumナレッジベースIndexのリファレンス Indexのステータスを参照してください。
[Index Query File (インデックスクエリファイル)]センサーを使用して、インデックスの付いたファイルに関する詳細を取得します。
[Index Query File Details (インデックスクエリファイルの詳細)]センサーが、[Created (作成日)]および[Last Modified (最終更新日)]
のタイムスタンプを返します。結果にはタイムスタンプが含まれるので、各ファイルに対して一意な文字列が返されます。文字列の総数
を減らすには、次のワークフローを使用します。
1.

一意の文字列を返す可能性の低い、次のセンサーのいずれかを使用して開始します。
1.

Index Query File Path Using Name (名前を使用したインデックスクエリファイルパス)

2.

Index Query File Path and Hash (インデックスクエリファイルパスとハッシュ)

3.

Index Query File Exists (インデックスクエリファイルが存在する)

4.

Index Query File Hash Recently Changed (インデックスクエリファイルのハッシュが最近変更された)

5.

Index Query File Count (インデックスクエリファイル数)

6.

Index Query File Permissions (インデックスクエリファイルのアクセス許可)
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2.

上記のセンサーから結果を取得したら、以下のセンサーにド リルダウンして詳細を調べることができます。
1.

Index Query File Details (インデックスクエリファイルの詳細)

2.

Index Query File Details Using Name (名前を使用したインデックスクエリファイルの詳細)

3.

Index Query File Details by Last Modified (最後に変更されたインデックスクエリファイルの詳細)

4.

Index Query File Details Using Name Sort By Largest (大きい順にソート された、名前を使用したインデックスクエリ
ファイルの詳細)

5.

Index Query File Permissions (インデックスクエリファイルのアクセス許可)

これらのセンサーの詳細については、TaniumナレッジベースIndexのリファレンス センサーを参照してください。
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関連情報：エンドポイント 上のインスト ールステー
タスをチェックする
[Health Status (健全性ステータス)] ページには、Threat Response環境で発生した問題が表示され、解決のために実行できるアク
ションが示されます。発生した問題はすべて重要度の高い順に表示され、処置アクションの優先順位を付けるのに役立ちます。
[Health Status (健全性ステータス)] ページに表示される結果は、12分(720秒)おきに更新されます。
1.

[Threat Response]メニューで[Management (管理)] > [Health Status (健全性ステータス)] をクリックします。

2.

複数の問題が発生した場合は、リスト の先頭から始めて、解決する問題を展開します。

3.

問題が発生したThreat Responseコンポーネント が、問題の説明、問題が発生したエンド ポイント の数と種類、および処置アク
ションとともに表示されます。
[Actions (アクション)] 列の処置アクションボタンをクリックします。

4.

[Threat Response - ステータス] センサーには、各エンド ポイント にインスト ールされているThreat Responseステータスに関する詳細
情報が表示されます。
[Threat Response - ステータス]センサーの出力は3つの列にまとめられています (コンポーネント 、キー、値)。
コンポーネント

各 コンポーネント はThreat Responseソリューションの論 理 的 な部 分 を表 し、以
下 があります。エンジンの検 知 、イベント レコーダ、Incident Response、インデック
ス
Threat Responseは、Threat Response製 品 全 体 に関 する2つの行 、[Active
Profile (アクティブプロファイル)]と[Overall Status (全 体 のステータス)]行 でコン
ポーネント として表 示 されます。

キー

キーはコンポーネント の一 面 を表 す名 前 であり、対 応 する値 でそのステータスが
表 示 されます。

値

各 値 はそれぞれ、特 定 のキーのステータスを表 示 します。

たとえば、コンポーネント [Detect Engine (エンジンの検知)]は[Can use signals (シグナルを使用可)]という名前のキーを持ち、これは
[true]または [false]の値を持ちます。
[Threat Response - ステータス] センサーには、全体のステータスに加え、各Threat Responseコンポーネント のコンポーネント ステータ
スが表示されます。Windowsエンド ポイント では、以下のコンポーネント ステータス値が可能です：
Windows Nominal (Windows名目)
このコンポーネント は適切に機能しています。
Windows Package Required (Windowsパッケージが必要)
コンポーネント がインスト ールされていないか、インスト ールで問題を修正するか、新しいバージョンにアップデート する必要があり
ます。
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Windows Disabled (Windows無効)
このコンポーネント は無効になっています。
Windows Attention Needed (Windows注意が必要)
コンポーネント が機能するにはエンド ポイント の手入れが必要です。再インスト ールしても問題は解決しません。
たとえば、Threat Responseコンポーネント に必要な十分なディスク空き容量がエンド ポイント にないと、Windows Attention
Needed (Windowsの手入れ要)ステータスが表示されます。
Windows以外のエンド ポイント では、ステータスはWindowsがそれぞれのオペレーティングシステム(LinuxやMacなど)で置き換えられる
以外は同じです。
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関連情報：Zone Proxyサービスの設定
Threat Responseでは、Tanium Direct Connectに含まれているZone Proxyセット アップ用のオプションがあります。Direct Connectを
使用してゾーンプロキシ接続を管理するには、Direct Connectをインスト ールして有効にする必要があります。詳細は、Tanium Direct
Connectユーザガイド ：インスト ールを参照してください。
以前のバージョンのThreat Responseでは、Threat Responseで構成を作成して、Zone Serverでインポート する必要がありました。
現在のバージョンでは、ゾーンプロキシ用の構成はすべてDirect Connectに含まれています。Direct Connectを設定して実行している
場合、Threat Responseに必要なアクションはありません。ライブ接続時にDirect Connectサービスが有効になっている場合は、Threat
ResponseサービスによってDeploy Direct Connect - Open Sessionアクションが発行されます。詳細は、Tanium Direct Connect
ユーザガイド ：詳細は、ゾーンプロキシを設定するを参照してください。
アップグレード シナリオで、ゾーンプロキシが同じポート で実行されるようにするには、Direct Connectプロキシをインスト ールする前に現
在のゾーンプロキシインフラスト ラクチャを停止して削除し、新しいサービスでポート が使用できるようにする必要があります。Threat
Responseで設定 をクリックし、現在のZone Server構成をクリックします。この構成からDirect Connect構成に移動するには、直接
接続構成で同じポート を使用します。
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