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はじめに 

日々進化するサイバー攻撃の中で、対策の「カギ」となるのは、攻撃をいかに早く検知できるかという点です。国際標準

規格である「STIX(脅威情報構造化記述形式)」と「TAXII(検知指標情報自動交換手順)」は、サイバー攻撃に関する

情報を共有するために開発された技術仕様であり、検知に有効と判断された脅威データを記しています。 

 

企業や組織のネットワークを保護するための理想としては、脅威データを常に最新の状態に保ち、それを元に監視を行

うことです。しかし、脅威データをこまめに更新し、状態を維持することは、システム管理者にとって大変負荷の高い作業

となり得ます。そこで EventLog Analyzer を使用することにより、STIX/TAXII をベースとしたレポジトリから自動的に情

報を取得し、常に最新の脅威データに基づくログの検知を行うことが可能です。 

 

EventLog Analyzer は、STIX/TAXII の仕組みを利用して日次で最新の脅威データを取得し、データベースを更新し

ます。さらに、取得した脅威データの中には、信頼性が高いオープンソースから取得したブラックリストに登録済みの 6 億

以上もの IP アドレス情報が含まれており、それが日々更新されています。ブラックリストに登録されている IP アドレスがネ

ットワークへの侵入を試行した際には、直ちにメール通知が行われるため、攻撃の早期検知に役立ちます。 

 
 

脅威データ取得のしくみ 

 
 

1． ZOHO Corporation が管理している専用端末が、STIX/TAXII をベースとした 2 つのレポジトリ「Hail A TAXII」

「AlienVault OTX」から日次で脅威データを取得します。また、STIX/TAXII をベースとした他のレポジトリを利用し

たい場合には、簡単な設定により追加登録をすることが可能です。 

2． ダウンロードされた脅威データ(疑わしい IP アドレス/URL/ドメイン名)を専用端末側で解析後、クラウド上のサーバー

にアップロードします。 

3． 毎日午前 7 時に、EventLog Analyzer がクラウド上のサーバーに HTTPS 通信を使用してアクセスし、脅威データ
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を取得します。 

4． 監視対象デバイスからログを収集します。 

5． 脅威データに含まれる IP アドレス/URL/ドメイン名が含まれるログを受信した場合、直ちにメールによるアラート通知

を行います。 

 

STIX/TAXII ベースのレポジトリを登録 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

脅威データに基づき検知されたアラートを確認 

脅威データに基づき検知されたアラート情報は、[アラート] > [プロファイル別アラート] > [デフォルト脅威] に表示されます。 

 

 

1．[設定] > [Threat Management] > [+新しいサーバーの追加] をクリックします。 

2．表示名/URL/認証情報(ユーザー名・パスワード)を入力します。 

3．[ポーリング元]から、取得の開始日を指定します。 

4．[スケジュール] から、脅威データの取得タイミングを設定します。 

5．[サーバーを追加] をクリックして保存します。 
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通知方法を変更する場合は、[アラートの設定] > [アラートプロファイルの管理] から、「デフォルト脅威」の編集マークをク

リックします。 

 

 
 

このように、EventLog Analyzer を使用することで、最新の脅威データをベースとしたアラート検知が可能です。また、生

成されたアラートをチケットとして技術者に割り当て、ステータス管理を行う機能も有しているため、疑わしいログが生成さ

れた際に速やかに調査につなげることができます。 

 
 

さいごに 

今回ご紹介した EventLog Analyzer のその他特徴について、以下にご案内します。 
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■ 著作権について 

本ガイドの著作権は、ゾーホージャパン株式会社が所有しています。 

 

■ 注意事項 

本ガイドの内容は、改良のため、予告なく変更することがあります。 

ゾーホージャパン株式会社は本ガイドに関しての一切の責任を負いかねます。 当社はこのガイドを 

使用することにより引き起こされた偶発的もしくは間接的な損害についても責任を負いかねます。 

 

■ 商標一覧 

Windows は，米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp. の登録商標です。 

ManageEngine は、ZOHO Corporation Pvt.Ltd 社の登録商標です。 

なお、本ガイドでは、(R)、TM 表記を省略しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

++ お問い合わせ先 ++ 

 

ゾーホージャパン株式会社 

〒222-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目 6 番 1 号 みなとみらいセンタービル 13 階 

ホームページ：https://www.manageengine.jp/ 
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