
Splunk とは
Splunk は主要なマシンデータ用ソ
フトウェアプラットフォームで、
ユーザはリアルタイムで業務上の
インテリジェンスを得ることがで
きます。そのミッションはマシン
により生成されたビッグデータの
膨大なストリームを管理する際に
生じる課題および機会に対処する
ことです。

課題：
何十億ものログを克服
市場で最も多様なイベント管理
ツールの一つである Splunk は様々
な業界で、企業インフラストラク
チャ内のセキュリティ、ネット
ワーク、サーバ資産からのデータ
収集に活用されています。ネット
ワークセキュリティやパフォーマ
ンス要件を満たすために必要な洞
察を提供するには、Splunk によっ
て記録された不自然な挙動は優先
的に分析する必要があります。

このタスクは一般的にセキュリ
ティおよびネットワークオペレー
ションセンター (SOC および NOC) 
により管理され、何十億ものログ
通知から優先度の高い対処可能な
イベントを生成しています。しか
しながら、Splunk はかなりの量の
イベントデータを収集しますが、
ネットワーク上で送受信された

データの完全な記録は提供しませ
ん。そのため、SOC および NOC 
には疑わしく見えるイベントを裏
付けて解決する方法が必要です。

「不正確および誤った情
報への対応に費やしてい
る時間の平均コストは、
年間  127 万ドルになり
ます。」

Ponemon Institute Survey

ソリューション：
Splunk / Pandion の統合
これこそが、まさにNapatech Pan-
dion が支援できる点です。Pandion 
は 、Splunk イベントやその他の
ツールで観測された不自然な挙動
と一致する、完全かつ継続的な
パケットキャプチャを提供しま
す。以下に示すように、全データ
はディスクに保存され、オペレー
ションスタッフによるさらなる詳
細な調査に使用できます。 

ケース 1
最初のケーススタディでは、金融
サービス企業に勤める SOC セキュ
リティエンジニアが、疑わしいド
メイン名とともにSuricataから送信
された Splunk イベントを調査して
います。

ケーススタディ：Splunk を完全かつシーム
レスなネットワークの可視化に活用する

課題
Splunk はかなりの量のデー
タを収集しますが、ネット
ワーク上で送受信された
データの完全な記録は提供
しません。そのため、セ
キュリティおよびネット
ワークオペレーションセン
タには疑わしく見えるイベ
ントを調査するツールが必
要です。

ソリューション
Splunk / Pandion の統合によ
り、全てが記録され、ディ
スクに保存されるので、
データに直接アクセスして
さらに調査することができ
ます。

利点
業界をリードする検索速度
により、Pandion は数秒で洞
察を提供するので、Splunk 
ユーザはイベントの全貌を
把握して修正を行えます。
Pandion は既存の Splunk ソ
リューションとシームレ
スに統合できるので、企業
は過去の投資を活用でき 
ます。
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ファイアウォールからの対応する
イベントは、解決したアドレスへ
の接続が試みられたことを示して
いました。このアクティビティを
さらに調査するために、SOC エン
ジニアは Splunk でイベントをク
リック、Pandion ワークフローを
使用し、ほんの数秒間でこのアド
レス解決とそれに続く接続に対応
するフルパケットレコードを見る
ことができます。

この情報がない場合、イベントを
レポートするかまたは無視するか
の判断基準は推測だけになってし
まいます。パケットデータを分析
することで、SOC エンジニアは疑
わしいアドレスに実際に何が送信/
受信されたか、有害なドキュメン
トがダウンロードされたか否か、
実際にインフラ外に送信された情
報があるかどうか、正確に判断可
能です。Splunk イベントの重要度
および影響は、憶測や不完全な情
報に頼ることなく解決可能です。

ケース 2
2  番目のケーススタディでは、
ソーシャルメディアに勤める NOC 
アナリストが Splunk で遅延/応答
なしのアプリケーションアラー
トを見つけ、懸念される問題箇所
を正確に特定する必要がありまし
た。このような調査は、時間がか
かり複雑である場合があります。
しかし Pandion / Splunk 統合によ
り、NOC アナリストはイベントを

クリック、パケットを検索するだ
けで、どのインフラ領域（ネット
ワーク、サーバまたはデータベー
ス）に問題がありそうか、すばや
く判断できます。避けられないこ
とですが、上記インフラ領域の各
担当者は自身が担当するドメイン
しか監視していないので、「何も問
題はない」と申し立てる傾向があ
ります。しかし上記ソリューショ
ンを使用すれば、生パケットデー
タは最終的に組織のどの部門がイ
ベントに対処する必要があるか示
し、根本的な原因分析を提供し 
ます。

ケース 3
3 番目のケーススタディでは、大
手の防衛請負企業で働く調査担当
者が、ネットワークセキュリティ
デバイスが Splunk に疑わしい SSL 
トラフィックを示すアラートを送
信したことに気づきました。この
ケースでは、サーバはheartbleed
バグに脆弱である可能性があり
ます。つまり、クリアテキストの
ユーザ名やパスワードを含む最近
の Web 取引の情報がメモリから
読み取られるかもしれません。調
査担当者は Splunk でイベントをク
リックしパケットを分析すること
で、直接以下を判断できます：

1. バグが悪意のある第三者に利
用されたかどうか

2. 脆弱性により盗まれた実際の
情報は何か

「一組織は一週間あた
り平均  17,000 近いマル
ウェアアラートを受信す
る可能性があります。こ
のようなアラートに対処
する時間は組織の経済
的リソースおよび  IT セ
キュリティ部門にとって
重大な損失です。」

Ponemon Institute Survey

利点
ご覧のように、Pandion のワーク
フローは簡単です。Splunk でイベ
ントをクリックすることで、オペ
レーションユーザは Splunk イベン
トに対応する完全なネットワーク
パケットのトレースを迅速に得る
ことが可能です。業界をリードす
る検索速度により、Pandion は数
秒で回答を提供するので、Splunk 
ユーザはイベントの全貌を把握し
て、必要な修正を即座に行うこと
ができます。

Pandion は既存の Splunk ソリュー
ションとシームレスに統合できる
ので、企業は過去の投資を活用
し、かなりの費用削減を実現でき
ます。

さらにケーススタディを見る：
www.napatech.com/resources/
case-studies
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