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この文書の内容は予告なく変更されることがあります。また、本書に記載の内容は「現状の

まま」提供されており、正確には万全を期しておりますが、Taniumの顧客販売契約に規定さ

れている保証を除き、明示または暗黙を問わずいかなる保証もしません。別段の規定がな

い限り、Taniumはいかなる責任も負いません。Taniumおよびそのサプライヤは、Tanium Inc.が
かかる損害の可能性を事前に通知されていたとしても、本書の使用または使用できないこと

から生じる､利益損失やデータ損失をはじめとする間接的損害や特別損害、結果的損害､

および付随的損害に対して一切の責任を負いません。

本書で使用されているIPアドレスは、実際のアドレスであることを意図していません。本書に

記載されている例、コマンド表示出力、ネットワークトポロジ図、およびその他の図は、例示

の目的にのみ使用されています。例示コンテンツに実際のIPアドレスが使用されていたとして

も、特別な意図はなく、偶然です。

最新のTanium製品のマニュアルについては、https://docs.tanium.com をご覧ください。

Taniumは米国およびその他の国におけるTanium,Inc.の商標です。記載されているその他の

社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

© 2018 Tanium Inc. All rights reserved.
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概要

Complyは、ユーザーが企業のコンプライアンス目標をTaniumスピードでサポートできるようにし

ます。Complyは主に、Taniumアーキテクチャを使用するオペレーティングシステムレベルのチェッ

クと基準に使用されます。これには次の利点があります。

l オペレーティングシステム、ネットワーク構成、パスワードポリシー、ファイルアクセス許可、

その他のコンポーネントに対するベンチマークと脆弱性を評価

l Windows、Linux、およびMacOSのプラットフォームをサポート

l Center for Internet Security (CIS)のコンテンツをサポート

l カスタムチェックと結果マッピングを有効化

セキュリティコンテンツ自動化プロトコル(SCAP)

ComplyはSCAPコンテンツを使用してコンプライアンスチェックを実行します。これらの仕様

は、技術セキュリティ運用の自動化と標準化を推進する、業界の専門家コミュニティの

インプットから得られたものです。

セキュリティ設定チェックリスト記述形式 (XCCDF)

エンドポイントに適用されたセキュリティ構成ルール(主にOVALチェックで構成 )のコレクショ

ン。XCCDFはスキャンを実行するコマンドを含みません。主に記述です。ルール評価は

OVALで定義されています。XCCDFファイルはベンチマークやチェックリストと呼ばれることも

あります。

セキュリティ検査言語 (OVAL)

ルールの評価方法を定義する宣言型言語。OVALはシステムの状態に関する論理的

なアサーションを作成し、セキュリティの脆弱性やシステムの望ましい構成を記述するた

めに使用されます。

共通脆弱性識別子 (CVE)

既知の脆弱性の公開データベース。

脆弱性ソース
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ローカルのセキュリティ検査言語 (OVAL)定義ファイルのパスまたはリモートOVAL定義ファイ

ルのURL。

カスタムチェック

任意のpowershell、VBScript、またはUNIXシェルスクリプトで、エンドポイントの条件を評

価するために使用されます。

カスタムIDのマッピング

カスタムチェックIDまたはXCCDFルールIDを任意の値にマッピングします。CISコンテンツを他

のポリシーにマッピングしたり、任意のタグをルールに関連付けるのに役立ちます。

レポート

すべてのXCCDFベンチマーク、カスタムチェックスクリプト、カスタムプロファイル定義、および

オプションのカスタムIDのマッピング定義のzipファイルを含むパッケージ。レポートは、選択

したコンピュータグループに配布するアクションと、エンドポイントからスキャン結果を取得

するための保存されたQuestionを含みます。

この文書には、第三者が提供するコンテンツや製品 (ハードウェアおよびソフトウェアを含む)、サービス(「第三者のアイテム」)に対するアクセス手段や､第

三者のそうした情報そのものが含まれていることがあります｡ Tanium Inc.およびその関連会社は、(i)それらの第三者のアイテムに対して責任を負うもの

ではなく、第三者のアイテムに関するすべての保証および責任を明示的に放棄し、(ii)お客様とTaniumとの間の有効な契約に明記されているのでない

限り、かかる第三者のアイテムへのアクセスや、利用に起因する損失、費用または損害について責任を負いません。

また、この文書は､特定の第三者のアイテムの使用やTanium製品との組み合わせを求めるものでも､想定するものでもありません。そのような組み合わ

せによって生じた知的財産権の侵害について、Taniumおよびその関連会社は一切責任を負いません。第三者のアイテムとTanium製品の組み合わせ

が適切であるかどうか､また第三者の知的財産権を侵害しないかどうかの判定の責任はTaniumではなくお客様にあります｡
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はじめに

1. Complyをインストールします。詳細については、15ページのComplyのインストールを参照

してください。

2. スキャンエンジンをインポートします。詳細については、20ページのスキャンエンジンのイン

ポートを参照してください。

3. コンピュータグループを作成します。詳細については、25ページのコンピューターグループの

作成を参照してください。

4. デプロイを作成します。詳細については、26ページのデプロイの作成を参照してくださ

い。

5. コンプライアンスベンチマークと脆弱性ソースを使用します。詳細については、33ページの

構成コンプライアンスのベンチマークと脆弱性ソースの使用を参照してください。

6. レポートを作成します。詳細については、47ページのレポートの作成を参照してくださ

い。

7. レポートを表示、編集、または削除します。詳細については、56ページのレポートの使

用を参照してください。
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要件

ライセンス

ComplyはTanium Serverのコンポーネントのひとつとしてインストールするようライセンスされてい

ます。ライセンスを取得するには、Taniumのテクニカルアカウントマネージャ(TAM)にお問い合わ

せください。

システム要件

l Microsoft Windows 7以降

l Microsoft Windows Server 2008以降

l Red Hat Enterprise LinuxおよびCentOS 5～7

l Debian 6

l Ubuntu 12.04および14.04

l Apple Mac OS X 10.11

インストールの前提条件

Complyをインストールする前に、Tanium管理者の資格情報を持つサービスアカウントが必要

です。また、Tanium Module Serverを稼働させておく必要があります。

Complyを使用するには、次のスキャンエンジンの少なくとも1つが必要です。

l CIS

l Joval

l SCC

スキャンエンジンのダウンロードの詳細については、20ページのスキャンエンジンのインポートを参

照してください。

ユーザーロール

Tanium Server 7.0

Tanium Server 7.0のComplyでは、次のユーザーロールがサポートされています。

Administrator (管理者 )
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Complyのインストールまたはアンインストールを含む、Complyのすべての特権を持ちま

す。

Content Administrator (コンテンツ管理者 )

Complyのインストールまたはアンインストールを除く、Complyのすべての特権を持ちま

す。

Question Author (質問作成者 )

レポートの表示、レポートのドリルダウン、レポートのエクスポートの作成ができます。

Tanium Server 7.1以降

Comply 1.4には、Comply機能へのアクセスを制御する、役割ベースのアクセスコントロール

(RBAC)が導入されています。

Comply Admin (Comply管理者 )

サポートバンドルの収集と、Complyのアプリケーション設定管理を含む、Complyのすべて

の特権を持ちます。

Comply Deployment Administrator (Complyデプロイ管理者 )

エンジンをアップロードして、デプロイし配布することができます。レポートの内容を読み

書きすることができます。

Comply Report Content Administrator (Complyレポートコンテンツ管理者 )

以下の読み書きができます。

l 構成コンプライアンスのベンチマーク

l 脆弱性ソース

l カスタムチェックを除く、すべてのカスタムコンプライアンスおよび脆弱性のコンテンツ

Comply Report Administrator (Complyレポート管理者 )

ベンチマーク、脆弱性ソース、すべてのカスタムコンテンツを含むカスタムレポートコンテン

ツの読み込みができます。レポートの結果の読み込みができます。(Comply管理者以

外で)レポートを作成および削除できる唯一のロール。

Comply Report Reviewer (Complyレポートレビューアー)
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カスタムコンテンツ、レポート、およびレポートの結果の読み込みができます。

Comply Custom Check Writer (Complyカスタムチェックライター)

(Comply管理者以外で)カスタムチェックを作成および削除できる唯一のロール。カスタ

ムコンテンツの読み込みができます。

特権 Comply
Admin
(Comply
管理者 )

Comply
Deployment
Administrator
(Complyデプ

ロイ管理者 )

Comply
Report
Content
Administrator
(Complyレ
ポートコンテン

ツ管理者 )

Comply
Report
Administrator
(Complyレ
ポート管理

者 )

Comply
Report
Reviewer
(Comply
レポートレ

ビュー

アー)

Comply
Custom
Check
Writer
(Comply
カスタム

チェックラ

イター)

エンジン

の管理

デプロイ

の管理

カスタム

チェック

の管理

ベンチ

マークの

管理

脆弱性

ソース

の管理

カスタム

IDのマッ

ピングの

管理

カスタム

プロファ

イルの

管理

表1：Complyユーザーロール特権
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特権 Comply
Admin
(Comply
管理者 )

Comply
Deployment
Administrator
(Complyデプ

ロイ管理者 )

Comply
Report
Content
Administrator
(Complyレ
ポートコンテン

ツ管理者 )

Comply
Report
Administrator
(Complyレ
ポート管理

者 )

Comply
Report
Reviewer
(Comply
レポートレ

ビュー

アー)

Comply
Custom
Check
Writer
(Comply
カスタム

チェックラ

イター)

レポート

の管理

ベンチ

マークの

読み込

み

脆弱性

ソース

の読み

込み

カスタム

チェック

の読み

込み

カスタム

IDのマッ

ピングの

読み込

み

カスタム

プロファ

イルの

読み込

み

レポート

の結果

のレ

ビュー
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Center for Internet Securityのベンチマークとツール

Tanium Complyは、Center for Internet Security (CIS)ベンチマークとInternet Security
Configuration Assessment (CIS-CAT)ツールを使用してエンドポイントを評価します。どちらも

CISのメンバーが利用することができます。Tanium Complyを開始する前に、ベンチマークバンド

ルをCISからダウンロードする必要があります。

注意：Complyは現在、データベースサーバスキャンなどの認証が必要なチェックをサポー

トしておらず、コンプライアンススキャンエンジンも提供していません。
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Complyのインストール

Complyをインストールする前に、10ページの要件を参照してください。Complyのインストール

は、Tanium Consoleから行います。

インポートソリューション

1. 管理者の特権を持つアカウントを使用して、Tanium Consoleにログインします。

2. メインメニューから[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]を選択します。

3. [Comply]から [Import X.X.X.X (X.X.X.Xをインポート)](X.X.X.Xは現在のモジュールのバー

ジョン番号 )をクリックします。
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注意：Tanium Complyは、Taniumのライセンスされたソリューションです。ライセン

スを取得していない場合は、テクニカルアカウントマネージャに連絡してライセンス

を取得してください。

4. プロンプトが表示されたら、[Proceed with Import (インポートを続行する)]をクリックしま

す。資格情報を入力します。こうすると、Tanium Complyのインストールと構成プロセス

が開始されます。

Tanium Complyのインストールと構成プロセスが完了すると、[Import completed successfully
(インポートが正常に完了しました)]というメッセージが表示され、[Comply]がメインメニューに

表示されます。

Complyのアップグレード

Complyの新しいバージョンが利用可能な場合は、[Tanium Solutions (Taniumソリューショ

ン)]ページの[Comply]に[Upgrade to X.X.X.X (X.X.X.Xにアップグレードする)](X.X.X.Xは新しい
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モジュールのバージョン番号 )が表示されます。アップグレード手順はインポート手順と同じで

す。

重要：Complyをアップグレードすると、デプロイメントツールの期限が切れている場合に

赤いエラーメッセージが表示されます。このエラーに最新のデプロイメントツールをデプロイ

するには、[Redeploy (再デプロイ)]をクリックします。こうすると、次回ツールのインストー

ル操作が実行されるときに、エンドポイントのツールが最新バージョンにアップグレードさ

れます。

Complyの設定

Complyの[Home (ホーム)]ページには、統計、レポート、エラー、初期タスクが表示されます。

Complyを使用する前に完了する必要がある以下のタスクが、[Home (ホーム)]ページに表示

されます。

l サービスアカウントを構成する

l エンジンをアップロードする

l デプロイを作成する

l レポートを作成する
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ページ右上にある[Manage Home Page (ホームページの管理 )]リンクを使用して、起動時に

表示されるセクションを設定します。初期タスクが完了した後は、各セクションを表示する必

要はありません。

注意：このデータは10分毎に更新されるため、Complyの[Home (ホーム)]ページ上部

のレポートと統計は、すぐに現在の結果に更新されない場合があります。

サービスアカウントを作成する

ホームページデータの取り込み機能など、Complyのバックグラウンド実行を使用するには、

サービスアカウントが必要です。サービスアカウントが設定されていない場合は、[Required
Comply Settings: Set Service Account (必須のComply設定：サービスアカウントを設定してく

ださい)] の黄色のバナーが、Complyの[Home (ホーム)]ページ上部に表示されます。

1. [Configure Now (今すぐ設定 )]をクリックし、[Service Account (サービスアカウント)]で
[Username (ユーザー名 )]と[Password (パスワード )]を入力します。
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注意：サービスアカウントは、Comply管理者ユーザーである必要があります

(Tanium Server 7.1以降を使用している場合 )。または、少なくともRBACを使用し

ない環境のコンテンツ管理者である必要があります。詳細については、10ページ

のユーザーロールを参照してください。またユーザーは、Complyレポートを実行する

コンピュータグループへのアクセス権が必要です。

2. [Create Service Account (サービスアカウントの作成 )]をクリックします。次のウィンドウで

資格情報を入力します。

注意：いつでもサービスアカウントを変更するには、[Home (ホーム)]ページ右上

の[Settings (設定 )] をクリックします。[Application Settings (アプリケーション設

定 )]タブの[Service Account (サービスアカウント)]をクリックし、それから[Remove
Service Account (サービスアカウントの削除 )]をクリックします。

スキャンエンジンのアップロード

スキャンエンジンは、OVALまたはSCAPのコンテンツを評価し、構成コンプライアンスと脆弱性レ

ポートを生成するために使用します。Complyを使用するには少なくとも1つのスキャンエンジン

が必要ですが、必要に応じて複数をアップロードして使用することができます。Comply 1.7.4
以降はJovaエンジンが付属しています。ただし、そのエンジンにはコンテンツは含まれていませ

ん。必要に応じて他のエンジンをアップロードすることができます。20ページのスキャンエンジンの

インポートを参照してください。Complyは現在、CIS-CAT、Joval、SCCエンジンをサポートしてい

ます。CIS-CATまたはJovalを使用するには、JRE (Java実行環境 )も必要です。
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スキャンエンジンのインポート

Complyは独自のスキャンエンジンを搭載していないため、Complyを使用する前にスキャンエン

ジンをアップロードする必要があります。スキャンエンジンは、OVALまたはSCAPのコンテンツを評

価し、構成コンプライアンスと脆弱性レポートを生成するために使用します。

Complyを使用するには少なくとも1つのスキャンエンジンが必要ですが、必要に応じて複数を

アップロードして使用することができます。スキャンエンジンをインポートするには、Complyデプロ

イ管理者ロールが必要です。Complyのロールの詳細については、10ページのユーザーロールを

参照してください。

CISエンジンのダウンロードとインポート

1. 初めてCISセキュリティベンチマークを使用する場合は、https://workbench.cisecurity.org
に移動し、ログインまたは登録してください。

2. ログイン後、[Downloads (ダウンロード )]ページへ進むため[Download (ダウンロード )]を
クリックし、最新のciscat-full-bundle.zipファイルをダウンロードします。複雑な

フィルタ式の例については、90ページの関連情報：Complyでサポートされているエンジン

を参照してください。

3. Complyで、[Setup (セットアップ)]メニューの[Engines (エンジン)]を選択します。

4. [Manage Engines (エンジンの管理 )]ページで、右上の[Upload Engine/JRE (エンジン

/JREのアップロード )]をクリックします。

5. [Engine Type (エンジンタイプ)]ドロップダウンで、[CIS-CAT]を選択します。

6. [Select File (ファイルの選択 )]をクリックし、CISからダウンロードしたzipファイルを選択しま

す。

https://workbench.cisecurity.org/
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7. [Import Benchmarks (ベンチマークのインポート)]にチェックを入れて、バンドル内のベン

チマークをComplyにインポートします。このオプションにチェックを入れることをお勧めしま

す。このオプションは、CIS-CATバンドルを初めてアップロードするときにデフォルトで有効に

なります。

8. 必要なエンジンはインポート済みで、ベンチマークのみをインポートしたい場合は、

[Import Engine (エンジンのインポート)]のチェックを外します(下記の注を参照してくださ

い)。

9. [Upload (アップロード )]をクリックします。

注意：CIS-CATエンジンが機能するためには、JREパッケージもインストールする必要が

あります。23ページのJava実行環境 (JRE)パッケージのダウンロードとインポートを参照し

てください。

注意：CISがバンドルの新しいバージョンをリリースしたときにベンチマークをアップグレード

するには、[Import Benchmarks (ベンチマークのインポート)]のみ選択します。これは、

新しく更新されたベンチマークを一括してComplyにインポートする方法です。既存のレ

ポートとベンチマークはこのプロセスの影響を受けません。また、これらのレポートで使用さ

れるベンチマークは、それぞれのベンチマークの新しいバージョンに自動的にアップグレー

ドされません。

重要：Comply 1.3.2以上でCIS-CATを使用している場合は、CIS-CATエンジンが正常に

動作するために、Comply 1.3.3以降にアップグレードする必要があります。83ページの

Comply1.3.2以前のCIS-CATに関する問題を参照してください。

Jovalエンジンのダウンロードとインポート

注意：Comply 1.7.4以降はJovaエンジンが付属しています。ただし、そのエンジンにはコ

ンテンツは含まれていません。ご自身のJovalライセンスをお持ちの場合は、そのバージョ

ンのJovalをアップロードすることもできます。JREパッケージもインストールする必要があり

ます。23ページのJava実行環境 (JRE)パッケージのダウンロードとインポートを参照してく

ださい。
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1. [Setup (セットアップ)]メニューの[Engines (エンジン)]を選択します。

2. [Manage Engines (エンジンの管理 )]ページで、右上の[Upload Engine/JRE (エンジン

/JREのアップロード )]をクリックします。

3. [Engine Type (エンジンタイプ)]ドロップダウンで、[JovalCM]を選択します。

4. [Select File (ファイルの選択 )]をクリックし、Jovalエンジンとライセンスファイルを選択しま

す。

5. [Upload (アップロード )]をクリックします。

SCCスキャンエンジンのダウンロードとインポート

SCCは、米国政府によって使用されるスキャンエンジンです。一般の人は利用できません。政

府機関の一員である場合は、適切なSCCバンドルを入手する方法についてテクニカルアカウ

ントマネージャに相談してください。

注意：各SCCのzipファイルには、別のzip (Windowsの場合 )またはtar.gzファイル

(Linux/OS Xの場合 )が含まれます。Complyは、含まれたzipまたはtar.gzファイルとオリジ

ナルのzipアーカイブを受け付けます。これにより、アップロードする必要があるデータの量

が半減します。

1. [Setup (セットアップ)]メニューの[Engines (エンジン)]を選択します。

2. [Manage Engines (エンジンの管理 )]ページで、右上の[Upload Engine/JRE (エンジン

/JREのアップロード )]をクリックします。
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3. [Engine Type (エンジンタイプ)]ドロップダウンで、[SCC]を選択します。

4. [Select File (ファイルの選択 )]をクリックし、アップロードするSCCバンドルを選択します。

5. [Upload (アップロード )]をクリックします。

注意：一部のSCCバンドルにはDISA STIGベンチマークがパッケージに含まれます。これら

をインポートするには、必ず[Import Engine (エンジンのインポート)]を確認してください。

すべてのSCCバンドルにこのコンテンツが含まれているわけではありません。

Java実行環境 (JRE)パッケージのダウンロードとインポート

重要：ComplyはJava version 8 Updateをサポートしています。ComplyはJava 9または10
をサポートしていません。

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/indexへ移動し、ご使用の環

境下にあるエンドポイントに必要なプラットフォームおよびアーキテクチャごとに、適切なJava実
行環境 (JRE)パッケージをダウンロードしてください。標準のJREおよびサーバJREがサポートされ

ています。JDKパッケージはサポートされていません。必ずtar.gzパッケージをダウンロードして

ください。EXE、rpm、dmgファイルではありません。

注意：すでに適切なJREパッケージがインストールされている場合、追加のJREパッケー

ジをダウンロードする必要はありません。JREのインストールにはComplyを使用し、インス

トール済みのJREを使用しないことをお勧めします。こうすることで、どのJREがスキャンの

実行に使用されているかがわかります。

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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1. [Setup (セットアップ)]メニューの[Engines (エンジン)]を選択します。

2. [Manage Engines (エンジンの管理 )]ページで、右上の[Upload Engine/JRE (エンジン

/JREのアップロード )]をクリックします。

3. [Engine Type (エンジンタイプ)]ドロップダウンで、[Java runtime]を選択します。

4. [Select File (ファイルの選択 )]をクリックし、以前にダウンロードしたJREtar.gzファイル

の1つを選択します。

5. [Upload (アップロード )]をクリックします。

注意：[Remove (削除 )]をクリックすると、[Manage Engines (エンジンの管理 )]ページか

らエンジンとJREを削除することができます。
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コンピューターグループの作成

Complyは自動的にプラットフォームとアーキテクチャをターゲットにします。ただし、ベンチマークを

実行するか、特定のオペレーティングシステムまたは特定のサブネット上のエンドポイントに対し

てデプロイする必要がある場合は、コンピュータグループを作成する必要があります。Tanium
Consoleの[Administration (管理 )]]セクションでコンピュータグループを定義します。コンピュー

タグループの作成と管理の詳細については、Taniumプラットフォームユーザーガイド：コンピュー

タグループの管理を参照してください。

以下は、Taniumの言語パーサーが推奨する適切なクエリを選択して作成されたオペレーティ

ングシステムのコンピュータグループの例です。

オペレーティングシステム クエリ

Microsoft Windows Server
2012 R2

Operating System containing
“Windows Server 2012 R2” (「Windows
Server 2012 R2」を含むオペレーティングシステ
ム)

CentOS Linux 6.3 Operating System containing “CentOS
release 6.3 (Final)” (「CentOSリリース
6.3 (最終)」を含むオペレーティングシステム)

macOS 10.11 Operating System containing “Mac OS
X (10.11.” (「Mac OS X (10.11)」を含むオ
ペレーティングシステム)

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_computer_groups.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_computer_groups.html
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デプロイの作成

デプロイを作成するには、Complyデプロイ管理者ロールが必要です。Complyのロールの詳細

については、10ページのユーザーロールを参照してください。

新しいデプロイを作成する

1. [Setup (セットアップ)]にある[Deployments (デプロイ)]を選択します。

2. [Manage Deployments (デプロイの管理 )]ページで、右上の[Create Deployment (デプ

ロイの作成 )]をクリックします。

3. [Detail (詳細 )]セクションで、[Name (名前 )]を指定します。

4. デプロイのターゲットとなる[Computer Groups (コンピュータグループ)]を選択します。この

フィールドで複数のコンピュータグループを選択できます。

5. [Platform (プラットフォーム)]を選択します。選択した[Platform (プラットフォーム)]に応

じて、[Architecture (アーキテクチャ)]および[Scan Engines (スキャンエンジン)]の適切な

選択肢が表示されます。CIS-CATまたはJovalCMスキャンエンジンを選択する場合は、

JREオプションを選択する必要があります。[Detail (詳細 )]セクションの右側にあるプレ

ビューでは、定義したデプロイの基準が表示されます。

6. [Advanced Settings (高度な設定 )]を変更する前に、テクニカルアカウントマネージャに
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相談してください。

7. [Schedule (スケジュール)]セクションで、[Start at (開始日時 )]と[End at (終了日時 )]
を選択し、特定の期間にのみレポートが実行されるよう、日時を入力にします。

8. [Distribute over (間隔 )]を選択して、レポートを実行する間隔を分または時間単位で

入力します。この値は4時間を超えることはできません。Taniumでアクションをデプロイす

る方法の詳細は、Taniumプラットフォームユーザーガイド：デプロイアクションの使用を参

照してください。

9. デプロイを再実行しない場合は、[Repeat report execution by (レポート実行のリピート

間隔 )]で[None (なし)]を選択します。[Interval (間隔 ])を選択し、[Reissue every (再
発行頻度 )]フィールドでレポートを実行する間隔を分、時間、または日数で定義しま

す。[Use Policy Saved Action (保存されたアクションのポリシーを使用 )]を選択し、該

当するエンドポイントがオンラインのときにデプロイを再度実行する必要があるか判断す

るために、保存されたQuestionを1時間ごとに使用します。

10. [Create & Deploy (作成してデプロイ)]をクリックします。デプロイの[Action progress (アク

ションの進捗 )]と[Installation status (インストール状況 )]が表示されます。

注意：デプロイが正常に実行されない場合は、次のエラーのいずれかを受信する場合

があります。

このデプロイに含まれる一部のマシンはデプロイを行うことができません。ターゲットのエン

ドポイントに、デプロイに対応するのに十分なディスク容量があることを確認してくださ

い。

このデプロイに含まれる一部のマシンには、スキャンを完了するために必要なシステム

ユーティリティがありません。Linux/MacOSのエンドポイントに、Complyが正常に動作する

ために必要なUnixユーティリティーがインストールされていません。

JRE暗号化の使用

JREへのアクセスを防ぐには、JRE暗号化を使用します。これにより、JREを含むエンドポイント

上のzipファイルが暗号化され、キーファイルは、JREで復号化する必要があるレポートと共に

配布されます。レポートが実行されると、キーファイルと復号化されたJREが削除されます。暗

号化されたJREは残るため、次に必要なときに使用することができます。

1. [Create Deployment (デプロイの作成 )]ウィンドウのすべてのフィールドに入力し、

[Engines (エンジン)]フィールドのJREを選択します。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_results.html#Deploy_Action


©2018 Tanium Inc. All Rights Reserved 28ページ

2. [Encrypt JRE (JREの暗号化 )]を選択します。

3. [Create & Deploy (作成してデプロイ)]をクリックします。[Report (レポート)]ページでは、

暗号化されたJREを含むレポートは、そのエンジンの横にロックが表示されます。

注意：JRE暗号キーが失われたり上書きされた場合は、JRE暗号キーを再作成するこ

とができます。84ページのJRE暗号キーを再作成するを参照してください。
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デプロイの使用

デプロイの再デプロイ、削除、またはステータスの表示を行うには、[Setup (セットアップ)]メ
ニューから[Deployments (デプロイ)]を選択します。

デプロイを再デプロイすると、[Action progress (アクションの進捗状況 )]と[Installation status
(インストールステータス)]を表示できます。
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[Target (対象 )]の横にある[Informaton (情報 )] をクリックして、そのデプロイの対象コン

ピュータグループを表示します。

デプロイのクローン作成

1. [Manage Deployments (デプロイの管理 )]ページで、そのデプロイの横にある[Clone (ク
ローン)]をクリックします。
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2. 複製したデプロイの新しい[Name (名前 )]を入力します。

3. デプロイの[Details (詳細 )]または[Schedule (スケジュール)]に必要な変更を加えます。

4. [Create & Deploy (作成してデプロイ)]をクリックします。

デプロイの編集

1. [Manage Deployments (デプロイの管理 )] ページで、そのデプロイの横にある[Edit (編
集 )]をクリックします。

2. デプロイの[Details (詳細 )]または[Schedule (スケジュール)]に必要な変更を加えます。

3. [Save & Deploy (保存してデプロイ)]をクリックします。

レガシーデプロイ

[Manage Deployments (デプロイの管理 )]ページで「Delete (削除 )]アイコン をクリックして、

古くなった[Legacy Deployments (レガシーデプロイ)]を削除します。レガシーデプロイを削除す

ると、これらのデプロイに関連する古いアクションとパッケージが停止 /削除されます。レガシーデ

プロイと一致する新しいデプロイを作成して、前と同じエンジン/JREの選択がデプロイされるよ

うにする必要があります。

注意：Taniumでは、レガシーデプロイを削除することをお勧めしています。
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ツールのデプロイの更新

ツールデプロイアクションのどれかに古いツールがある場合は、[Home (ホーム)]または[Manage
Deployments (デプロイの管理 )]ページに警告が表示されます。Complyを新しいバージョンに

アップグレードするとツールが古くなることがあります。

1. [Manage Deployments (デプロイの管理 )] ページの右上に表示される[Update X
Outdated Tool Deployment (古くなったXツールのデプロイを更新する)]をクリックしま

す。

2. 資格情報を入力して[OK]をクリックします。



©2018 Tanium Inc. All Rights Reserved 33ページ

構成コンプライアンスのベンチマークと脆弱
性ソースの使用

注意：ベンチマークを使用する前に、ベンチマークをインポートする必要があります。ベン

チマークを一括してインポートまたはアップグレードする方法については、20ページのCISエ
ンジンのダウンロードとインポートと22ページのSCCスキャンエンジンのダウンロードとイン

ポートを参照してください。

エンジンファイルをインポートした後、インポートされたベンチマークを表示してインポートの完了

を確認することができます。[Benchmarks (ベンチマーク)]の[Configuration Compliance (構
成コンプライアンス)]または[Vulnerability (脆弱性 )]を選択し、インポートされたベンチマークの

各タイプを表示します。

構成コンプライアンスのベンチマークと脆弱性ソースの読み書きをするには、Complyレポートコ

ンテンツ管理者ロールが必要です。Complyのロールの詳細については、10ページのユーザー

ロールを参照してください。

構成コンプライアンスのベンチマーク

個々のベンチマークのインポートとカテゴリの割り当て

注意：次のファイル形式のベンチマークをComplyへインポートできます。

• 分割XCCDF形式：XCCDFファイル、OVALファイル、CPE、およびCPE-dictionary
• 単一のSCAP 1.2データストリーム単一ファイル

• 分割XCCDFファイルを含む複数のzipファイル

1. 追加の構成コンプライアンスベンチマークをインポートするには、[Benchmarks (ベンチ

マーク)]の[Configuration Compliance (構成コンプライアンス)]ページで[Import
Benchmark (ベンチマークのインポート)]をクリックします。

2. ベンチマークの[Description (説明 )]を入力します。



©2018 Tanium Inc. All Rights Reserved 34ページ

3. 既存のカテゴリをベンチマークに割り当てたり、新しいカテゴリを作成してベンチマークを

整理するのに役立ちます。[Category (カテゴリ)]ドロップダウンリストからカテゴリを選択、

または[Create new category... (新しいカテゴリの作成 ...)]を選択してベンチマークに割

り当てる新しいカテゴリを作成します。

4. [Tag (タグ)]フィールドにカスタムタグを入力し、ベンチマークをさらに説明、分類します。

ベンチマークをCIS-CATやSCCなどのエンジンでインポートすると、該当するカテゴリが自動

的に割り当てられます。デフォルトでは、新しいベンチマークは[Imported (インポート済

み)]カテゴリに割り当てられます。

5. 新しいカテゴリの作成を選択した場合は、[Create Category (カテゴリの作成 )]ウィンド

ウで、新しいカテゴリの名前を入力し、[Save (保存 )]をクリックします。

ベンチマークカテゴリをフィルタにかける

[Benchmarks (ベンチマーク)]の[Configuration Compliance Benchmarks (構成コンプライアン

スベンチマーク)]ページで、[Category (カテゴリ)]ドロップダウンリストでカテゴリを選択して、ベン
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チマークをカテゴリでフィルタにかけることができます。

ベンチマークカテゴリまたはタグを変更する

1. [Configuration Compliance Benchmarks (構成コンプライアンスのベンチマーク)]ページ

でベンチマークにカーソルを合わせると、[Change Category/Tags (カテゴリ/タグの変更 )]
ボタンが表示されます。

2. [Benchmark Metadata (ベンチマークメタデータ)]ウィンドウで、別の[Category (カテゴリ)]
を選択し、[Tags (タグ)]を編集します。

3. [OK]をクリックします。

設定からベンチマークカテゴリを作成する

1. [Home (ホーム)]ページの右上にある[Settings (設定 )] をクリックします。
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2. [Benchmark Categories (ベンチマークカテゴリ)]タブで、[Create Category (カテゴリの作

成 )]をクリックします。

3. [New Benchmark Category (新しいベンチマークカテゴリ)]]ウィンドウで、カテゴリの名前

を[Category (カテゴリ)]フィールドに入力し、[Save (保存 )]をクリックします。

設定からベンチマークカテゴリを削除する

1. [Home (ホーム)]ページの右上にある[Settings (設定 )] をクリックします。

2. [Benchmark Categorie (ベンチマークカテゴリ)]タブで、削除するベンチマークカテゴリの

横の[Delete (削除 )] をクリックします。

ベンチマークのフィルタリング

[Configuration Compliance Benchmarks (構成コンプライアンスのベンチマーク)]ページ右上

の[Tag Filter (タグフィルタ)]フィールドを使用し、ベンチマークをフィルタにかけます。テキスト入

力を開始して利用可能なタグリストを表示するか、またはフィルタリストから削除する既存のタ

グの横にある[X]をクリックします。

緑の[supported (サポート済 )]タグは、Taniumがベンチマークをテストしたことを示します。サ

ポートされているベンチマークのみがデフォルトで表示されます。黄色の[unsupported (未サ

ポート)]タグのあるベンチマークは、Taniumがテストしていないベンチマークです。これは、ベンチ

マークが機能しないという意味ではありません。Taniumによってテストされていないという意味

です。
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構成コンプライアンスのベンチマークのプロファイルの表示とレポートの作成

1. [Expand (展開 )] をクリックし、構成コンプライアンスのベンチマークの詳細を確認しま

す。

2. [Profiles (プロファイル)]セクションで、ベンチマークプロファイルの横の[Create Report (レ
ポートの作成 )]をクリックし、そのプロファイルのレポートを作成します。右上の[Create
Report (レポートの作成 )]をクリックすると、リストの最初のプロファイルのレポートが作成

されます。[Name (名前 )]、[Platform (プラットフォーム)]、[Benchmark (ベンチマー

ク)]、[Profile (プロファイル)]フィールドは、選択したベンチマークとプロファイルに基づいて

自動入力されます。これらの値は変更することができます。

3. [New Configuration Compliance Report (新しい構成コンプライアンスレポート)]ページ

で、[Details (詳細 )]セクションにレポートの[Name (名前 )]を入力します。また、
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[Description (説明 )]を入力することができます。

4. [Platform (プラットフォーム)]を選択します。

5. [Engine (エンジン)]を選択します。複数のエンジンがインストールされている場合は、

[Engine (エンジン)]フィールドのみ表示されます。

6. [Tanium Comply]アクショングループはComplyによって自動的に作成され、[Action
Group (アクショングループ)]フィールドに自動入力されます。Complyによって作成された

すべての保存アクションは、このアクショングループに作成されます。

7. [Computer Groups (コンピュータグループ)]を選択します。

重要：Complyが正常に動作するよう、適切なプラットフォーム(Windows、
Linux、またはOS X)と、プラットフォームと一致するエンドポイントを含むコンピュータ

グループを選択します。

8. [Execution Priority (実行優先度 )]]ドロップダウンリストから、[Low (低 )]または

[Normal (標準 )]のどちらかを選択します。これにより、エンドポイントで実行されている
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他のプロセスが、作成中のレポートの実行より優先されるか、またはレポートが他のプロ

セスと同じ優先順位となるかが決まります。

9. [Start at (開始日時 )]と[End at (終了日時 )]を選択して、特定の期間にのみレポート

を実行するように日付と時刻の値を入力します。

10. [Distribute over (間隔 )]を選択して、レポートを実行する間隔を分または時間単位で

入力します。この値は4時間を超えることはできません。

11. [Repeat report execution by (レポートの実行を繰り返す)]フィールドで[None (なし)]、
[Interval (間隔 )]、または[Report Result Age (レポート結果の年齢 )]を選択します。

12. [Interval (間隔 )]を選択した場合、[Reissue every (再発行する間隔 )]フィールドが表

示され、レポートを実行する間隔を指定する必要があります。

13. [Repeat Result Age (結果の経過時間のリピート)]を選択した場合、[Run when
results are older than (次の経過時間を過ぎたら実行 )]フィールドが表示され、レポー

トを実行する前の経過時間を指定する必要があります。レポートを実行したことのない

エンドポイントがオンラインになると、この選択したオプションで実行されます。結果の年

齢は1時間ごとまたは3時間ごとにチェックされます。3時間未満の年齢を指定すると、

結果の年齢は1時間ごとにチェックされます。

14. [Benchmark (ベンチマーク)]セクションで、ドロップダウンリストから[Benchmark (ベンチ

マーク)]と[Profile (プロファイル)]を選択します。

15. [+ Add Additional Benchmark (+追加のベンチマークを追加する)]をクリックして別のベ

ンチマークを追加、または[Create & Deploy (作成とデプロイ)]をクリックして資格情報を

入力してください。アクション結果が表示されます。

16. [Custom Checks (カスタムチェック)]または[Custom ID Mappings (カスタムIDのマッピン

グ)]がある場合、これらを[Advanced (高度 )]セクションで指定することができます。詳細

についてはカスタムチェックのデプロイとカスタムIDマッピングの使用を参照してください。

脆弱性ソース

デフォルトの脆弱性ソース

デフォルトで、Complyは3つの脆弱性ソースを提供しています。
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l Unix用Tanium脆弱性ライブラリ

l MacOS用Tanium脆弱性ライブラリ

l Windows用Tanium脆弱性ライブラリ

デフォルトの脆弱性ソースを展開して、詳細を表示したり、レポートを作成、更新、編集した

りすることができます。CVEの数値をクリックすると、ベンチマークに含まれるCVEの完全なリストが

表示されます。右上の[Filter by Text (テキストでフィルタ)]を使用してCVE リストを検索するこ

とができます。
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Taniumはこれらのデフォルトの脆弱性ソースを維持し、利用可能になると毎日更新します。

これらの脆弱性ソースへの自動更新を予定するには、[Edit Vulnerability Source (脆弱性の

ソースを編集する)]ページの[Enable recurring updates (定期的な更新を有効にする)]に
チェックを入れます。
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注意：定期的な更新を有効にすると、ソースに関連付けられた定義のみ更新されま

す。ソースに対してすでにレポートを作成した場合、これらのレポートは自動的には更

新されません。レポートに含まれる脆弱性を更新するには、[Reports (レポート)]ページ

のレポートの横にある[Manage Report (レポートの管理 )]ドロップダウンリストから、

[Deploy Now (今すぐデプロイ)]を選択します。こうすると、対応するソースを更新した

後、レポートの脆弱性定義が再構築されます。[Start at (開始日時 )]がレポートのス

ケジュールで指定されていない場合は、すぐに実行されます。

CVEを検索する

1つまたは複数のCVEを、[Vulnerability Benchmarks (脆弱性のベンチマーク)]ページ上部の

[Search for CVEs (CVEを検索する)]フィールドに入力し、[Find (検索 )] をクリックします。

検索を使用すると、すべての脆弱性ソースをスキャンして、どのソースが特定のCVEを含むか

特定することができます。

エアギャップ環境に脆弱性ソースのzipファイルをアップロードする

エアギャップ環境で作業している場合は、その設定をComplyで指定して、エアギャップ用のzip
ファイルをアップロードする必要があります。

1. [Home (ホーム)]ページの右上にある[Settings (設定 )] をクリックします。

2. [Application Settings (アプリケーション設定 )]タブで、「is_airgapped」設定を検索し、

[Edit (編集 )]をクリックします。
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3. [Edit Setting (設定の編集 )]ウィンドウで、[Value (値 )]フィールドに「true」と入力しま

す。

4. [Save (保存 )]をクリックします。

注意：「is_airgapped」設定を編集して「false」に戻す場合は、Tanium脆弱性

ライブラリ(TVL)を正常に更新するため、Complyを再起動する必要があります。

5. Complyの設定でエアギャップ環境での作業を指定したら、[Vulnerability Benchmarks
(脆弱性ベンチマーク)]ページ右上の[Upload Airgap Zip (エアギャップzipのアップロー

ド )]をクリックします。

6. インターネットに接続できるマシンを使用して、エアギャップのzipファイルを[Upload TVL
Airgap Zip (TVLエアギャップzipのアップロード )]ウィンドウに表示されたリンクからダウン
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ロードし、エアギャップ環境にあるマシンに保存します。

7. [Select File (ファイルの選択 )]をクリックし、エアギャップ環境のマシン上の、エアギャップの

zipファイルを保存した場所からそれを選択し、[Open (開く)]をクリックします。

8. [Upload (アップロード )]をクリックします。

9. アップロードが完了したら、[Upload TVL Airgap Zip (TVLエアギャップzipのアップロード )]
ウィンドウで[Close (閉じる)]をクリックします。Complyが脆弱性ベンチマークを更新する

のに約5分間かかります。脆弱性ソースを展開した場合、アップロードしたエアギャップ

zipファイルからベンチマークが正常に更新されると、完了したCVEの数とともに、[Type
(タイプ)]が[Local (ローカル)]と表示されます。

新しい脆弱性ソースを作成する

1. [Vulnerability Benchmarks (脆弱性のベンチマーク)]ページ右上の[Create Source
(ソースの作成 )]をクリックします。
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2. [Details (詳細 )]セクションで、[Name (名前 )]、[Vendor (ベンダー)]、[Description (説
明 )]を指定します。

3. 自動更新をスケジュールするには、[Enable recurring updates (定期的な更新を有効

にする)]にチェックを入れます。

4. [OVAL Definitions File (OVAL定義ファイル)]セクションで、[Location (ロケーション)を
[Remote (リモート)]または[Upload (アップロード )]のいずれかを選択します。

注意：

リモートソースとは、OVAL定義のXMLファイルを指すURLで、[Vulnerability
Benchmarks (脆弱性のベンチマーク)]ページのベンチマークの横にある[Update
(更新 )]クリックするだけで更新することができます。

リモートソースは、OVALコンテンツが定期的に更新される場合に最適です。アップ

ロードしたソースは、エアギャップ環境や、手動でダウンロードしてソースフィードを

指定する場合に最適です。

CISのこのOVAL定義ファイルは、リポジトリ内のすべての脆弱性定義へのアクセス

を提供します。

https://oval.cisecurity.org/repository/download/5.11.1/all/oval.xml

5. 必要に応じて、[Remote File (リモートファイル)]、または[Upload (アップロード )]の
[Choose file (ファイルの選択 )]のパスを入力します。

6. [Save (保存 )]をクリックします。

脆弱性ソースを編集する

脆弱性のベンチマークページでは、脆弱性ソースを編集するため[Edit (編集 )] または削除

するため[Delete (削除 )] を選択することもできます。

https://oval.cisecurity.org/repository/download/5.11.1/all/oval.xml
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脆弱性スキャンを実行してレポートを作成する

1. [Expand (展開 )] をクリックして、関連するXMLファイルとオペレーティングシステムの情

報を表示する、脆弱性のベンチマークの詳細を確認します。新しい脆弱性レポートの

作成の右上の、[Create Report (レポートの作成 )]をクリックします。

2. 詳細については、50ページの脆弱性レポートを作成するを参照してください。

3. [Create & Deploy (作成とデプロイ)]をクリックして脆弱性スキャンを実行します。
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レポートの作成

注意：Complyは、オペレーティングシステムレベルのチェックに最も適しています。25ペー

ジのコンピューターグループの作成を参照してください。

[Reports (レポート)]ページで、または[Benchmarks (ベンチマーク)]ページの既存のベンチマー

クを使用して、新しいレポートを作成することができます。レポートを作成するには、Complyレ
ポート管理者ロールが必要です。Complyのロールの詳細については、10ページのユーザーロー

ルを参照してください。

構成コンプライアンスレポートを実行して、マシングループのセキュリティ構成コンプライアンスの

状態を確認します。こうすると、SCAP XCCDFベンチマークを使用してレポートが実行されます。

脆弱性レポートを実行して、エンドポイントに対してOVALチェックを実行し、特定された脆弱

性の存在をチェックします。

構成コンプライアンスレポートを作成する

[Reports (レポート )]ページから構成コンプライアンスレポートを作成する

1. Complyメニューから[Reports (レポート)]を選択します。
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2. [Create Report (レポートの作成 )]ドロップダウンリストから、[Configuration Compliance
Report (構成コンプライアンスレポート)]を選択します。

3. [New Configuration Compliance Report (新しい構成コンプライアンスレポート)]ページ

で、[Details (詳細 )]セクションにレポートの[Name (名前 )]を入力します。[Labels (ラベ
ル)]を指定することもできます。

4. [Platform (プラットフォーム)]を選択します。

5. [Engine (エンジン)]を選択します。複数のエンジンがインストールされている場合は、

[Engine (エンジン)]フィールドのみ表示されます。

6. [Tanium Comply]アクショングループはComplyによって自動的に作成され、[Action
Group (アクショングループ)]フィールドに自動入力されます。Complyによって作成された

すべての保存アクションは、このアクショングループに作成されます。

7. [Computer Groups (コンピュータグループ)]を選択します。
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重要：Complyが正常に動作するよう、適切なプラットフォーム(Windows、
Linux、またはOS X)と、プラットフォームと一致するエンドポイントを含むコンピュータ

グループを選択します。

8. [Execution Priority (実行優先度 )]]ドロップダウンリストから、[Low (低 )]または

[Normal (標準 )]のどちらかを選択します。[Low (低 )]だとComplyのスキャンプロセスは、

他のマシンで実行されているプロセスへ使用率を譲ります。[Normal (標準 )]は、マシン

上で実行中の他のプロセスと同じ優先順位でスキャンプロセスを実行します。

注意：[Low (低 )]を選択すると、プロセッサの使用率が高くなるためエンドポイン

トのスキャンプロセス時間が長くなる場合があります。

9. [Start at (開始日時 )]と[End at (終了日時 )]を選択し、特定の期間にのみレポートが

実行されるよう日付と時間の値を入力にします。

10. [Distribute over (配布時間 )]を選択し、レポートを実行する分または時間の値を入

力します。この値は4時間を超えることはできません。

11. [Repeat report execution by (レポートの実行を繰り返す)]フィールドで[None (なし)]、
[Interval (間隔 )]、または[Report Result Age (レポート結果の年齢 )]を選択します。

l [Interval (間隔 )]を選択すると、[Reissue every (再発行間隔 )]フィールドが表

示され、レポートの実行間隔を指定できます。

l [Report Result Age (レポート結果年齢 )]を選択すると、[Run when results are
older than (レポートを実行する結果の年齢 )]フィールドが表示されるので、レ

ポートを実行する結果の年齢を指定できます。一度もレポートを実行していな

い、対象のエンドポイントがオンラインになると、次の経過チェックが行われるとすぐ

にレポートが実行されます。結果の年齢は1時間ごとまたは3時間ごとにチェックさ

れます。3時間未満の年齢を指定すると、結果の年齢は1時間ごとにチェックさ

れます。

12. [Benchmark (ベンチマーク)]セクションで、ドロップダウンリストから[Benchmark (ベンチ

マーク)]と[Profile (プロファイル)]を選択します。

13. [+ Add Additional Benchmark (+追加のベンチマークを追加する)]をクリックして別のベ

ンチマークを追加、または[Create & Deploy (作成とデプロイ)]をクリックして資格情報を

入力してください。アクション結果が表示されます。

14. [Custom Checks (カスタムチェック)]または[Custom ID Mappings (カスタムIDのマッピン

グ)]がある場合、これらを[Advanced (高度 )]セクションで指定することができます。詳細

については、65ページのコンプライアンス結果のカスタマイズを参照してください。
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注意：カスタムチェックの実行は1分もかかりません。最終行が [pass (パ
ス)]、[fail (失敗)]、[error (エラー)]など有効なルール結果文字列

であれば、標準的な出力を行います。

[Benchmarks (ベンチマーク)]ページから構成コンプライアンスレポートを作成する

ベンチマークページで、ベンチマークプロファイルの横の[Create Report (レポートの作成 )]をクリッ

クし、そのプロファイルのレポートを作成します。

脆弱性レポートを作成する

レポートページから脆弱性レポートを作成する

1. Complyメニューから[Reports (レポート)]を選択します。

2. [Create Report (レポートの作成 )]ドロップダウンリストから[Vulnerability Report (脆弱

性レポート)]を選択します。

3. [New Vulnerability Report (新しい脆弱性レポート)]ページで、[Details (詳細 )]セク

ションにレポートの[Name (名前 )]を入力します。[Labels (ラベル)]を指定することもでき
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ます。

4. [Platform (プラットフォーム)]を選択します。

5. [Engine (エンジン)]を選択します。複数のエンジンがインストールされている場合は、

[Engine (エンジン)]フィールドのみ表示されます。

6. [Tanium Comply]アクショングループはComplyによって自動的に作成され、[Action
Group (アクショングループ)]フィールドに自動入力されます。Complyによって作成された

すべての保存アクションは、このアクショングループに作成されます。

7. [Computer Groups (コンピュータグループ)]を選択します。

重要：Complyが正常に動作するよう、適切なプラットフォーム(Windows、
Linux、またはOS X)と、プラットフォームと一致するエンドポイントを含むコンピュータ

グループを選択します。

8. [Execution Priority (実行優先度 )]]ドロップダウンリストから、[Low (低 )]または

[Normal (標準 )]のどちらかを選択します。[Low (低 )]だとComplyのスキャンプロセスは、

他のマシンで実行されているプロセスへ使用率を譲ります。[Normal (標準 )]は、マシン

上で実行中の他のプロセスと同じ優先順位でスキャンプロセスを実行します。
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注意：[Low (低 )]を選択すると、プロセッサの使用率が高くなるためエンドポイン

トのスキャンプロセス時間が長くなる場合があります。

9. [Start at (開始日時 )]と[End at (終了日時 )]を選択し、特定の期間にのみレポートが

実行されるよう日付と時間の値を入力にします。

10. [Distribute over (配布時間 )]を選択し、レポートを実行する分、時間、または日数の

値を入力します。

11. [Repeat report execution by (レポートの実行を繰り返す)]フィールドで[None (なし)]、
[Interval (間隔 )]、または[Report Result Age (レポート結果の年齢 )]を選択します。

l [Interval (間隔 )]を選択すると、[Reissue every (再発行間隔 )]フィールドが表

示され、レポートの実行間隔を指定できます。

l [Report Result Age (レポート結果年齢 )]を選択すると、[Run when results are
older than (レポートを実行する結果の年齢 )]フィールドが表示されるので、レ

ポートを実行する結果の年齢を指定できます。一度もレポートを実行していな

い、対象のエンドポイントがオンラインになると、次の経過チェックが行われるとすぐ

にレポートが実行されます。結果の年齢は1時間ごとまたは3時間ごとにチェックさ

れます。3時間未満の年齢を指定すると、結果の年齢は1時間ごとにチェックさ

れます。

12. [Source (ソース)] と [Operating System (オペレーティングシステム)]を [Vulnerability
Source (脆弱性ソース)]セクションのドロップダウンリストから選択します。

13. [CVE Years (CVE年 )]を指定します。右側の[Preview (プレビュー)]セクションには、レ

ポートに含まれる[CVE]と[Definitions (定義 )]の数が表示されます。

注意：[CVE Years (CVE年 )] フィールドにある[now (現在)]を範囲の終わりとして

指定することができます。たとえば、「2016-now (2016年～現在)」と入力すると、

2016年から現在の日付までのすべてのCVEに対してレポートを実行します。これに

より、常に最新の範囲を簡単に定義することができます。

14. [CVSS Scores (CVSSスコア)]に表示するスコアにチェックを入れます。

15. 特定の[CVE]を一覧表示します。

注意：指定した[CVE]は、[CVE Years (CVE年 )]または[CVSS Scores (CVSSスコ

ア)]で指定された値に関係なく常にレポートに含まれます。年とスコアで検索する

には、検索が有効になるように両方のフィールドの値を指定する必要がありま
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す。[CVE Years (CVE年 )]を指定した場合、[CVSS Scores (CVSSスコア)]から少な

くとも1つのスコアを選択する必要があります。[CVSS Scores (CVSSスコア)]のスコア

を選択した場合、[CVE Years (CVE年 )]を指定する必要があります。特定の

[CVE]を指定した場合、[CVE Years (CVE年 )]フィールドを空白にし、[CVSS
Scores (CVSSスコア)]を選択しないでおくことができます。

以前に[CVEs (CVE)]、[CVE Years (CVE年 )]、または[CVSS Scores (CVSSスコア)]
の値を含むレポートを保存していた場合、これらの値は次に作成する脆弱性レ

ポートでも同じままになります。これらの値は必要に応じて編集できます。

16. [Batch Size (バッチサイズ)]を指定します。

注意：[Batch Size (バッチサイズ)]は一度に実行されるチェックの数を定義しま

す。エンドポイントで管理可能な数のチェックを実行するための、このフィールドの

デフォルト値はCIS-CATとSCCは500、JovalCMは2000です。これらの値を調整する

場合は、テクニカルアカウントマネージャに相談してください。

17. [Custom ID Mappings (カスタムIDのマッピング)]がある場合、これらを[Advanced (高
度 )]セクションで指定することができます。詳細については、76ページの脆弱性の結果

のカスタマイズを参照してください。

18. 脆弱性レポートに開いているポートを含める場合は、[Open Ports (オープンポート)]セク

ションで、[Report Open Ports (オープンポートのレポート)]にチェックを入れます。[Open
Ports (オープンポート)]セクションでは、開いているポートとそれに対応するTanium管理

対象エンドポイントプロセスを一覧表示します。

19. [Create & Deploy (作成とデプロイ)]をクリックして、資格情報を入力してください。アク

ション結果が表示されます。

ベンチマークページから脆弱性レポートを作成する

メインメニューから[Benchmarks (ベンチマーク)]、[Vulnerability (脆弱性 )]の順に選択して、

レポートを作成する脆弱性ベンチマークの横に表示される[Create Report (レポートの作成 )]
をクリックします。

遠隔オープンポートのスキャンレポートを作成する

注意：Complyで遠隔オープンポートスキャンレポートを作成するには、[Host Discovery
and OS fingerprint (ホスト検出とOSフィンガープリント)]オプションを使用して、Nmapス
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キャンによる検出をTanium DiscoverTMで有効にする必要があります。隔離されたサブ

ネット上にあるエンドポイントをスキャンする場合は、[Enable Scanning on Isolated
Endpoints (隔離されたエンドポイントでスキャンを有効にする)]を選択します。詳細に

ついては、Tanium Discoverユーザーガイド：Nmapスキャンによる検出およびTanium
Clientのデプロイガイド：隔離サブネットを構成するを参照してください。

1. Complyメニューから[Reports (レポート)]を選択します。

2. [Create Report (レポートの作成 )]ドロップダウンリストから、[Remote Open Ports Scan
Report (遠隔オープンポートのスキャンレポート)]を選択します。

3. [New Remote Open Ports Scan Report (新しい遠隔オープンポートのスキャンレポー

ト)]ページで、[Details (詳細 )]セクションにレポートの[Name (名前 )]を入力します。

https://docs.tanium.com/discover/discover/discovery.html#nmap
https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html#IsolatedSubnets
https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html#IsolatedSubnets
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[Labels (ラベル)]を指定することもできます。

4. [Tanium Comply]アクショングループはComplyによって自動的に作成され、[Action
Group (アクショングループ)]フィールドに自動入力されます。Complyによって作成された

すべての保存アクションは、このアクショングループに作成されます。

5. [Computer Groups (コンピュータグループ)]を選択します。

重要：選択するコンピュータグループは、Discoverで有効にしたNmapスキャン検

出で定義されたコンピュータグループに含まれたエンドポイントを含む必要がありま

す。

6. [Create & Deploy (作成とデプロイ)]をクリックして、資格情報を入力してください。
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レポートの使用

結果を表示する

Complyメニューから[Reports (レポート)]を選択して、これまでに実行されて再び実行される

予定の[All (すべて)]のレポート、[Configuration Compliance (構成コンプライアンス)]レポー

ト、または[Vulnerability (脆弱性 )]レポートの結果を表示します。

[Endpoints (エンドポイント)]の横にある[Go to Interact (Interactに移動 )] をクリックして

Interactに移動し、現在オンラインで報告されているエンドポイントを表示します。

レポートを展開して詳細を表示します。レポート名をクリックすると、そのレポートに関連する結

果と、構成コンプライアンスレポートに含まれるポリシーや脆弱性レポートに含まれるQuestion
の詳細が表示されます。

ルールをクリックすると、そのルールの詳細な説明が表示されます。

遠隔オープンポートスキャンレポートの詳細結果ページで、[Internet Storm Center (インター

ネットストームセンター)]をクリックし、開いているポートに関連する共通サービスに関する詳細

を表示します。
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レポートの横にスキャンエラー が表示された場合、レポートを展開して[Scan Errors (ス
キャンエラー)]の隣の番号をクリックして、エラーとエンドポイントに関する詳細を表示します。

Complyに関連するセンサー

Get Comply - Report Age from all machines (すべてのマシンからのComplyレポートの年齢

を取得 )センサー

Interactでこのセンサーを使用して、どのComplyレポートが存在し、いつ実行されたかを

確認します。

Comply - Vulnerability CVE Search (Comply -脆弱性CVE検索 )センサー

Interactのこのセンサーは、特定のCVEを持つエンドポイントを見つけ、詳細を表示しま

す。このセンサーは、複数のCVE番号をパラメータとして抽出します。これらをInteractの
入力フィールドに1行ずつ入力することができます。

Comply - Vulnerability Discovery Dates (Comply -脆弱性検出日 )センサー

このセンサーは、エンドポイントで脆弱性が最初に検出された日付と、その脆弱性がエ

ンドポイント上で最後に検出された日付を表示します。このデータはまた、Comply –
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[engine] Vulnerabilities Full (Comply - [エンジン]脆弱性フル)センサーからも使用できま

す。

レポートをフィルタする

[Reports (レポート)]ページの上部にある[Filter Results (結果のフィルタ)]フィールドを使用し

てレポートのリストをフィルタします。

脆弱性レポートを更新する

脆弱性ソースが更新され、レポートの脆弱性の内容と一致する新しい定義が含まれている

場合、Complyはこれらの脆弱性レポートを自動的に更新します。ユーザーは、バックグラウン

ド処理によって更新される前に、Complyが古いものと判断した脆弱性レポートを手動で更

新することを選択できます。

注意：レポートが2016年のCVE用であった場合、2016年用のCVEがそれ以上増えること

は考えられないため、ソース更新によってメッセージは生成されません。一方、2017年
(または今年 )のCVEに関するレポートの場合は、ソース更新によってメッセージが生成さ

れることがあります。

1. 警告メッセージで提供されたリンクをクリックすると、影響を受けるレポートのリストが表示

されます。

2. 更新する必要のあるレポートを選択します。

3. [Update Report (レポートの更新 )]をクリックします。[Status (ステータス)]列で更新のス

テータスを見ることができます。
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スケジュールされたレポートアクションの表示

Tanium ConsoleでTanium Complyアクショングループで実行するようスケジュールされたレポー

トを見ることができます。

1. メインメニューの[Actions (アクション)]の下で[Scheduled Action (予定済みアクションアク

ション)]を選択します。

2. [Actions (アクション)]ページで、検索フィールドに「Comply」と入力し、[Tanium Comply]
を選択して、Tanium Complyアクショングループで実行する予定のレポートを表示しま
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す。

[Tanium Comply]アクショングループを選択すると、エンジン/JREの予定済みアクションアクショ

ンやレポート実行のために作成されたアクションなど、Complyの予定済みアクションがすべて表

示されます。

再度レポートを実行する

[Reports (レポート)]ページで、レポートを選択して[Deploy Now (今すぐデプロイ)]をクリックし

ます。

レポート結果のエクスポート

1. [All (すべて)]、[Configuration Compliance (構成コンプライアンス)]、または

[Vulnerability (脆弱性 )][Reports (レポート)]ページでレポートを選択します。

2. [Manage Report (レポートの管理 )]ドロップダウンリストで[Export Report (レポートのエク

スポート)]をクリックします。

3. [Export Report (レポートのエクスポート)] ウィンドウでレポートの[Title (タイトル)]と
[Description (説明 )]を入力します。

4. そのエクスポートデータの[Format (フォーマット)]ドロップダウンリストから[HTML]または

[CSV]を選択します。

5. [pass (合格 )]、[fail (不合格 )]、[error (エラー)]のレポートタイプはすでにデフォルトで選

択されています。[Report Types (レポートタイプ)]フィールドをクリックして、追加のタイプ

を選択したり、デフォルトのタイプを削除したりできます。
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6. [Results Display (結果表示 )]と[Rule Details (ルールの詳細 )]のオプションを選択しま

す。[Results Display (結果表示 )]を使用して各結果のサマリ値をオフにし、エンドポイ

ントリストをすべてのコンピュータ名とIPアドレスのリストにすることができます。

7. [Export (エクスポートする)]をクリックします。資格情報を入力して[OK]をクリックします。

注意：[Export Report (レポートのエクスポート)]を閉じて、レポートエクスポートプ

ロセスをバックグラウンドで実行させることができます。[Report Export (レポートの

エクスポート)]ページに移動して、現在実行中のレポートエクスポートジョブの進

行状況を表示します。結果テーブルの最後の列は、レポートエクスポートジョブの

ステータスを示します。

8. エクスポートレポートが完了したら、[View report export (レポートのエクスポートを表

示 )]をクリックして[Report Exports (レポートのエクスポート)] ページに移動するか、

[Download (ダウンロード )]をクリックして選択した形式でレポートをダウンロードします。

[Report Exports (レポートのエクスポート)]ページでレポートを選択し、[Download (ダウ

ンロード )]をクリックしてそのレポートをダウンロードすることもできます。

9. [Filter Results (結果をフィルタ)]フィールドを使用してレポートのリストをフィルタします。

レポートの編集

レポート名またはスケジュールを編集する

1. [Reports (レポート)]ページで、スケジュールまたはタイトルを編集するレポートの横にある

[Manage Report (レポートの管理 )]ドロップダウンリストから[Edit Report (レポートの編

集 )]を選択します。

2. 必要なら、[Title (タイトル)]を編集します。

3. [Start at (開始日時 )]と[End at (終了日時 )]を選択して、特定の期間にのみレポート

を実行するように日付と時刻の値を入力します。

4. [Distribute over (間隔 )]を選択して、レポートを実行する間隔を分または時間単位で

入力します。この値は4時間を超えることはできません。

5. [Repeat report execution by (レポートの実行を繰り返す)]フィールドで[None (なし)]、
[Interval (間隔 )]、または[Report Result Age (レポート結果の年齢 )]を選択します。

l [None (なし)]を選択すると、レポートは指定した設定で再度実行されません。

l [Interval (間隔 )]を選択すると、[Reissue every (再発行間隔 )]フィールドが表

示され、レポートの実行間隔を指定できます。このフィールドのデフォルト値は[1
Days (1日 )]で、[Start at (開始日時 )]の値を指定しないとレポートはすぐに実行

されます。



©2018 Tanium Inc. All Rights Reserved 62ページ

l [Report Result Age (レポート結果年齢 )]を選択すると、[Run when results are
older than (レポートを実行する結果の年齢 )]フィールドが表示されるので、レ

ポートを実行する結果の年齢を指定できます。このフィールドのデフォルト値は[1
Days (1日 )]で、[Start at (開始日時 )]の値を指定しないとレポートはすぐに実行

されます。レポートを実行していないターゲットエンドポイントがオンラインになると、

次の年齢チェックが発生次第すぐにレポートが実行されます。結果の年齢は1時
間ごとまたは3時間ごとにチェックされます。3時間未満の年齢を指定すると、結

果の年齢は1時間ごとにチェックされます。

6. [Save (保存 )]をクリックして資格情報を入力し、[OK]をクリックします。

レポートラベルを編集する

1. [Reports (レポート)]ページで、ラベルを編集するレポートの横にある[Manage Report (レ
ポートの管理 )]ドロップダウンリストから[Edit Labels (ラベルの編集 )]を選択します。

2. ラベルを[Labels (ラベル)]フィールドに追加します。ラベルの横にあるXをクリックすると、そ

のラベルが削除されます。

レポートを削除する

注意：作成したレポートの内容は編集できません。また、レポートに関連付けられてい

るベンチマーク、カスタムチェック、カスタムIDマッピングを削除することはできません。61
ページのレポートの編集に従ってレポートを実行したときにのみ変更できます。

新しいベンチマークの更新版がリリースされたら、古いベンチマークを使用したレポートを削除

し、更新されたベンチマークで新しいレポートを作成する必要があります。

[Report (レポート)]ページでレポートを選択し、[Delete (削除 )]をクリックしてそのレポートを削

除します。62ページのエンドポイントから失効したレポートを削除するを参照して、エンドポイン

トからレポートを削除します。

エンドポイントから失効したレポートを削除する

62ページのレポートを削除するで説明されている手順を使用してレポートを削除した場合、そ

れをエンドポイントから削除する必要があります。

1. [Home (ホーム)]ページの右上にある[Help (ヘルプ)] をクリックします。
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2. [Troubleshooting (トラブルシューティング)]タブの[Manage Stale Reports (失効したレ

ポートを管理する)]セクションで[Update Reports (レポートの更新 )]をクリックします。

3. [Stale Reports (失効したレポート)]ウィンドウが表示され、失効したレポートのリストが

表示されます。削除するレポートを選択します。
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4. 削除操作をスケジュールするには、次のスケジュールフィールドを編集します。

l [Start at (開始日時 )]と[End at (終了日時 )]を選択して、特定の期間にのみ

削除を実行するように日付と時刻の値を入力します。

l [Distribute over (期間 )]を選択して、削除を実行する間隔を分、時間、または

日単位で入力します。

l [Reissue every (再発行間隔 )]を選択して、削除を実行する間隔を分、時間、

または日単位で定義します。

5. [Remove Selected (選択したレポートを削除 )]をクリックします。
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コンプライアンス結果のカスタマイズ

コンプライアンスの結果をカスタマイズするには、Complyレポートコンテンツ管理者ロールが必

要です。Complyのロールの詳細については、10ページのユーザーロールを参照してください。

カスタムプロファイル

プロファイルは、評価されるルールのセットとそれらのルールのパラメータを定義します。カスタム

プロファイルを使用すると、デプロイするベンチマークで利用できるチェックのサブセットのみを指

定できます。

1. [Home (ホーム)]ページの右上にある[Settings (設定 )] をクリックします。

2. [Compliance Customizations (コンプライアンスのカスタマイズ)]タブで、[Custom
Profiles (カスタムプロファイル)]をクリックします。

カスタムプロファイルを作成することも、調整ファイルからアップロードすることもできます。

新しいカスタムプロファイルを作成するには

1. [Create Custom Profile (カスタムプロファイルの作成 )]をクリックします。
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2. [New Custom Profile (新しいカスタムプロファイル)]ページで、[Title (タイトル)]と
[Description (説明 )]を入力します。

3. [Rules (ルール)]セクションで、[Benchmark (基準 )]ドロップダウンリストからベンチマークを

選択します。

4. カスタムプロファイルに含める各ルールを選択します。

5. [Add Selection to Profile (プロファイルに選択項目を追加する)]をクリックして、選択し

たルールを[Selected Rules (選択されたルール)]セクションに移動します。[Remove
Selection From Profile (プロファイルから選択範囲を削除 )]]をクリックすると、追加した

ルールを削除できます。
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6. 新しいカスタムプロファイルを作成するには[Create (作成 )]をクリックします。

また、カスタムプロファイル内のいくつかのルール値を変更することもできます。ルール値がカスタ

マイズ可能な場合は、「true」の値が[Default Value (デフォルト値 )]列のルールのデフォルト値

とともに[Can Customize (カスタマイズ可能 )]列に表示されます。

ルール値をカスタマイズするには

1. ルールを選択して[Modify Rule Value (ルール値の変更 )]をクリックします。

2. [Modify Custom Profile Value (カスタムプロファイル値の変更 )]ウィンドウで、[Custom
Rule Title (カスタムルールのタイトル)]を入力し、[Custom value (カスタム値 )]フィールド
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を変更します。

注意：ルールタイトルには、ルールで使用される値が含まれることがあります。値

が変更されたルールのタイトルをカスタマイズします。カスタマイズされたルールのタ

イトルは、レポートの結果、Questionへの回答、およびレポートのエクスポートに表

示されます。たとえば、[(L1) Ensure 'Enforce password history' is set to '24 or
more password(s)' ((L1)[パスワード履歴を強制する]が[24回分以上のパス

ワード ]に設定されていることを確認する)]のルールに新しい値を指定した場合、

[24]をカスタム値と一致するように変えることができます。

3. [Save (保存 )]をクリックします。新しい値は[User-defined Value (ユーザー定義値 )]列
に表示されます。[Use Default (デフォルトを使用する)]をクリックして、ルールの[Default
Value (デフォルト値 )]に戻すことができます。

[Custom Profiles (カスタムプロファイル)]ページで、カスタムプロファイルをクリックして詳細を表

示します。
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カスタムプロファイルに含まれるルールと同様に、値が変更されたルールも表示されます。

新しいカスタムプロファイルをアップロードするには

1. [Compliance Customizations (コンプライアンスのカスタマイズ)]タブで、[Import
Tailoring File (調整ファイルのインポート)]をクリックします。

2. [Upload Custom Profile (カスタムプロファイルのアップロード )]ウィンドウで、[Description
(説明 )]を入力します。

3. [Benchmark (ベンチマーク)]ドロップダウンリストからベンチマークを選択します。
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4. [Select File (ファイルの選択 )]をクリックし、新しいプロファイルの調整ファイルを検索しま

す。

注意：カスタムプロファイルは、調整ファイルで指定することもできます。調整ファイ

ルの詳細については、NISTのセキュリティコンテンツ自動化プロトコル(SCAP)の技

術仕様を参照するか、テクニカルアカウントマネージャと相談してください。

カスタムプロファイルの複製

1. カスタムプロファイルの横の[Clone (クローン)]をクリックします。

2. 重複したカスタムプロファイルに新しい[Title (タイトル)]と[Description (説明 )]を指定し

ます。

3. カスタムプロファイルに含まれるルールを必要に応じて変更します。

4. [Create (作成 )]をクリックします。

カスタムチェック

Complyでカスタムチェックを作成して、ベンチマークに含まれていないエンドポイントの条件を

チェックすることができます。カスタムチェックは、PowerShellまたはWindowsのVBScript、
Linux／OS Xのbashシェルスクリプトのいずれかになります。PowerShellスクリプトは.ps1ファイ
ル拡張子、VBScriptファイルは.vbs拡張子を使用する必要があります。

カスタムチェックを書き込むには、Complyカスタムチェックライターロールが必要です。Complyの
ロールの詳細については、10ページのユーザーロールを参照してください。

1. [Home (ホーム)]ページの右上の、設定 をクリックします。

2. [Compliance Customizations (コンプライアンスのカスタマイズ)]タブで、[Custom Checks
(カスタムチェック)]をクリックします。

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-126r2.pdf
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-126r2.pdf
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3. [Create Check (チェックの作成 )]をクリックします。

4. [New Custom Check (新しいカスタムチェック)]ウィンドウで、[Title (タイトル)]、
[Description (説明 )]、[Identifier (識別子 )]を入力します。

5. 適切な[Severity (重要度 )]と[Platform (プラットフォーム)]を選択してください。

6. [Select File (ファイルの選択 )]をクリックし、カスタムチェックのファイルを検索します。

7. [Save (保存 )]をクリックします。[Custom Checks (カスタムチェック)]にカスタムチェックが

表示され、新しいレポートの作成時に[New Configuration Compliance Report (新し

い構成コンプライアンスレポート)]ページの[Advanced (高度 )]セクションで利用できます。

カスタムIDマッピング

カスタムIDのマッピングでは、特定のタグをカスタムチェックまたはルール識別子に関連付ける結

果にカスタム列を作成することできます。

1. [Home (ホーム)]ページの右上の、[Settings (設定 )] をクリックします。

2. [Compliance Customizations (コンプライアンスのカスタマイズ)]タブで、[Custom
ID Mappings (カスタムIDマッピング)]をクリックします。



©2018 Tanium Inc. All Rights Reserved 72ページ

3. [Create Custom ID (カスタムIDの作成 )]をクリックします。

4. [New Custom ID (新しいカスタムID)]ウィンドウで、[Name (名前 )]と[Description (説
明 )]を入力します。

5. [Select File (ファイルの選択 )]をクリックし、カスタムIDマッピングファイルを検索します。

6. [Save (保存 )]をクリックします。[Custom ID Mappings (カスタムIDのマッピング)]にカスタ

ムIDが表示され、新しいレポートの作成時に[New Configuration Compliance Report
(新しい構成コンプライアンスレポート)]ページの[Advanced (高度 )]セクションで利用でき

ます。

カスタムIDマッピングに使用されるファイル形式を下に示します。ルールID|カスタムID

例：xccdf_org.cisecurity.benchmarks_rule_1.1.1_Create_Separate_
Partition_for_tmp|company_policy_rule_42

注意：レポートに関連付けられるカスタムIDのマッピングは1つのみです。ただし、複数の

ベンチマークとカスタムチェックを関連付けることができます。ベンチマークとカスタムチェック

を選択するときは、レポートが単一のアクショングループを対象としていることに注意して

ください。
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InteractでカスタムIDを表示する

1. [Configuration Compliance Reports (構成コンプライアンスレポート)]ページのレポート

名をクリックしてカスタムIDのハッシュを取得し、[More Details (さらに詳細 )]を展開しま

す。[Copy (コピー)]をクリックしてハッシュをコピーできます。

2. Interectで、[Get Comply - CIS-CAT Results from all machines (Complyの取得 -

すべてのマシンのCIS-CATの結果)]といったエンジンタイプに一致するQuestionを実行し、
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ハッシュを[Comply bundle hash (Complyバンドルハッシュ)]フィールドに貼り付けます。

エンジンタイプに適切なComplyセンサーを使用します：

l Comply - CIS-CAT Results (CIS-CAT結果 )

l Comply - JovalCM Results (JovalCM結果 )

l Comply - SCC Results (SCC結果 )

3. [Go (移動 )]をクリックします。

4. 結果グリッドの[Custom ID (カスタムID)]列に、コンプライアンスベンチマークのカスタムID
が表示されます。

カスタムチェックまたはIDマッピングのダウンロード

カスタムチェックやIDマッピングは、表示、編集、再利用のためダウンロードすることができます。
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カスタムチェックまたはカスタムIDを選択し、[Download (ダウンロード )] をクリックします。
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脆弱性の結果のカスタマイズ

脆弱性の結果をカスタマイズするには、Comply Report Content Administrator (レポートコンテ

ンツ管理者に従う)ロールが必要です。Complyのロールの詳細については、10ページのユー

ザーロールを参照してください。

カスタムスコア

Complyのロールでは、個々のCVEにスコアを指定できます。ComplyはデフォルトでCVSSスコアを

表示します。

1. [Home (ホーム)]ページの右上にある[Settings (設定 )] をクリックします。

2. [Vulnerability Customizations (脆弱性のカスタマイズ)]タブで[Custom Vulnerability
Scores (カスタム脆弱性スコア)]をクリックします。

3. [Create Score Mapping (スコアマッピングを作成する)]をクリックします。

4. [Upload Vulnerability Score Mapping (脆弱性スコアマッピングのアップロード )]ウィンド

ウで[Name (名前 )]、[Prefix (接頭辞 )]、[Description (説明 )]を入力します。

5. [Select File (ファイルの選択 )]をクリックして、スコアマッピングファイルを探します。

6. [Save (保存 )]をクリックします。カスタムスコアが[Custom Vulnerability Scores (カスタム

脆弱性スコア)]の下に表示され、新しいレポートを作成するとき[New Vulnerability
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Report (新しい脆弱性レポート)]ページの[Advanced (詳細 )]セクションで利用可能に

なります。

カスタムIDマッピングに使用されるファイル形式を下に示します。CVE|score

例：CVE-2017-8789|11.5

カスタムIDマッピング

カスタムIDのマッピングを使用すると、特定のタグをCVEに関連付けるカスタム列を結果に作成

できます。

1. [Home (ホーム)]ページの右上にある[Settings (設定 )] をクリックします。

2. [Vulnerability Customizations (脆弱性のカスタマイズ)]タブで[Custom Vulnerability
ID (カスタム脆弱性 ID)]をクリックします。

3. [Create ID Mapping (IDマッピングを作成する)]をクリックします。

4. [Upload Vulnerability ID Mapping (脆弱性 IDマッピングのアップロード )]ウィンドウで

[Name (名前 )]、[Prefix (接頭辞 )]、[Description (説明 )]を入力します。

5. [Select File (ファイルの選択 )]をクリックしてカスタム脆弱性 IDマッピングファイルを探しま

す。
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6. [Save (保存 )]をクリックします。カスタムIDが[Custom Vulnerability ID (カスタム脆弱性

ID)]の下に表示され、新しいレポートを作成するとき[New Vulnerability Report (新し

い脆弱性レポート)]ページの[Advanced (詳細 )]セクションで利用可能になります。

カスタムIDマッピングに使用されるファイル形式を下に示します。CVE|custom id

例：CVE-2014-2814|KB297262

IAVMマッピング定義をアップロードする

IAVMマッピングを使用すると、ComplyでIAVMマッピング定義をアップロードできます。

1. [Home (ホーム)]ページの右上にある[Settings (設定 )] をクリックします。

2. [Vulnerability Customizations (脆弱性のカスタマイズ)]タブで[IAVM Mappings (IAVM
マッピング)]をクリックします。

3. [Upload IAVM Mapping Definitions (IAVMマッピング定義のアップロード )]をクリックしてテ

クニカルアカウントマネージャ(TAM)から提供されたファイルを選択します。

4. [Save (保存 )]をクリックします。アップロードに成功すると、最後のアップロード時間と

IAVM IDとスコアのマッピング数が[IAVM Mappings (IAVMマッピング)]ページに表示されま

す。

注意：新しいIAVMマッピング定義をアップロードすると、既存のマッピング定義が置き換

えられます。

IAVMマッピングファイルをComplyにアップロードした後、[IAVM Mappings (IAVMのマッピング)]
ページで[Download IAVM Mapping File (IAVMマッピングファイルをダウンロード )]をクリックして

最後にアップロードされたファイルをダウンロードします。

重要：IAVMマッピングを適用するには、脆弱性レポートを作成するときに、IAVM IDとス
コアマッピングの両方を追加する必要があります。[New Vulnerability Report (新しい

脆弱性レポート)]ページの[Advanced (詳細 )]セクションで[IAVM ID Mappings (ID map)
(IAVM IDマッピング(IDマップ))]を選択して追加します。次に[Add Additional
Vulnerability Mapping (追加の脆弱性マッピングを追加する)]をクリックし、[IAVM
Score Mapping (score map) (IAVMスコアマッピング(スコアマップ))]を選択して追加しま

す。
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InteractでIDマッピングとスコアマッピングを表示する

1. レポートのカスタムIDのハッシュを取得するには、[Vulnerability Reports (脆弱性レポー

ト)]ページでレポート名をクリックして[More Details (詳細 )]を展開します。[Copy (コ
ピー)]をクリックしてハッシュをコピーできます。

2. Interactで、「Get Comply - CIS-CAT Vulnerabilities from all machines (すべての

マシンからComply - CIS-CAT脆弱性を得る)」のようなエンジンタイプに一致するQuestionを
実行して、[Comply bundle hash (Complyバンドルハッシュ)]フィールドにハッシュを貼り
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付けます。

エンジンタイプに適切なComplyセンサーを使用します：

l Comply - CIS-CAT Vulnerabilities (CIS-CATの脆弱性 )

l Comply - JovalCM Vulnerabilities (JovalCMの脆弱性 )

l Comply - SCC Vulnerabilities (SCCの脆弱性 )

3. [Go (移動 )]をクリックします。

4. 結果グリッドの[ID Mappings (IDマッピング)]と[Score Mappings (スコアマッピング)]列にこ

れらのマッピングが表示されます。
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カスタムIDマッピングのダウンロード

カスタムIDマッピングを表示、編集、または再利用するために、ダウンロードできます。

カスタムIDマッピングを選択し、[download (ダウンロード )] をクリックします。
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Complyアプリケーション設定の管理

Complyのアプリケーション設定を変更する前にテクニカルアカウントマネージャ相談し、設定値

の変更が及ぼす影響についてよく理解してください。Complyのアプリケーション設定を変更す

るには、Comply管理者ロールが必要です。Complyのロールの詳細については、10ページの

ユーザーロールを参照してください。

Complyのアプリケーション設定を管理するには

1. [Home (ホーム)]ページの右上にある[Settings (設定 )] をクリックします。

2. [Applications Settings (アプリケーション設定 )]タブで、設定行の横にある[Edit (編集 )]
をクリックし、変更します。

3. [Value (値 )]を入力し、[Save (保存 )]をクリックします。

注意：Complyのアプリケーション設定はTaniumにより構成され、デフォルト値で設定さ

れます。ユーザーは設定を作成できません。[Delete (削除 )] をクリックすると、手動で

入力した[Value (値 )]のみ削除されます。設定は削除されません。設定値はデフォル

ト値に戻ります。
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トラブルシューティング

注意：いかなる理由でも、名前に「Comply」を含むTaniumのコンテンツを手動で削除

しないでください。削除すると、Complyが正しく機能しなくなる可能性があります。

Comply1.3.2以前のCIS-CATに関する問題

CIS証明書の有効期限が切れたため、Comply 1.3.2以前のバージョンでサポートされているす

べてのCIS-CATエンジンは、署名の検証に失敗し、エンジンが実行しなくなります。

この問題を解決するには、Comply 1.3.3以降にアップグレードする必要があります。Comply
1.3.3のツールは、この問題の回避策を提供します。これらのツールをデプロイすると、CIS-CAT
のすべてのバージョンが正しく動作します。Comply 1.3.3は、有効な証明書で署名されたコー

ドを含むCIS-CAT 3.0.43のサポートも追加します。

Complyをアップグレードできない場合は、テクニカルアカウントマネージャにお問い合わせくださ

い。

サポートバンドルの収集

テクニカルサポートまたはテクニカルアカウントマネージャと協働する場合は、トラブルシューティン

グのためにComplyに関連するログを含むサポートバンドルを収集する必要があります。

サポートバンドルを収集するには、Comply管理者ロールが必要です。Complyのロールの詳細

については、10ページのユーザーロールを参照してください。

サポートバンドルを収集するには

1. [Home (ホーム)]ページの右上にある[Help (ヘルプ)] をクリックします。

2. [Troubleshooting (トラブルシューティング)]タブの[Support Request (サポートリクエス

ト)]セクションで、[Create Package (パッケージの作成 )]をクリックし、テクニカルアカウント

マネージャまたはテクニカルサポートに提供するサポートバンドルファイルをダウンロードしま
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す。

ログファイルを検索する

テクニカルサポートまたはテクニカルアカウントマネージャと協働する場合は、トラブルシューティン

グのためにエンドポイントまたはTanium Module Serverにあるログファイルを検索する必要があ

ります。

エンドポイントのログファイル

Complyのログファイルは、エンドポイントの次のパスに作成されます。C:\Program Files
(x86)\Tanium\Tanium Client\Tools\Comply\logs

各スキャンのログファイルは、レポートのハッシュによって入力されます。最新のファイルのみが保

持されます。

Tanium Module Serverのログファイル

Complyのログファイルは、Tanium Module Serverの次のパスに作成されます。C:\Program
Files\Tanium\Tanium Module Server\services\comply-service\logs

ここにサービスログファイルがあります。

JRE暗号キーを再作成する

JRE暗号キーが失われたり上書きされた場合、ComplyでJRE暗号キーを再作成することがで

きます。
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1. [Home (ホーム)]ページの右上にある[Settings (設定 )] をクリックします。

2. [JRE Encryption Key (JRE暗号キー)]タブで、[Generate Random Key (ランダムキーの

生成 )]をクリックし、新しいJRE暗号キーを生成します。

注意：独自の暗号キーを指定することができます。ただし、Taniumではランダム

キーを生成することをお勧めします。

3. 資格情報を入力して[OK]をクリックします。

重要：エンドポイントに暗号化されたJREの既存レポートがある場合、これらのレ

ポートは再デプロイする必要があります。さらに、既存のすべての暗号化されたデ

プロイを再デプロイして、新しいキーで更新する必要があります。
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エンドポイントからのComplyコンテンツの
削除

Complyをアンインストールする場合、またはエンドポイントからComplyのコンテンツとツールを削

除する場合は、[Comply Remove Client Files (クライアントファイルの削除 )]アクションを使用し

ます。Windows用とUnix用 (Linux/OS X)があります。

Complyのコンテンツとツールを削除するには

1. メインメニューから[Interact]を選択します。

2. Complyのコンテンツとツールを削除するエンドポイントをターゲットにするクエリを入力しま

す。たとえば、オンラインのすべてのエンドポイントをターゲットにする場合、「Get online

from all machines (すべてのマシンをオンラインにする)」と入力します。Taniumの自然言語

パーサーによって提案された適切なクエリを選択します。
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3. [True]にチェックを入れ、[Deploy Action (アクションのデプロイ)]をクリックします。

4. [Deploy Action (アクションのデプロイ)]ページで、[Enter package name here (ここにパッ

ケージ名を入力 )]フィールドに「Comply」と入力します。

5. 必要に応じて、Complyのコンテンツとツールを削除するエンドポイントへのアクションを、

[Comply - Remove Client Files - Windows (Comply -クライアントファイルの削除 -
Windows)]または[Comply - Remove Client Files - Unix (Comply -クライアントファイル

の削除 - Unix)]のいずれかから選択します。詳細については、Taniumプラットフォーム

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html
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ユーザーガイド：予定済みアクションの管理を参照してください。

6. すべてのComplyのコンテンツとツールを削除する場合は、[Remove ALL Comply files
(すべてのComplyファイルを削除 )]にチェックを入れます。または削除するコンテンツや

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html
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ツールのみチェックを入れます。

7. [Deploy Action (アクションのデプロイ)]ページ下部にある[Show preview to continue (プ
レビューを表示して続行 )]をクリックします。

8. 結果グリッドがページ下部に表示され、アクションのターゲット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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関連情報：Complyでサポートされているエ
ンジン

Complyは次のエンジンをサポートしています。

CIS-CAT

バー

ジョン

ファイル名 SHA256

3.0.41    

ciscat-full-
bundle-
2017-09-07-
v3.0.41.zip

ef6434bdf4a2185effd27881776c923ad6940b0fb33eb917253c47ad49630c66

3.0.43

ciscat-full-
bundle-
2017-10-23-
v3.0.43.zip

6ccce808a5dc6f4b720041717bf34c57232fee4bfc6634c44f160c155f54dff6

3.0.44

ciscat-full-
bundle-
2017-11-06-
v3.0.44.zip

56d99136e6594b8ebfcbcc42a528bb7c4a0de59e06d761a046b51345bf5f1028

3.0.45

ciscat-full-
bundle-
2018-01-18-
v3.0.45.zip

377509ceb3441dcbe3368cb48687eb9c957ff8d2adaba4bcff095a141cd12320

3.0.48

ciscat-full-
bundle-
2018-05-14-
v3.0.48.zip

78038afb53b0d040009fdd2859225b170424d0049dc8eb13b70802301a380b13

3.0.50

ciscat-full-
bundle-
2018-07-12-
v3.0.50.zip

e07a974eada052c7c6a53cc764ba094ffc309a9e25e552605151b5aeeda8b2c2
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JovalCM

バー

ジョ

ン

ファイル名 SHA256

5.11.
2-1

Joval4Tanium_
5.11.2-1.jar

18019527821d55e6a659de7243f1d4a08bf2ff726fd7e45c191bfe50c2af1c
7a

5.11.
2-1
SR1

Joval4Tanium_
5.11.2-1_SR1.jar

372fa7ced1c75d07fb5b0ce8d282bc56b91d283caa5e29797b66e3a6c8d3
ca83

5.11.
2-1
SR2

Joval4Tanium.5.11.2-
1_SR2.zip

c5b854c5273249dabd1422dd3f194a920e5756d591cabc68decb0ed9aa9
cf239

Joval4Tanium_
5.11.2-1_SR2.jar

3cfab183c42a02161559d607bf6d1c3c8f26c4c9ec80e9f7617071300f779c
15

6.0.1 Joval4Tanium.6.0.1.z
ip

3b5fe1ee8e00662c0d1b233c4569cea316b24161986afa70fec78b6730033
1b1

6.0.2 Joval4Tanium.6.0.2.z
ip

a8d32ebf528dbb1ffa1ccd349f994598346b6be712eb0e86a7b692fb843ff
62f

6.0.3 Joval4Tanium.6.0.3.z
ip

b72fe876392d2425c3939048623ed8e09263d4e123e35a63aa2091180fb4
d594
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SCC

バー

ジョン

ファイル名 SHA256

4.1.1

SCC_4.1.1_
Windows.zip

96640ab2f62956fd44d8ee8893dc9c1159ccef4e99e789f7d0a65c4f49b8d55e

SCC_4.1.1_
debian_
amd64.zip

2f5e0b584a9a960906438f0e27318471dab26196b283dafe4beb3e17e335d22f

SCC_4.1.1_
debian_i386.zip

eba54558a9d2e39361811edd5294f15cfd545bfb0ac2c45a8e1e6bc5942551c0

SCC_4.1.1_
rhel_i686.zip

2748727508e776682790d5c21cf8a586276b8be8d2fd9cd1c50b48ae53698fc1

SCC_4.1.1_
rhel_x86_64.zip

0295457e0087b96b2f0f3b0d6be823b3d2e50ba52e48c30f97a4442c6a23a066

4.1.1
(埋め

込み

*)

SCC_4.1.1_
Windows.zip

cd1af1f450d9a60b0f0c48285508f7d3daa24df014a31b885dd41bf3f11b569d

scc-4.1.1_
debian_
amd64.tar.gz

2aa3b264aa6d15f84be0115667ae9d14135bd960f542db7223dbe9a1e7860187

scc-4.1.1_
debian_
i386.tar.gz

4e8065a5f1b7a000af9fd54159ccb41a54bf4045b415b5c429948d31d6c114b1

scc-4.1.1_rhel_
i686.tar.gz

169a7389c4e54cb2c75c74656cd6dcc5c5e18df85485b71ed2f68c8c89ba8576

scc-4.1.1_rhel_
x86_64.tar.gz

24c771973e8d204943e7d9ca5f417fc908f36335089060096d265e1e2ed23f48
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バー

ジョン

ファイル名 SHA256

4.2

SCC_4.2_
Windows.zip

09275084e63f9334811887a45548005e4ab4d8cfd019c6575bceda59da7ce5da

SCC_4.2_
debian_
amd64.zip

e31e2c0e7fcb96146b5e6ad8b6731c539ddbd31717ea7c5b026133073ffa7e2a

SCC_4.2_
debian_i386.zip

f3a3d2bf6b79cafcf277481eececa32bd821b30a73116095f009c9995fba56a9

SCC_4.2_rhel_
i686.zip

b6aafbbbcaca41458aec5f1ad534994daed331da5fe1a01824d2ce5aab093665

SCC_4.2_rhel_
x86_64.zip

0724b5e424f9fc283d4780c5bc28c23dffe7142659b5b0756631fba892a3f338

SCC_4.2_rhel_
7_x86_64.zip

c02a81e9494e5d31fec3b71190e6e65a891df3f4f23d85fe1f13185ec6afb2e3

4.2
(埋め

込み

*)

scc-4.2_
Windows.zip

62a4840b6a3190b2809903df5ffabedfdb15c646444e322347a96ad3bb6bddd0

scc-4.2_
debian_
amd64.tar.gz

66fe1e8960e3cfba8df2bf74b2a84a91f64b72f6a2320361c5babade2ee33e9c

scc-4.2_
debian_
i386.tar.gz

0e26ebcaf702bcb838f7b0d2012bcf32e0edb322cd465514081454f7ad8320d8

scc-4.2_rhel_
i686.tar.gz

1ed7714d959bbce78851a5505e1074acda5c3b8246a9c3879bf6320a2d014787

scc-4.2_rhel_
x86_64.tar.gz

5494e9231740a72c1aeb7e3ba6f61f478f2c1326b739066de9700dc96345f6a0

scc-4.2_rhel_7_
x86_64.tar.gz

161ded0b525c879850cd833b75604c457bbb5e732a9a64c6cba369e282c4e950
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バー

ジョン

ファイル名 SHA256

5.0.1

scc-5.0.1_
Windows_
bundle.zip

b1dc8d30d8708a715e5bbfaa3f2d46fe00f5968a7ff4149bf2889863b7c7b6da

scc-5.0.1_
debian7_
amd64_
bundle.zip

a25d4ce2afa6f96a0b06cf3bf7e09d0cdeee671e714c6269e06b2b5d201e37e3

scc-5.0.1_
debian7_i386_
bundle.zip

ae9568d4cf9f6461dee9f0cb9f1725667f25ab4af8b773131dd135dc4ae7e0bb

scc-5.0.1_
rhel6_i686_
bundle.zip

e80e8722fbb30eb40e75b36bd964e51aaa74277b0688c9d4884872d411882864

scc-5.0.1_
rhel6_x86_64_
bundle.zip

38c50b55c8f4e31b29a5de99812301e3d56d9acc31c2b570957fdde22ebc6984

scc-5.0.1_
rhel7_x86_64_
bundle.zip

630e6e5bbdce9a26d278dbb214bad4fff4626e68a47bdf1a2ef5f071fdefc72a

scc-5.0.1_
macosx10_
x86_64_
bundle.zip

b7a46d6ea15c728899095ff496e745917ce74cd0533ae50b4491e8d0554cb224
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バー

ジョン

ファイル名 SHA256

5.0.1
(埋め

込み

*)

scc-5.0.1_
Windows_
bundle.zip

a519028912aa90f2f33075eedcb2d7f94f71854e62ffb029b38b42961d9260d5

scc-5.0.1_
debian7_
amd64_
bundle.tar.gz

83c489e7c94d85c83f900edfb5f08f2ee5ec3e69f7f66ec0b384ad366ec98ff3

scc-5.0.1_
debian7_i386_
bundle.tar.gz

b52312b97c4a38ca9bba2a0712e51f9fc63c5af2d7529b43418f67d09559dda9

scc-5.0.1_
rhel6_i686_
bundle.tar.gz

00cf347c921e2878cc94d261249ad2546e9c5c9c21ec47d8489c3d83e33e24fe

scc-5.0.1_
rhel6_x86_64_
bundle.tar.gz

8218c947a4de0bd99c5370128a83760546960985ccb3cda0f5aa5d160af775b2

scc-5.0.1_
rhel7_x86_64_
bundle.tar.gz

c7ef74630ffd146f295bd5ed0c275e9e43f7996ba235fc19f34f7c0f73800617

scc-5.0.1_
macosx10_
x86_64_
bundle.tar.gz

c0f21a6e3258b23eb47369291b68a1a932413825cd3b810407a170330d84af49
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バー

ジョン

ファイル名 SHA256

5.0.2

scc-5.0.2_
Windows_
bundle.zip

4d579c697540a27dd27526a29c28aef883c6b31ee523780ac9a598438747c2b1

scc-5.0.2_
debian7_
amd64_
bundle.zip

701ff97e9ae74690e78e5583fe28c6a9f517571fc0c87d7aa2c4f8fb6581f19d

scc-5.0.2_
debian7_i386_
bundle.zip

88855b0bfb4703607b4b0b769912893e3ce2c6add0a6c9ae474ad39b314b53bb

scc-5.0.2_
macosx10_
x86_64_
bundle.zip

131ffccd66a461aea25749f68dfd79d4598b662e9ec8e2df8a66e22099f8b1c4

scc-5.0.2_
rhel6_i686_
bundle.zip

56108a591487a09a8fe551ec57f9f9da856e091df76e15a273f74a4dc19b6ab1

scc-5.0.2_
rhel6_x86_64_
bundle.zip

b1702f8218afecabb1ec38bf4242f06f216787157d88db8b48919032eaf403b5

scc-5.0.2_
rhel7_x86_64_
bundle.zip

c59fdfca0073db8547b4a3de7f8bd8bf6c3c094566d19731703d632ecdb28837
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バー

ジョン

ファイル名 SHA256

5.0.2
(埋め

込み

*)

scc-5.0.2_
Windows_
bundle.zip

492c9babbad5957e686775058c4a10e38e37db87283f8e9ba35073c7714b6588

scc-5.0.2_
debian7_
amd64_
bundle.tar.gz

d739738a1ddb3c25b11d5f984cd2c4190aea9850714b97cbfab12fbfe6fa9dd8

scc-5.0.2_
debian7_i386_
bundle.tar.gz

2ab36b20ca06a1b2d94e3f2832d9d06f91234de13e7969bcbf804b802a050843

scc-5.0.2_
macosx10_
x86_64_
bundle.tar.gz

7fdcdec7e1093d56d849167d6f6dba4b8d67e00d3043d7296d8e1fd74a709776

scc-5.0.2_
rhel6_i686_
bundle.tar.gz

b70fbec7fe0e41b3fb1389e331983b9ff034518390b6380b1411f694250ab4a4

scc-5.0.2_
rhel6_x86_64_
bundle.tar.gz

0777266c0e567243e075dcd940835a98641fc9d5f0e9bc36643e2787339eb35f

scc-5.0.2_
rhel7_x86_64_
bundle.tar.gz

21ae3014da7b4370743a802ffb4cd18a9d87a58c63bee56338d1debdd81e60c1

注意：*埋め込みファイルは、SCCzipファイルに対応する各ファイルにある

zip/tar.gzファイルです。

Java実行環境 (JRE)

ComplyはJava version 8 Updateをサポートしています。ComplyはJava 9または10をサポートし

ていません。
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関連情報：Complyエンジンのセキュリティ例
外

Tanium Complyはサードパーティのコンプライアンスエンジンを利用し、サポートするエンドポイン

トに対してコンプライアンスと脆弱性のスキャンを実行します。ホストベースのセキュリティ製品に

例外を追加し、これらのアクティビティに含まれる不要な検査により起こり得る競合を防ぎま

す。

指定されたオペレーティングシステムのファイルおよびプロセス例外 (実行するサブプロセスを含

む)に対して、以下のファイルを除外する必要があります。

エンジン コンポーネント オペレーティングシステム

CIS-CAT

CIS-CAT.bat Windows

CISCAT.jar

Windows

Linux

macOS

CIS-CAT.sh
Linux

macOS

JovalCM Joval4Tanium.jar

Windows

Linux

macOS
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エンジン コンポーネント オペレーティングシステム

SCC

cscc.exe Windows

cscc32.exe Windows

cscc64.exe Windows

scc.exe Windows

scc32.exe Windows

scc64.exe Windows

cscc
Linux

macOS

cscc.bin
Linux

macOS

scc
Linux

macOS

scc.bin
Linux

macOS
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