製品概要

Darktrace Enterprise Immune System の仮想化展開
はじめに
Darktrace は AWS 環境内でクラウドベースのマスターアプライアンスをホスティングすることで、Enterprise Immune System を仮想化
して展開しています。仮想化された構成では、顧客ネットワーク（物理または仮想）内のローカルプローブ、統合されたサードパーティサー
ビス（SaaS またはクラウド等）
、または Antigena Email 等の接続された Darktrace 製品からからデータを受け取ります。

その仕組みは？

セキュリティ

クラウドマスターアプライアンスは標準の物理アプライアンスと同
じデータを取り込み解析しますが、ネットワークトラフィックは物
理、仮想に関わらず、Darktrace vSensor を介して 2 つの暗号

それぞれの顧客に対して、希望する AWS リージョン内に、個別の、

化モードのいずれかにより送信される必要があります。 プッシュ
トークンの使用は vSensor IP に対するインバウンドのファイア
ウォール例外を必要としないため、特に推奨されます。 vSensor

完全に分離されたインスタンスが提供されます。ネットワーク、
クラウドおよび仮想環境内のローカルプローブから取り込まれた
データは、転送中に暗号化され関連づけられたアベイラビリティ
ゾーンを出ることはありません。さらに、すべてのユーザーアカウ
ントに対して二要素認証が徹底されます。

はトラフィックミラーリングを使用する場合、スタンドアロン仮想
マシンとして、あるいは最大 200 個までの osSensor エージェ
ント（vSensor 1 個につき）とともに使用することができます。

Darktrace のオペレーションならびにセキュリティプラクティスは
ISO27001 認証を受けています。これには次が含まれます：

Darktrace osSensor は Windows またはサポートされる Linux
ディストリビューションを実行するデバイス、ならびに Docker エ
ンジンを実行する Linux 環境にインストールすることができます。
ネットワークトラフィックを 処 理し、 送 出 することに 加えて、
vSensor は syslog 形式のログを取り込み Darktrace クラウドマ
スターに転送することができます。VPN と DHCP ログは貴重な
デバイス追跡エンリッチメントを提供し、取り込まれたログデータ
からのカスタムイベントタイプは数多くのサードパーティ製ツール
との統合に使用できます。
クラウドベース展開では、Darktrace の可視性をサードパーティ
サービスおよび仮想化環境のマネジメントアクティビティにも広げ
る Darktrace の SaaS およびクラウドセキュリティ用モジュール
もサポートされています。認証後、各モジュールは指定されたサー
ビスの監査イベントデータを取得および解析し、「生活パターン」
検知と異常検知をネットワークの外側にも拡大します。

自動対処
仮想化展開においては、vSensor ならびに osSensor エージェン
トを使って Antigena 自動対処をサポートしています。vSensor は

Antigena Network のリセットアクションを直接実行することも、そ
れぞれに関連づけられた osSensor（エージェントまたはコンテナ
化による）
に対応を指示することもできます。VPCトラフィックミラー
リングを行う場合には、osSensor が自動アクションを実行する必
要があります。

• 最小権限役割ベースのアクセス制御
• ソフトウェアおよびインフラに 対 する強 力 な 最 新 の 暗 号 化
（TLS1.2、AES 256 GCM、SSHv2 Chacha-poly20）
• 社内および第三者のエキスパートによる定期的な侵入テスト
• 製造および開発環境に対する Darktrace Security Operations
Center による 24 時間週 7 日、年中無休での監視
• 新 入スタッフメン バ ー に 対 するバックグラウンドチェック、
ならびに離職者に対するアカウントロックアウト
詳細な情報セキュリティポリシーについては Darktrace 担当者に
お問い合わせください。

制限事項
• Darktrace は現在クラウドでの複数マスター展開を提供して
おりません。
• Darktrace の仮想化マスター展開は Darktrace AWS クラウド
以外でのホスティングを提供しておりません。
• セキュリティ上の理由から、クラウドでホスティングされたマス
ターは暗号化されていないデータを受け入れも取り込みもしま
せん。ネットワークトラフィック、ログデータ、およびその他の
タイプのデータは、認可されたモードで動作する vSensor 等
のセキュアなチャネルを介して送信しなければなりません。

Darktrace Antigena Email は仮想化されたマスターとシームレス
に統合されており、G Suite、1HƒEG または Hybrid Exchange
環境に対して使用することができます。Antigena Email とクラウド
でホスティングされたアプライアンスはデバイスのメタデータ、ネット
ワークおよびドメインの珍しさ、ならびに双方のプラットフォームで検
知された脅威を共有し、組織全体に広範な保護を実現します。

使用できるリージョン

ネットワークの必要条件

Darktrace は クラウド ベ ー ス 展 開 を 欧 州（AWS リー ジョ
ン eu-west-1 ま た は eu-west-2）
、 米 国（AWS リー ジョン
、
シンガポール（AWS リージョン ap-southeast-1）
、
ca-central-1）
ま た は オ ー ストラリア（AWS リー ジョン ap-southeast-2）

ネットワークトラフィックの取り込みには、少なくとも 1 個の

でのホスティングにより提供できます。お客様の組織がデー
タフローに対する地域または地理的な制限の対象となってい
るためにこれらのリージョンにおける使用が難しい場合には、
そのことについて Darktrace の担当者にご相談ください。
クラウドでホスティングされたインスタンスからの受信トラフィッ
クをホワイトリスト化したい場合、これらのリージョナルゾーン
からの送信トラフィック（NAT）に使用される次の IP アドレス
／ホスト名ペアをご確認ください。
IPアドレス

リージョン

vSensor が暗号化モードで Darktrace マスターと通信すること
を承認されていなければなりません。
• プッシュトークンモード（推奨）では、vSensor はクラウドマ
スターに対して  番ポートから接続できる必要があります。
• プルモードでは、vSensor IP はクラウドマスターのロケーショ
ンからインバウンドで継続的に  番ポートにアクセス可能
である必要があります。

別のプルモード構成
vSensor IP をクラウドマスターに直接露出することができない

DNSエントリ

米国

52.9.179.107

cloud-nat-usw1.darktrace.com

カナダ



cloud-nat-cac1.darktrace.com

ヨーロッパ、中東、
アフリカ（アイルラ
ンド）



cloud-nat-euw1.darktrace.com

ヨーロッパ、中東、
アフリカ（UK）



cloud-nat-euw2.darktrace.com

アジア太平洋
（シンガポール）



cloud-nat-apse1.darktrace.com

アジア太平洋
（オーストラリア）



cloud-nat-apse2.darktrace.com

場合、複数の vSensor を 1 つの外部 IP を持つカスタムプロ
キシの後ろ側に構成することも可能です。または、ネットワーク
ファイアウォールの外側にあるサーバーを介して OpenVPN ト
ンネルを使って HTTPS トラフィックを任意の vSensor にプロ
キシすることも可能です。
さらに、 ネットワーク上の制約または同じ IP の背後に複数

設定および管理
クラウドマスターは Darktrace のオペレーションにより管理され
ます。この展開シナリオではマネジメントおよびシステムアドミニ
ストレーションコンソールは使用できません。コンソールへのア
クセスを必要とするような設定の変更またはプロセスの変更を行
いたい場合、Darktrace のお客様担当者または Darktrace サ

の vSensor が存在するなどの理由で  番ポートを使った
vSensor へのアクセスが不可能な場合、別の外部ポートを使
用することもできますが、ファイアウォール内にこれに対応す
る NAT ルールが存在しこのトラフィックを vSensor 内部 IP の

 番ポートにルートすることが条件となります。
これは 5[UVGO%QPƒI ページで vSensor IP を入力するときに
“:14677” の形式で指定しなければなりません。
これらの標準以外の構成については、Darktrace 担当者が確認
し設定を支援することができます。

ポート組織のメンバーに連絡して支援を受けてください。

ログ転送

Darktrace はトラフィック負荷に応じてインスタンスのスケーリ

ネットワークトラフィックを処 理し、 送 出 することに加えて、
vSensor は syslog 形式のログを取り込み Darktrace クラウド
マスターに転送することができます。vSensor は暗号化されて

ングを管理します。

ソフトウェアアップデート
Threat Visualizer ソフトウェアは新しいバージョンが使用可能
になると自動的に更新されます。可能な場合、更新は通常の業
務時間外に適用されます。それが不可能な場合も、更新のプ
ロセスは Threat Visualizer ユーザーに対する混乱を最小限に
抑えて実施されます。

バックアップ
複数の短期スナップショットバックアップがローリングベースで行
われ、災害復旧が必要となった場合も継続性が確保されています。

アクセス
クラウドでホスティングされる環境には、“https://[region]-

XXXX-01.cloud.darktrace.com” という形式の一意のホスト
名でアクセスします。
このホスト名は変更できません。これがお客様で使用されてい
る命名スキームに適合しない場合、System Config ページで
カスタム内部 DNS レコードと対応する FQDN 値を設定するこ
とも可能です。
二要素認証はすべてのユーザーアカウントに対してデフォルト
で有効に設定されています。

いないログおよび TLS/SSL 暗号化されたログのどちらも受け
入れます。暗号化されたログについては、vSensor は TCP ト
ラフィックを 6514 番ポートで受け入れ、デフォルトで自己署名

TLS/SSL 証明書を使用します。お客様の証明書を使用する方
法については、vSensor FAQ を参照してください。
vSensor がネットワーク内にローカルに存在する場合、ログ入
力データを暗号化せずに 1514 番ポート（UDP または TCP）
に送る方法もあります。ただしこれはネットワーク境界の外側に
ある vSensor には推奨されません。vSensor はネットワークト
ラフィックと対応するログエントリを同じ方法で送信しますので、
プレーンテキストで vSensor に送信されるログは仮想プローブ
とマスター間で受け渡される際には暗号化されます。
パターン マッチング は Darktrace マスター 上 で 設 定 され、

vSensor に伝達されてそれ以降のログエントリに適用されます。
照 合（ お よ び 破 棄 ） は vSensor レ ベ ル で 実 行 さ れ ま す。
有効な一致はそこからマスターに転送されます。
ログ入力についての詳しい説明は、Log Input Guide または
Darktrace System Administration Guide を参照してください。

クイックスタート − ネットワークトラフィック

クイックスタート − SaaS の場合

1. Darktrace がお客様の希望される AWS リージョン内でクラウ

1. Darktrace がお客様の希望される AWS リージョン内でクラ

ドベースのマスターインスタンスをプロビジョンします。各リー
ジョンに対する IP アドレスとホスト名については、「使用できる

ウドベースのマスターインスタンスをプロビジョンし、必要な
SaaS およびクラウドコネクタモジュールをプリインストールし
ます。各リージョンに対する IP アドレスとホスト名については、

リージョン」のセクションをご覧ください。

「使用できるリージョン」のセクションをご覧ください。
2. アクセスとログインについての詳細を Darktrace 担当者から受
け取り、インスタンスに最初にアクセスします。

2. アクセスとログインについての詳細を Darktrace 担当者から受
け取り、インスタンスに最初にアクセスします。

クラウドマスター運用では二要素認証がデフォルトで有効に設
定されます。初回のアクセス時には QR コードが表示されます。

Google Authenticator または Duo Security 等、お使いの二
要素認証アプリを使ってこの QR コードをスキャンしてください。
3. 少なくとも 1 個の Darktrace vSensor を認可されたモードで
設定し、クラウドマスターの System Config ページでこれを
認証します。

仮想化運用では二要素認証がデフォルトで有効に設定されます。
初回のアクセス時には QR コードが表示されます。Google

Authenticator または Duo Security 等、お使いの二要素認
証アプリを使ってこの QR コードをスキャンしてください。
3. ク ラ ウ ド マ ス タ ー の System Config ペ ー ジ の SaaS
Connectors セクションを確認し、各モジュールに対して認証
プロセスを実行します。

a. vSensor がプルモードに設定されている場合、対応するファ
イアウォールルールにおいてクラウドマスターのロケーショ
ンから vSensor IP に継続的なアクセスができるよう設定さ
れていることを確認してください。
b. vSensor がプッシュトークンモード（推奨） に設定され
ている場合、 対応するファイアウォールルールにおいて
vSensor からクラウドマスターのロケーションへ継続的なア
クセスができるよう設定されていることを確認してください。

4. 認証が正しく行われ、コネクタモジュールがデータを取得でき
ることを確認してください。コネクタサービスの状態については、
5[UVGO%QPƒI ページから詳細を確認することができます。
トラブルシューティング、追加モジュールやネットワークトラ
フィックプローブの追加については Darktrace 担当者にご相談
ください。

vSensor は 仮 想また は 物 理 ネットワーク 1、VPC パケットモ
ニタリング環境、またはデバイスに直接インストールされた、
またはコンテナ化された環境で運用されているホストベースの
osSensor からのトラフィックを処理することができます。
4. さらにオプションで osSensor、SaaS およびクラウドセキュリ
ティモジュールを展開することにより、広範なネットワーク環境
に対する最大限の可視性を保証することができます。
5. すべての構成要素が正しく配備され、プローブがアクセス可能
でありデータを処理していることを確認します。システムの状態
やトラフィックについての詳しい情報は、System Status なら
びに 5[UVGO%QPƒI ページから確認することができます。
トラブルシューティング、仮想プローブ数の設定や追加モジュー
ルの導入については Darktrace 担当者にご相談ください。

1 vSensor はデフォルトで仮想カーネルを使用していますが、これは限られた数のハードウェアドライバのみをサポートしています。
カーネルを拡張して物理トラフィックをサポートする方法について、詳しくは vSensor FAQ を参照してください。
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