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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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Patchの概要

Patchを使用して、企業全体のWindowsオペレーティングシステムパッチをTaniumの速度と規

模で管理し、迅速に1つのパッチをコンピュータグループに適用できます。高度なルールセットや

メンテナンス時間枠を使用して、指定した時間に環境全体にパッチのグループを配信するな

ど、より複雑なタスクを実行することもできます。

Patchは詳細なレポートを生成し、すべてのエンドポイントから現在の適用可能なパッチリスト

を返します。パッチまたはパッチリストの配信には、次の詳細情報が含まれます：

l 重要度、リリース日、適用されるCVE (Common Vulnerabilities and Exposures)、
ファイルおよびナレッジベース記事へのリンクなどのパッチの詳細。

l コンピュータグループごとに分割されたパッチの状態。

l 割り当てられたパッチリストまたはそのブラックリスト。

また、カスタムワークフローを定義し、パッチリスト、ブラックリスト、およびメンテナンス時間枠毎

に設定されたルールまたは例外に基づいてパッチ配信をスケジュールすることもできます。たと

えば、データセンターにあるサーバを除くすべてのコンピュータにクリティカルなMicrosoftのパッチを

適用したり、.NETパッチを常に除外したり、勤務時間外にパッチをインストールしたりすること

ができます。

パッチスキャンオプション

いくつかのスキャン方法から選択して、ネットワーク上のインストールされたパッチと不足している

パッチを特定することができます。スキャン構成はEnforcementと呼ばれ、スキャン方法、スキャ

ン頻度、スキャンされているコンピュータグループを定義します。1つのスキャン構成がエンドポイ

ントに適用されます。エンドポイントが複数のコンピュータグループに含まれている場合、最優

先のスキャン構成が適用されます。

次のスキャンオプションの一覧を確認し、各コンピュータグループに最適な方法を決定します。
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スキャン

方法

含まれる

更新

クライアント

の影響

接続性 詳細

オフライン

CABファイル

l 重要なセ

キュリティ

パッチ

l 累積セ

キュリティ

と品質向

上パッチ

スキャン中の

変更：中

CABファイルは、Tanium
Clientによってローカル

に保存されます。

l CABファイルのダウンロードに

200MB以上の空き容量が

必要です。

l WSUSまたはOnline to
Microsoftのスキャン方法に

含まれている定期更新プロ

グラム、アウトオブバンドの

修正プログラム、および拡

張プログラムは含まれませ

ん。

Online to
Microsoft

l 重要なセ

キュリティ

パッチ

l 重要な定

期パッチ

l 累積セ

キュリティ

と品質向

上パッチ

l 非セキュリ

ティおよび

任意の更

新プログラ

ム

l 初回スキャ

ン実行時：

中

l 後続処

理：低

Tanium Clientは
Microsoftに直接通信す

る必要があります。

l 通常は、会社のポリシーに

より許可されません。

l Microsoftへの追加トラフィッ

クが発生します。

Windows
Server
Update
Services
(WSUS)
スキャン

l 重要なセ

キュリティ

パッチ

l 重要な定

期パッチ

l 累積セ

キュリティ

と品質向

上パッチ

l 非セキュリ

ティおよび

任意の更

新プログラ

ム

低 Tanium ClientはWSUS
サーバに通信する必要

があります。

l 1つ以上のWSUSサーバを適

用して構成する必要があり

ます。

l 更新プログラムは、スキャン

または適用する前にWSUS
で承認されている必要があ

ります。

表1：利用可能なパッチスキャンオプション
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注意：WSUSサーバでMicrosoft System Center Configuration Manager (SCCM)を使用

している場合は、同じサーバでTaniumを使用してWSUSスキャンをしないでください。

パッチリストとブラックリスト

パッチリストに適用可能なパッチを1つのグループとして登録することができます。またブラックリス

トに除外しなければならないパッチを1つのグループとして登録することができます。これらのリス

トは、パッチ情報に含まれている詳細によって判断できます。たとえば、次のことができます：

l 重要度に基づいてリストを作成し、最も重要で最新の更新プログラムを最優先で適

用します。

l CVEの問題のみに焦点を当てます。

l 月または特定のリリース日に基づいてリストを作成します。

新しいパッチが出てきたら、*動的ルールを使用して自動的に判定し、適切なパッチリストに

追加します。新しいバージョンを作成することでこれらのリストを繰り返し作成することができま

す。必要に応じて、任意のバージョンリストを適用できます。

代替パッチ

各パッチには代替パッチの有無を示すカラムが含まれています。あるパッチが置き換えられたこ

とを1つのエンドポイントが報告すると、そのパッチは代替パッチとしてマークされます。パッチリス

トに代替パッチのカラムを含めると、代替パッチを見つけたり、インストールしたりする場合に便

利です。たとえば、セキュリティ勧告の推奨事項で参照されている場合は、代替パッチを探

し、インストールしなければならない場合があります。代替パッチは自動的にブラックリストに含

まれます。

Microsoftアップデートとサービスの詳細

2016年10月、Microsoftはエンドポイントのオペレーティングシステムに基づいてソフトウェアパッ

チの更新方法を変更しました。これらの用語は変更される可能性がありますが、ネットワーク

にどのように影響するかを認識することが重要です。

l Windows 10およびWindows 2016
l 機能のアップグレード：フィーチャービルドは、基本的にWindows 10の新しいビルド

番号です(たとえば、1511、1607、1703)。これらのアップグレードは3〜4か月ごとに

公開されます。現在、Windows 10のビルドのアップグレードは、Taniumによって配

布された標準パッケージで完了することができます。
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l 2017-XX Cumulative Update (2017-XX累積更新 )：毎月リリースされている累積的

な更新プログラムは、Windows 10の以前の累積的な更新プログラムよりも優先

されます。当月を含む、過去のすべてのセキュリティおよび非セキュリティ修正が

含まれます。

l Windows 7、8.1、2008、2008R2、2012、2012R2
l Security Monthly Quality Rollup (2017-XX セキュリティ月例品質ロールアップ)： パッ

ケージは、現在および過去の全更新の累積です。当月のみが適用されます。

以前のバージョンはすべて置き換えられています。

l Security Only Quality Update (2017-XX セキュリティのみ品質アップデート)：特定の

月のみのセキュリティアップデート。前月の更新は含まれません。過去の月次の

更新プログラムは適用可能で、必要になります。

同じ月に「Security Monthly Quality Rollup (セキュリティ月例品質ロールアップ)」と
「Security Only Quality Update (セキュリティのみ品質アップデート)」の両方を同時に適

用しないでください。両方の更新プログラムがエンドポイントを対象とする場合、

Windows Update Agentは「Security Monthly Quality Rollup (セキュリティ月例品質ロー

ルアップ)」をインストールし、「Security Only (セキュリティのみ)」の更新は無視されます。

結果として、何のメリットもなくダウンロードサイズだけが増加します。

詳細は次を参照してください。「30ページのブラックリストでパッチを除外する」およびMicrosoft
の記事「  簡略化されたサービス」または「Windowsサービスモデル」。

パッチの適用

パッチの適用は通常、リストからパッチをコンパイルしてから、Patchパッケージをターゲットコン

ピュータに配布します。パッチの適用オプションを構成して、パッチのインストールまたはアンイン

ストールの時期と方法を指定できます。

たとえば、変更を適用するためにパッチがインストールされた後でエンドポイントを再起動する

とします。通常はブラックリストにあるが何らかの理由で必要となるパッチが出てきたら、新しい

バージョンのブラックリストを作成するのではなく、特定のパッチの適用のためにブラックリストを

上書きすることができます。緊急の場合は、閉じたメンテナンス用時間枠を上書きすることも

できます。

パッチのインストール後にエンドポイントを再起動するかどうか選択し、ユーザーに再起動を延

期することを許可したりすることが可能です。

メンテナンス用時間枠

メンテナンス用時間枠では、対象コンピュータグループへのパッチのインストールもしくはアンイン

ストールを許可する時間を指定します。複数のメンテナンス用時間枠を構成することができま

https://blogs.technet.microsoft.com/windowsitpro/2017/01/13/simplified-servicing-for-windows-7-and-windows-8-1-the-latest-improvements/
https://blogs.technet.microsoft.com/askpfeplat/2016/08/30/a-bit-about-the-windows-servicing-model/
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す。重複する時間帯でも可能です。メンテナンス用時間枠は相互に干渉しません。パッチが

有効化されるには、パッチの適用とメンテナンス時間枠が一致する必要があります。

可能な限りエンドポイントを最新の状態に保つメンテナンスサイクルを確立することを検討して

ください。優れたウィルス対策運用で、多くのセキュリティリスクを避けることができます。検討事

項として、週末やネットワークの業務時間外でMicrosoft Patch Tuesdayのリリース適用を考

慮することなどが挙げられます。

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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Patchの使い方

1. Patchモジュールをインストールします。「20ページのPatchのインストール」を参照してくださ

い。

アップグレードする場合は、「23ページのPatchバージョンをアップグレードする」を参照して

ください。

2. スキャン構成を作成し、強制を追加します。「25ページのスキャン構成の強制」を参照

してください。

3. 使用可能なパッチを整理します。「29ページのパッチの管理」を参照してください。

4. エンドポイントにパッチをインストールします。「36ページのパッチの適用」を参照してくださ

い。

5. パッチの制限を作成します。「30ページのブラックリストでパッチを除外する」または「50
ページのメンテナンス用時間枠の設定」を参照してください。
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Patchの必要要件

Patchモジュールをインストールし、ご利用するには次の要件を満たす必要があります。

Taniumの依存関係

Patch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

プラットフォーム 7.0.314.6085以降

拡張機能は、バージョン7.0.314.6319以降で使用できます。Tanium™
Interactのインストールも推奨されます。

ロールベースのアクセスコントロール(RBAC)の場合は、Tanium Platform
7.1.314.3037以降が必要です。

common access cards (CAC)を含むスマートカード認証をサポートするに

はTanium Core Platformインストールガイド：スマートカード認証を参照し

てください。

Tanium Platform 7.2.314.3235以降では、Patch 2.2ではRed HatとCentOS
Linuxエンドポイントを限定可用性機能としてサポートします。詳細につ

いては、「テクニカルアカウントマネージャにご相談ください。

Tanium Client PatchはWindowsエンドポイントでサポートされています。Tanium Client
1540以降をご使用ください。

Tanium Client 6.0.314.1554以降では、Patch 2.2ではRed HatとCentOS
Linuxエンドポイントを限定可用性機能としてサポートします。詳細につ

いては、「テクニカルアカウントマネージャにご相談ください。

Tanium End-User
Notifications

1.2.0.004以降(Windowsエンドポイントのオプション)。

Linuxエンドポイントではサポートされていません。

Tanium ServerとModule Serverのリソース要件

Patchがインストールされると、Module Serverのホスト上のサービスとして実行されます。使用

状況によりますが、Module Serverへの影響は小さいです。Tanium Serverのダウンロードバイ

トとダウンロード制限の設定を調整しなければならない場合があります

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/reference_smart_card_authentication.html
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([DownloadBytesPerSecondLimit (ダウンロード1秒当たり制限バイト)])。詳細はテクニカルア

カウントマネージャ(TAM)にお問い合わせください。

Patchは更新プログラムを定期的にダウンロードして配布します。Tanium Serverはこれらの

パッケージをDownloadsディレクトリに格納しています。Tanium Serverには十分なディスク空

き容量が必要です。Tanium Server 7.2以前のバージョンにおいては、定期的に古いパッチ

ファイルを手動で削除する必要があります。詳細については、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。

詳細については、「Tanium Core Platformインストールガイド：ホストシステムサイジングガイドラ

イン」を参照してください。

エンドポイントのリソース要件

Tanium Console内の[Global Settings (総合設定 )]で、Tanium Clientのキャッシュ制限を設定

します([ClientCacheLimitInMB (クライアントキャッシュリミットMB)])を2048MBに設定し、ホット

キャッシュを80%に設定します([HotCachePercentage (ホットキャッシュパーセンテージ)])。詳細

については、「Tanium Platformユーザーガイド：グローバル設定の管理」を参照してください。

ご使用の環境でVDIが使用されている場合は、Tanium Clientパッチの適用ガイド：VDIを参照

してください。

サードパーティのソフトウェア

Patchでは、エンドポイントにWindows Update Agentバージョン6.1.0022.4以降がインストールさ

れている必要があります。拡張機能は、Windows 7システムのバージョン7.6.7601.19161以降

で使用できます。Microsoft KB313861を参照してください。すべてのパッチの適用をTaniumで

制御する場合は、Windows Update Agentの自動機能をドメインレベルで無効にすることをお

勧めします。

ホストとネットワークセキュリティの要件

Patchを実行するには、特定のプロセスとURLが必要です。

セキュリティの除外

未知の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。

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/reference_host_system_sizing_guidelines.html
https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/reference_host_system_sizing_guidelines.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_global_settings.html
https://docs.tanium.com/client/client/os_imaging.html#VDI
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=51212
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ターゲットデバイス プロセス

Module Server node.exe

または

"<Tanium Module
Server>\services\patch\node.exe"
service.js

エンドポイントコンピュータ <Tanium>\Tanium End User
Notification Tools\bin\client-
ui.exe (Taniumエンドユーザー通知がインス

トールされている場合)

<Tanium Client>\Patch\tanium-
Patch.min.vbs

<Tanium
Client>\Patch\scans\wsusscn2.cab

オンアクセスまたはリアルタイムスキャンから次の

ディレクトリを除外します：

l <Tanium>\Tanium End User
Notification Tools\ (Taniumエンド

ユーザー通知がインストールされている場合)
l <Tanium Client>

インターネットのURL

不明なURLを監視してブロックするため、セキュリティソフトウェアが適用されている環境では、

セキュリティ管理者は以下のURLをホワイトリストに追加する必要があります。

l http://download.windowsupdate.com/

l http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=74689

コンソールのロール要件

Tanium Server 7.0

異なるロールタイプは、Patch内でさまざまな権限を持ちます。管理者はすべての機能を実行

できます。ただし、他のロールタイプには制限があります。
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特権 コンテンツ

管理者

アクション/センサー作成者ま

たはアクション作成者

ワークベンチの確認

Patchサービスの初期化

スキャン構成の作成、変更、削除、コンピュータグルー

プに対する強制

パッチリストとブラックリストの作成、変更、または削除

パッチの適用およびターゲットコンピュータグループの作

成、変更、または削除

メンテナンス用時間枠の作成、変更、または削除、お

よびコンピュータグループに対する強制

表1：Tanium 7.0 Patch Consoleの役割要件

Tanium Server 7.1以降

Taniumプラットフォームバージョン7.1.314.3071以降の場合、Patch 2.0.9ではPatchワークベンチ

へのアクセスを制御するロールベースのアクセスコントロール(RBAC)権限が導入されています。

事前定義された3つのロールは、Patch管理者、Patchユーザー、およびPatch読み取り専用

ユーザーです。

特権 Patch
Administrator
(Patch管理者 )

Patch
User
(Patchユー

ザー)

Patch Read
Only User
(Patch読み取

り専用ユー

ザー)

Show Patch (パッチを表示する)

Patchワークベンチを表示する

1 1 1

Patch Use API (PatchでAPIを使用)

APIを使用してPatch操作を実行す

る

1 1 1

表2：Tanium 7.1.314.3071以降用のPatchユーザーロール特権
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特権 Patch
Administrator
(Patch管理者 )

Patch
User
(Patchユー

ザー)

Patch Read
Only User
(Patch読み取

り専用ユー

ザー)

Patch Module Read (パッチモジュールの

読み取り)

パッチモジュールへの読み取りアクセ

ス

1

Patch Module Write (パッチモジュール

書き込み)

パッチモジュールへの書き込みアクセ

ス

Patch Settings Write (パッチ設定の書

き込み)

パッチモジュールのグローバル設定へ

の書き込みアクセス

1 暗示的なアクセス許可を示します。

アクセス

許可

ロー

ルタイ

プ

アクセス許

可用コンテ

ンツセット

Patch
Administrator
(Patch管理者 )

Patch User
(Patchユー

ザー)

Patch Read Only User
(Patch読み取り専用

ユーザー)

ユーザーグ

ループの読

み取り

Micro
Admin

1 1 1

表3：Tanium 7.1.314.3071以降用のPatch Micro AdminとAsset拡張ユーザーロールアクセス

許可
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アクセス

許可

ロー

ルタイ

プ

アクセス許

可用コンテ

ンツセット

Patch
Administrator
(Patch管理者 )

Patch User
(Patchユー

ザー)

Patch Read Only User
(Patch読み取り専用

ユーザー)

コンピュータ

グループの読

み取り

Micro
Admin

1 1 1

動的な質問

をする

高度 1 1 1

センサーの読

み取り

高度 ベース 1 1 1

センサーの読

み取り

高度 予約 1 1 1

センサーの読

み取り

高度 デフォルト 1 1 1

センサーの読

み取り

高度 Patchコンテン

ツセット

1 1 1

アクションの

読み取り

高度 Patchコンテン

ツセット

1 1 1

パッケージの

読み取り

高度 Patchコンテン

ツセット

1 1 1

プラグインの

実行

高度 Patchコンテン

ツセット

1 1 1

パッケージの

書き込み

高度 Patchコンテン

ツセット

1 1

保存された

質問の書き

込み

高度 Patchコンテン

ツセット

1 1

アクションの

書き込み

高度 Patchコンテン

ツセット

1 1

アクションの

承認

高度 Patchコンテン

ツセット

1 1

1 暗示的なアクセス許可を示します。
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コンテンツセットとアクセス許可の詳細および説明については、「Tanium Core Platformユー

ザーガイド：ユーザーとユーザーグループ」を参照してください。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_rbac_overview.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_rbac_overview.html
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Patchのインストール

モジュールのインポート、サービス資格情報の構成、コンピュータグループの編成によって

Patchをインストールします。

Patchソリューションをインストールする

[Solutions (ソリューション)]ページからPatchを選択します。

注意：Patch 2.0以降をインストールすると、Tanium Windows Security Patchコンテンツ

が無効になります。両方のソリューションは必要ありません。

1. メインメニューから、[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]をクリックします。

2. [Patch]から[Import (インポート)]をクリックします。

インストールパッケージがダウンロードされると、進捗バーが表示されます。

3. [OK]をクリックします。

[Import Solution (インポートソリューション)]ウィンドウが開き、すべての変更とインポート

オプションのリストが表示されます。

4. [Proceed with Import (インポートを続行する)]をクリックしてパスワードを入力してくださ

い。

Patchのインストールおよび構成プロセスが開始されます。

5. [Close (閉じる)]をクリックします。

6. インストールを確認するには、[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]ページに戻り

[Installed：XXXXX (インストール済み：XXXXX)]Patchのバージョンを確認します。

ヒント：コンソールにPatchモジュールが表示されない場合は、ブラウザをリフレッ

シュしてください。

サービスアカウントを設定する

定期メンテナンスを行う場合は、管理者権限またはコンテンツ管理者権限を持つTanium
ユーザーを指定します。これらの資格情報の指定は、1回限りの構成です。他の資格情報

を追加する必要はありません。

1. Patchのホームページから、[Configure Patch (Patchの構成 )]セクションで、[Configure
Service Account (サービスアカウントの構成 )]ステップをクリックし、[Configure Service
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Account (サービスアカウントの構成 )]をクリックします。

注意：[Configure Patch (パッチの構成 )]セクションがパッチのホームページに表

示されない場合は、[Manage Home Page (ホームページの管理 )]をクリックし、

[Configure Patch (パッチの構成 )]を選択して[Save (保存 )]をクリックします。

2. Taniumの資格情報を入力し、[Set Credentials (資格情報の設定 )]をクリックします。

コンピュータグループの編成

パッチを適用してその結果を表示する方法の1つに、コンピュータグループによるものがありま

す。関連するコンピュータグループを作成して、エンドポイントを整理します。次のオプションが

あります：

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マシンなど)

l エンドポイントの構成ニーズ(VDIマシンなど)

詳細については、「Tanium Core Platform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。

Patchアクショングループへコンピュータグループを追加する

Patchモジュールをインポートすると、特定のエンドポイントを対象とするアクショングループが自

動的に作成されます。Patch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ます。デ

フォルトでは、Patchはどのコンピュータも対象にしていません。

1. Patchのホームページから、[Configure Deploy (パッチの適用の構成 )]セクションで、

[Select Computer Groups (コンピュータグループの選択 )]ステップをクリックし、

[Configure Action Group (アクショングループの構成 )]をクリックします。

注意：[Configure Patch (パッチの構成 )]セクションがパッチのホームページに表

示されない場合は、[Manage Home Page (ホームページの管理 )]をクリックし、

[Configure Patch (パッチの構成 )]を選択して[Save (保存 )]をクリックします。

2. アクショングループに含めたいコンピュータグループを選択します。複数のコンピュータグ

ループを選択する場合は、オペランド(ANDまたはOR)を選択してグループを結合します。

3. (オプション)[All machines currently included in this action group (このアクショングルー

プに現在含まれているすべてのマシン)]セクションで、含まれているエンドポイントを確認

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_computer_groups.html
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してください。

注意：これらの結果の取り込みには数分かかる場合があります。

4. [Save (保存 )]をクリックします。

Patchの初期化

Patchは対象にした各エンドポイントにツールセットをインストールします。

1. Patchのホームページから、[Configure Patch (パッチの構成 )]セクションで[Initialize
Endpoints (エンドポイントを初期化する)]ステップをクリックします。[Initialize Endpoints
(エンドポイントを初期化する)]をクリックすると、 Patchサービスへのパッチの適用とエンド

ポイントへのツールの配布が始まります。

注意：[Configure Patch (パッチの構成 )]セクションがパッチのホームページに表

示されない場合は、[Manage Home Page (ホームページの管理 )]をクリックし、

[Configure Patch (パッチの構成 )]を選択して[Save (保存 )]をクリックします。

2. Taniumの資格情報を入力し、[Confirm (確認 )] をクリックします。

Tanium End-User Notifications (エンドユーザー通知ソリューション)をインス

トールする

Tanium End-User Notifications (エンドユーザー通知ソリューション)をインストールすることで、

適用とともにシステムが再起動されることをユーザーに知らせる通知メッセージを作成し、ユー

ザーに再起動を延期するオプションを提供できます。

1. メインメニューから、[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]をクリックします。

2. [Tanium Content]セクションで、[Tanium End-User Notifications (Tanium エンドユー

ザー通知 )]行を選択し、[Import Solution (インポートソリューション)]をクリックします。

3. パッケージとセンサーのリストを確認し、[Proceed with Import (インポートを続行する)]
をクリックします。
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4. エンドユーザー通知ツールをエンドポイントに配布するには、[End-User Notifications (エ
ンドユーザー通知 )]ツールパッケージを配布する予定済みアクションを設定します。その

際、次のような開始用の質問を付け加えます。(Is Windows = "true"で、Has End
User Notification Tools (エンドユーザー通知ツール)に"No"を含む)のすべてのマシンをオンライ

ンにします。詳細は、次を参照してください。Tanium Core Platformユーザーガイド：予定

済みアクションの管理。

5. ご利用のエンドポイントにエンドユーザー通知ツールがあるかどうかを確認するには、次

の質問をします。Is Windows = "true"のすべてのマシンからHas End User

Notification Tools (エンドユーザー通知ツールがある)のマシンを入手します。

Patchバージョンをアップグレードする

[Solutions (ソリューション)]ページから最新バージョンにPatchをアップグレードします。

重要：Patch 2.xをインストールする前に、Patch 1.xをアンインストールする必要がありま

す。Patch 1.xをアンインストールするには、Tanium Module ServerのPatchフォルダを削除

する必要があります。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。

1. メインメニューから、[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]をクリックします。

2. Patchを特定し[Upgrade to X.X.X.XX (X.X.X.XXへのアップグレード)]をクリックします。

3. [OK]をクリックします。

[Import Solution (インポートソリューション)]ウィンドウが開き、すべての変更とインポート

オプションのリストが表示されます。

4. [Proceed with Import (インポートを続行する)]をクリックしてパスワードを入力してくださ

い。

これにより、Tanium Patchのインストールおよび構成プロセスが開始されます。

5. インストールを確認するには、[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]ページに戻り、

インストール済み：XXXXX)]Patchのバージョンを確認します。

ヒント：Patchのバージョンが更新されていない場合は、ブラウザのウィンドウを更

新してください。

重要：Patch 2.2以降にアップグレードする場合、Patchホームページ上の[Configure
Patch (パッチの構成 )]セクションの[Initialize Endpointsエンドポイントの初期化 )]ステッ

プで[Initialize Endpointsエンドポイントの初期化 )]をクリックする必要があります。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html
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次にやるべきこと

Patchの使用について詳しくは、「12ページのPatchの使い方」を参照してください。
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スキャン構成の強制

利用可能なパッチのリストは、ネットワーク内のエンドポイントをスキャンすることによって得られ

ます。スキャン構成はスキャンの方法と頻度を決定します。スキャン構成はコンピュータグルー

プをターゲット設定することで実施されます。

使用可能なスキャン方法には、オフラインCABファイル(推奨 )、オンラインMicrosoft Windows
Update、Windows Server Update Services (WSUS)スキャンなどがあります。

オフラインCABファイル

CABファイルは、Tanium Clientによってローカルに保存され、WindowsおよびOfficeを含む

Microsoft Updateカタログ内のすべての製品の累積的なセキュリティと品質のパッチが含まれ

ています。Patchのホームページでは、オフラインCABファイルの最新の状態が利用可能です。

アクティブなCABファイルは、Microsoftが発行した最新の検証済みファイルです。Patchは、ス

キャン構成に有効なCABファイルのみを使用します。拒否されたCABはコンピュータグループに

転送されません。

図1：CABファイルのステータスの例

Online to Microsoft Windows Update (Microsoft Windows Updateにオンライン

接続 )

このオプションは、Windowsオペレーティングシステムの更新用に、Tanium ClientとMicrosoftの
間に追加のネットワークトラフィックを作成します。パッチの全範囲は、Windowsオペレーティン

グシステムで利用できます：

l クリティカルパッチ

l 累積セキュリティと品質向上パッチ

l 非セキュリティおよび任意の更新プログラム
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WSUSスキャン

パッチの適用にWSUSサーバを使用すると、WindowsとOfficeを含むMicrosoft Updateカタログ

の全製品の全範囲にオプションが提供されます。ただし、追加の構成が必要です。Tanium
ClientをWSUSサーバに接続する必要があり、パッチをダウンロードする前に承認する必要があ

ります。

WSUSサーバがサポートするクライアント数に関するガイドラインは、MicrosoftのSCCMのガイドラ

インと同様です：WSUSサーバあたり最大15万のクライアント。「Microsoftのドキュメント：SCCM
のサイズとスケール番号」を参照してください。

WSUSスキャンを構成する

1. WSUSサーバのURLをホワイトリストに追加します。

a. Patchのホームページから、[Settings (設定 )]に移動します。

b. [WSUS Server Configuration (WSUSサーバ構成 )]セクションで、URLを入力して

[Submit (提出する)]をクリックします。

c. URLの通常表示はホワイトリストに追加された広告が生成されます。[View
Whitelisted URLs (ホワイトリストに登録されたURLを表示 )]をクリックするか、

[Administration (管理 )] > [Whitelisted URLs (ホワイトリストに登録されたURL)]
に移動して追加されたエントリを表示します。

2. WSUSサーバで、次の設定を変更します：

l 更新を検出するためのイントラネットURLと統計サーバを次のアドレスに設定しま

す：http://<WSUS server URL>:<port>。

l [Configure Automatic Updates (自動更新を構成する)]の設定を無効にするこ

とを推奨します。

スキャン構成を作成する

複数のスキャン構成を作成し、必要に応じてコンピュータグループの実施を追加することがで

きます。

1. [Patch]メニューで[Scan Management (スキャン管理 )]をクリックします。

2. [Create Configuration (構成の作成 )]をクリックします。

3. 構成オプションを選択します。

a. [Configuration Technique (構成技術 )]を選択します。

オフラインCAB ファイルを選択した場合、[Scan after new CAB file is downloaded
(新しいCABファイルをダウンロード後にスキャンする)]を選択して、CABファイルが公

開されるたびにエンドポイントがスキャンされるようにします。この設定を選択する

と、頻度の設定が上書きされます。

https://docs.microsoft.com/en-us/sccm/core/plan-design/configs/size-and-scale-numbers#bkmk_clientnumbers
https://docs.microsoft.com/en-us/sccm/core/plan-design/configs/size-and-scale-numbers#bkmk_clientnumbers
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b. [Frequency (頻度 )]フィールドに、数値と時間パラメータを入力します。

スキャンの間に1日1回以上スキャンすることをお勧めします。

c. (オプション)[Random Scan Delay (ランダムスキャンの遅延 )]を有効にして、ネット

ワークアクティビティを配信する時間を入力します。

デフォルトは120分です。

ヒント：VDI環境では、ホストシステムへのスキャンの影響を軽減するため

に、より長い遅延を推奨します。

4. [Save (保存 )]をクリックします。

5. スキャン構成の詳細ページで、1つまたは複数のコンピュータグループを追加します。

a. [Add Computer Group (コンピュータグループを追加する)]をクリックする。

パッチの適用可能性の結果を有効にすると、特定のコンピュータグループの精製

された集合が提供されます。

b. [Add (追加 )]をクリックして、資格情報を入力してください。[Confirm (確認 )]をク

リックします。

使用可能なパッチの一覧が表示されるのに15〜30分程度かかることがあります。スキャン遅

延が長くなると、パッチがゆっくりと表示されることがあります。スキャン遅延後にデータが表示

されない場合は、テクニカルアカウントマネージャに連絡してください。エンドポイントがスキャン

できない場合 (たとえば、オフラインの場合 )、スキャンできるようになり次第スキャンされます。

Enforcementステータスを表示する

スキャン構成を検討することで、コンピュータグループ内のどのエンドポイントにEnforcementの
構成が含まれているかを確認できます。

1. [Patch]メニューで[Scan Management (スキャン管理 )]をクリックします。

2. [Scan Configurations (スキャン構成 )]タブで、構成を選択します。

3. コンピュータグループを展開すると、スキャンの状態に関する詳細が表示されます。

4. [Interact]をクリックし、各エンドポイントの質問結果を開きます。

操作結果グリッドには、強制されていない場合のエンドポイントのステータスと理由が表

示されます。

スキャン構成の優先順位付け

複数のコンピュータグループで複数のスキャン構成を作成できます。構成の順番が優先順位

を決定します。構成が競合する複数のコンピュータグループにエンドポイントがある場合、最も

優先度の高い構成のみがエンドポイントに適用されます。
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1. [Patch]メニューで[Scan Management (スキャン管理 )]をクリックします。

2. [Scan Configurations (スキャン構成 )]タブで、[Prioritize (優先順位をつける)]をクリック

します。

3. ドラッグアンドドロップまたは[Conflict Resolution Order (競合解決の順序 )]フィールドに

数字を入力しEnterキーを押すことにより、スキャン構成を移動します。

4. [Save (保存 )]をクリックします。

スキャン構成のEnforcementを削除する

スキャン構成からコンピュータグループを削除すると強制が削除されます。

1. [Patch]メニューで[Scan Management (スキャン管理 )]をクリックします。

2. [Scan Configurations (スキャン構成 )]タブで、構成を選択します。

3. コンピュータグループを削除します。

スキャン構成を削除する

強制が削除されると、スキャン構成を削除できるようになります。

1. [Patch]メニューで[Scan Management (スキャン管理 )]をクリックします。

2. [Scan Configurations (スキャン構成 )]タブで、構成を選択します。

3. スキャン構成がコンピュータグループに対して実施されている場合は、すべてのグループ

を削除します。

4. 右上の[Delete (削除 )]をクリックします。

5. 削除を確定します。



©2018 Tanium Inc. All Rights Reserved 29ページ

パッチの管理

パッチリストとブラックリストでパッチを管理できます。パッチリストはターゲットコンピュータグループ

に適用できるパッチのグループです。ブラックリストはターゲットコンピュータグループにダウンロード

または適用されないように特別に除外されたパッチのグループです。

パッチリストのルール

パッチリストに含めるパッチを手動で選択することはできますが、ルールを使用してパッチのリス

トを動的に取り込む方が効率的です。パッチが「Available Patches (利用可能なパッチ)」リス
トに追加されると、Taniumはそのパッチをルールと比較してリストに含めるように評価します。カ

スタマイズした条件から、パッチ記述のどの部分を調べるかを定義するルールを作成できま

す。

デフォルトでは、パッチリストを構成するときに置き換えられたパッチは含まれません。ルールの

作成時に置き換えられたパッチを含めるように選択できます。置き換えられた特定のパッチを

インストールする場合、またはパッチが置き換えられているインストール済みのパッチを表示す

る場合は、置き換えられたパッチを含めることを検討してください。

各条件フィールドから1つオプションを使用して条件を作成します。

条件 利用可能なオプション

列 l タイトル

l 重要度

l リリース日

l 掲示板

l KB記事

l CVE

種類 l 含む

l 等しい

l 含まれない

l リリース日以降

l リリース日以前

式 式に用いられる検索条件。

表1：ルール条件オプション
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重要：ルールに複数の条件がある場合、条件はANDオペランドで関連付けられます。

パッチは両方の条件を満たす必要があります。リストに複数のルールがある場合、ルー

ルはORオペランドに関連付けられているため、いずれかのルールに適合するパッチがリス

トに含まれます。

パッチリストを作成する

パッチを管理可能なパッチリストにソートしてパッチの適用で使用します。個々のパッチをリスト

に追加したり、ルールを使用してリストに動的に取り込むことができます。

1. [Patch]メニューの[Patch List (パッチリスト)]をクリックします。

2. [Create Patch List (パッチリストを作成する)]をクリックします。

3. リストに名前を付けます。

4. パッチを追加します。

動的にパッチを追加 パッチを手動で追加

a. [Add Rule (ルールを追加する)]をクリックします。

b. ルールに名前を付けます。

c. もしパッチリストにこれらのパッチを含める場合、[Include
superseded patches when applying rules (ルールを適

用時に置き換えられたパッチを含める)]を選択する。

d. [Comparison Column (比較列)]と[Comparison Type
(比較タイプ)]を選択します。

e. 検索する語句を入力します。検索では大文字と小文字は

区別されません。

a. [Add Patches Manually
(パッチを手動で追加)]をク

リックします。

b. 必要なパッチを選択します。

c. (オプション)パッチのタイトルを

クリックすると、新しいブラウ

ザタブに詳細が表示されま

す。

パッチ、コンピュータグループによる結果の可視性、および関連するリストについての詳

細を確認できます。

5. 変更をプレビューします。

6. [Create (作成 )]をクリックします。

パッチをエンドポイントに配布する方法については、「36ページのパッチをインストールするために

パッチの適用を作成する」を参照してください。

ブラックリストでパッチを除外する

ブラックリストは、対象のコンピュータグループにダウンロードまたはパッチの適用が禁止されてい

るパッチのグループです。個々のパッチをリストに追加したり、ルールを使用してリストに動的に
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取り込むことができます。パッチリストとは異なり、ブラックリストを適用するためにパッチの適用

を作成する必要はありません。

ヒント：不必要なパッチの適用を避けるために、タイトルに「品質ロールアップ」または「セ

キュリティのみ」を含むパッチをブラックリストに登録します。

1. [Patch]メニューの[Blacklists (ブラックリスト)]をクリックします。

2. [Creat Blacklist (ブラックリストを作成する)]をクリックします。

3. リストに名前を付けます。

4. パッチを追加します。

動的にパッチを追加 パッチを手動で追加

a. [Add Rule (ルールを追加する)]をクリックし

ます。

b. ルールに名前を付けます。

c. 代替パッチは自動的にブラックリストに含ま

れます。

d. [Comparison Column (比較列)]と
[Comparison Type (比較タイプ)]を選択し

ます。

e. 検索する語句を入力します。検索では大文

字と小文字を区別しません。

a. [Add Patches Manually (パッチを手動で

追加)]をクリックします。

b. 必要なパッチを選択します。

c. (オプション)パッチのタイトルをクリックすると、

新しいブラウザタブに詳細が表示されます。

パッチ、コンピュータグループによる結果の可視性、および関連するリストについての詳

細を確認できます。

5. 変更をプレビューします。

6. [Create (作成 )]をクリックします。

7. [Blacklist Details (ブラックリストの詳細 )]ページで、スクロールして対象のコンピュータグ

ループを選択します。

ブラックリストは選択されたエンドポイントに配布され、それらのパッチがブロックされます。

注意：ブラックリストに載っているパッチがすでにインストールされている状態でエンドポイ

ントがオンラインになると、そのパッチはアンインストールされるまで残ります。
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パッチビューからリストを作成する

[Patch Lists (パッチリスト)]または[Blacklists (ブラックリスト)]ページからリストを作成するほか、

個々のパッチを選択してリストを作成することもできます。

1. [Patch]メニューの[Patches (パッチ)]をクリックします。

2. 1つまたは複数のパッチを選択します。

3. [More (さらに表示 )]ドロップダウンメニューから、[リストタイプ]を選択します。

4. リストを完成させる。

リストを編集する

ユーザーが既存のリストを変更すると、その変更は新しいバージョンのリストになります。新しい

月ごとにルールを追加するなど、基本的な変更をいくつか加えれば、新しいリストを作成せず

にパッチテストを修正し、変更をロールアップすることができます。

1. [Patch]メニューの[Patch List (パッチリスト)]または[Blacklists (ブラックリスト)]をクリックし

ます。

2. リスト名をクリックします。

3. [Edit (編集 )]をクリックします。

4. 変更します。

5. 変更をプレビューします。

6. [Save (保存 )]をクリックします。

パッチの可視性を確認する

パッチ、コンピュータグループ別のインストール結果、および関連するリストの詳細を取得できま

す。

1. [Patch]メニューの[Patches (パッチ)]をクリックします。インストールされていないパッチのみ

を表示するには、[Filter Results: (フィルタ結果 )]を展開して[Patches (パッチ)]ドロップ

ダウンメニューで[Applicable (適用可能 )]を選択します。

2. パッチ名をクリックします。

3. 表示したいセクションを展開します。

l [Patch Summary (パッチの要約 )]に重要度と関連リストが表示されます。[Patch
Details (パッチの詳細 )]にはリリース日、掲示板、KB記事、CVE、ファイル、サイ

ズ、URL、およびマイクロソフトのサポートへのリンクがあります。
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l [Visibility (可視性 )]はコンピュータグループごとにパッチの結果を分割します。エン

ドポイントによる結果を表示するには、名前の上にカーソルを置き、[Interact]アイ

コンをクリックします。

l [Patch Lists (パッチリスト)]と[Blacklists (ブラックリスト)]はリスト上のパッチの数、

ルール、バージョン、作成の詳細などの要約です。



©2018 Tanium Inc. All Rights Reserved 34ページ

リストをエクスポートする

リストをエクスポートしてパッチコンテンツの移行を容易にすることができます。エクスポートされた

ファイルには、手動で追加されたパッチが含まれています。これは、パッチをテスト環境から本

番環境に移行が必要とされるプログレッシブ適用モデルで特に役立ちます。

1. [Patch]メニューの[Patch List (パッチリスト)]または[Blacklists (ブラックリスト)]をクリックし

ます。

2. リスト名をクリックします。

3. (オプション)バージョンを選択します。

4. [Export (エクスポート)]をクリックします。

JSONファイルはダウンロードフォルダにあります。ファイル名はリスト識別子で、インポート後に実

際のリスト名が表示されます。

リストのインポート

エクスポートされたリストを新しい環境にインポートすることができます。インポートには最新バー

ジョンのリストが含まれており、新しい環境ではバージョンは1に設定されています。

注意：既存のリストと同じ名前のリストはインポートできません。

1. [Patch]メニューの[Patch List (パッチリスト)]または[Blacklists (ブラックリスト)]をクリックし

ます。

重要：正しい種類でリストをインポートするように注意してください。

2. [Import (インポート)]をクリックします。

3. JSONファイルのリストを参照します。

4. [Import (インポート)]をクリックします。

リストを削除する

リストを削除してもパッチは削除されず、作られたリストと以前のバージョンのみが削除されま

す。

注意：ブラックリストを削除する前に、コンピュータグループの強制を削除してください。
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1. [Patch]メニューの[Patch List (パッチリスト)]または[Blacklists (ブラックリスト)]をクリックし

ます。

2. リスト名を選択します。

3. [Delete (削除 )]をクリックします。

4. 確認ウィンドウで、[Delete (削除 )]をクリックします。

カスタムパッチフィールドの追加

カスタムフィールドは、CSVファイルで提供するマッピングに基づいてパッチに追加できます。この

カスタムフィールドを使用して、パッチの重要度を上書きするとします。

1. [Patch]のホームページから[Setings (設定 )]をクリックしてから[Custom Field (カスタム

フィールド)]をクリックします。

2. [Choose File (ファイルを選ぶ)]をクリックして、CSVファイルを追加します。

3. カスタム列がパッチリストビューに表示されます。

CSVの例

次の例では、ベンダーKBの値を新しいカスタム値にマップします。

KB、IAVM
KB829438,1234-A-0016
KB822362,1234-A-0016
kb828037,1234-A-0017
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パッチの適用

パッチの適用を使用して、対象コンピュータ群にパッチをインストールまたはアンインストールし

ます。オフライン後にオンラインになったコンピュータの運用上のハイジーン(衛生状態 )を管理

するために、パッチの適用を1回だけ実行することも、継続的に実行することもできます。

使用を開始する前に

l 使用可能なパッチをリストに整理します。「30ページのパッチリストを作成する」を参照し

てください。

l パッチのインストール後に発生する再起動についてエンドポイントのエンドユーザーに通

知したい場合は、Tanium End-User Notificationソリューションをインストールします。「22
ページのTanium End-User Notifications (エンドユーザー通知ソリューション)をインストー

ルする」と「39ページのエンドポイントの再起動」を参照してください。

パッチをインストールするためにパッチの適用を作成する

パッチの適用は、対象コンピュータ上にパッチをダウンロードしてインストールまたはアンインス

トールします。パッチの適用を単独で作成することも、継続的なパッチの適用をセットアップし

て、オフラインのエンドポイントがオンラインになったときに確実に適用されるようにすることもでき

ます。

1. [Patch]メニューで[Deployments (パッチの適用 )] > [Installs (インストール)]に移動しま

す。[New (新規 )]をクリックしてパッチの適用に名前を付けます。

ヒント：また、[Patches (パッチ)]ビューからパッチの適用を作成することもできます。

パッチのグループを選択し、[Install (インストール)]をクリックします。

2. パッチの適用オプションを選択します。

a. パッチの適用の時刻と繰返しパターンを指定します。

ブラウザ時刻またはエンドポイントの現地時間を選択できます。

b. このパッチの適用をベースにパッチの適用を行うかどうかを選択します。このテンプ

レートに基づいて新しいパッチの適用テンプレートを作成するには、[Create
Deployment Template (パッチの適用テンプレートの作成 )]を選択します。詳細

については、「47ページのパッチ適用テンプレートの作成」を参照してください。

c. パッチの適用タイプを指定します。個々の開始時刻と終了時刻を使用して1回
だけパッチを適用する単独型、終了時刻を指定しないでパッチを適用する継続

型のいずれかを行うことができます。
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d. エンドポイントにインストール時刻より前にパッチの内容をダウンロードするには、

[Download immediately (すぐにダウンロード)]を選択します。

e. CPUの並行使用とディスクの入出力を最小化するために、[Distribute over time
(長期配布 )]を選択して時間を指定します。

f. パッチの制限を無視したい場合は、[Override Blacklists (ブラックリストを上書き

する)]または[Override Maintenance Windows (メンテナンス用時間枠を上書き

する)]を選択します。

g. エンドポイントを再始動するかどうかを選択します。詳細については、「39ページの

エンドポイントの再起動」を参照してください。
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で説明するように、メンテナンス用時間枠の後まで再起動されないというメモも削

除されました。

h. エンドポイントの再起動を可能にした場合、再起動に関するエンドユーザー通知

を使用できます。[Notify User (ユーザーに通知する)]を選択します。それから、

ユーザーによる再起動の延期を認める構成を構成できます。また、ユーザーに再

起動について通知する[Message Content (メッセージの内容 )]を構成する必要

があります。メッセージと延期のオプションを表示するウィンドウをプレビューするに

は、[Show Preview (プレビューを表示 )]をクリックします。

3. バージョンを含む1つまたは複数のパッチリストを追加するか、手動でパッチを追加しま

す。

4. 対象を追加します。

以下の対象設定方法のいずれかまたはすべてを選択します。[Add Target (対象を追

加 )]をクリックして、必要に応じてフィールドに入力します。

l [By Computer Group (コンピュータグループ別 )]では、フィルタに基づいてすべての

コンピュータグループのドロップダウンリストが表示されます。これらのグループは、必

要に応じてパッチの適用可能性の結果に含めることも、除外することもできます。

注意：手動で作成したグループでは、コンピュータグループのターゲティング

は使用できません。

l [By Targeting Question (ターゲット設定による質問 )]では、特定の条件セットを

使用し、使用可能なグループのドロップダウンメニューから選択した制限グループ

内のすべてのエンドポイントにフィルタをかけます。たとえば、Computer Name

containing win (winが入っているコンピュータ名)と入力し、グループ内のすべての

Windowsエンドポイントを対象とすることができます。パッチの適用は基準を満た

すすべてのエンドポイントに適用されます。個別の行は選択できません。複数の

制限グループを定義すると、それらはORオペレーターで評価されます。

l [By Computer Names (コンピュータ名別 )]ではTaniumに登録されているFQDNな
どの正確な名前が使用されます。手動で入力するか、コンマで区切って入力す

るか、またはCSVファイルとしてアップロードすると、すべてのコンピュータグループへの

影響を減らすため、ターゲティングを100以下の名前に制限する必要があります。

単一のパッチの適用のみに使用します。

5. 変更をプレビューします。

6. [Deploy (パッチの適用 )]をクリックします。

パッチの適用の各フェーズの再試行回数を変更するには、「58ページのPatchのトラブルシュー

ティング」を参照してください。
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エンドポイントの再起動

更新プログラムがインストールされた後、Patchがシステムを再起動することがあります。次のよ

うな再起動に対するオプションを選択できます。

l 適用後に、サイレントモードで直ちに再起動します。このオプションは、通常、メンテナン

ス時間枠および変更管理プロセスと合わせて、サーバおよび本稼動マシンに使用され

ます。

l システムユーザーに保留中の再起動について通知し、指定された時間の間、再起動

を延期するオプションをシステムユーザーに与える。次のオプションを設定します。

再起動の期限

エンドポイントを再始動するまでの時間を分数、時間数、または日数で指定しま

す。期限は、各エンドポイントで適用が完了した時間に、この値を加算すること

で算出されます。

期限までのカウントダウン

エンドポイントを再起動するどれだけ前に最終通知を表示するかを、分数、時

間数、または日数で指定します。

ユーザーに延期を許可する

指定した時間だけ再起動を延期するオプションをユーザーに提示する場合は、こ

のオプションを選択します。ユーザーはこの期限を過ぎて延期することはできませ

ん。

ユーザー延期オプション

ユーザーが再起動を延期できる時間を分数、時間数、または日数で指定しま

す。

メッセージの内容

通知メッセージのタイトルと本文を指定します。ユーザーを混乱させたり、サポート

コールを制限したりするのを避けるため、区別を示すオプションのアイコンと本文の

画像をアップロードします。[Show Preview (プレビューを表示 )]をクリックして、通

知をプレビューします。

このメッセージは設定可能で、次の例のようになる場合があります。
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再起動の期限が過ぎると、ユーザーには延期できないというメッセージが表示さ

れます。

ヒント：エンドユーザーの通知は、パッチの適用を停止、再設定、および再発行するこ

とによって、既存のパッチの適用に追加できます。

重要：ご利用のパッチの適用が通知するように設定されていても、クライアントにエンド

ユーザー通知ツールがインストールされていない場合、エンドポイントは更新プログラムを

インストールしますが、再起動は実行しません。欠落しているツールについては、[Patch]
ワークベンチにステータスメッセージが表示されます。
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注意：ユーザーが誰もエンドポイントにログインしていない場合は、パッチの適用時に通

知するように設定されていても、パッチの適用完了直後にエンドポイントが再始動され

ます。

パッチをアンインストールするためにパッチの適用を作成する

Tanium Patchから開始されたパッチの適用はどれでもアンインストールできます。

1. [Patch]メニューで[Deployments (パッチの適用 )]>[Uninstalls (アンインストール)]に移

動します。[New (新規 )]をクリックしてパッチの適用に名前を付けます。

2. パッチの適用オプションを選択します。

a. パッチの適用時刻を指定します。

ブラウザ時刻またはエンドポイントの現地時間を選択できます。

b. このパッチの適用をベースにパッチの適用を行うかどうかを選択します。このテンプ

レートに基づいて新しいパッチの適用テンプレートを作成するには、[Create
Deployment Template (パッチの適用テンプレートの作成 )]を選択します。詳細

については、「47ページのパッチ適用テンプレートの作成」を参照してください。

c. CPUの並行使用とディスクの入出力を最小化するために、[Distribute over time
(長期配布 )]を選択して時間を指定します。

d. パッチの制限を無視したい場合は、[Override Maintenance Windows (メンテナン

ス用時間枠を上書きする)]を選択します。
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e. エンドポイントを再始動する必要があるかどうかを選択します。詳細については、

「39ページのエンドポイントの再起動」を参照してください。

f. エンドポイントの再起動を可能にした場合、再起動に関するエンドユーザー通知

を使用できます。[Notify User (ユーザーに通知する)]を選択します。それから、

ユーザーによる再起動の延期を認める構成を構成できます。また、ユーザーに再

起動について通知する[Message Content (メッセージの内容 )]を構成する必要

があります。メッセージと延期のオプションを表示するウィンドウをプレビューするに

は、[Show Preview (プレビューを表示 )]をクリックします。

3. 1つまたは複数のパッチを追加します。

注意：グリッド内での適用可能数は、パッチがインストールされていないエンドポ

イント用です。

4. 対象を追加します。

以下の対象設定方法のいずれかまたはすべてを選択します。[Add Target (対象を追

加 )]をクリックして、必要に応じてフィールドに入力します。
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l [By Computer Group (コンピュータグループ別 )]では、フィルタに基づいてすべての

コンピュータグループのドロップダウンリストが表示されます。これらのグループは、必

要に応じてパッチの適用可能性の結果に含めることも、除外することもできます。

注意：手動で作成したグループでは、コンピュータグループのターゲティング

は使用できません。

l [By Targeting Question (ターゲット設定による質問 )]では、特定の条件セットを

使用し、使用可能なグループのドロップダウンメニューから選択した制限グループ

内のすべてのエンドポイントにフィルタをかけます。たとえば、Computer Name

containing win (winが入っているコンピュータ名)と入力し、グループ内のすべての

Windowsエンドポイントを対象とすることができます。パッチの適用は基準を満た

すすべてのエンドポイントに適用されます。個別の行は選択できません。複数の

制限グループを定義すると、それらはORオペレーターで評価されます。

l [By Computer Names (コンピュータ名別 )]ではTaniumに登録されているFQDNな
どの正確な名前が使用されます。手動で入力するか、コンマで区切って入力す

るか、またはCSVファイルとしてアップロードすると、すべてのコンピュータグループへの

影響を減らすため、ターゲティングを100以下の名前に制限する必要があります。

単一のパッチの適用のみに使用します。

5. 変更をプレビューします。

6. [Deploy (パッチの適用 )]をクリックします。

パッチの適用に関する要約を確認する

パッチの適用結果は、ステータス、エラーメッセージ、およびパッチの適用構成の詳細別に取

得できます。

1. [Patch]メニューで[Deployments (パッチの適用 )]をクリックします。

2. [Install (インストール)]または[Uninstall (アンインストール)]を選択します。

3. [Active (アクティブ)]または[Inactive (非アクティブ)]タブを選択します。

セクションを展開して、対象の数、リスト、問題の詳細など、パッチの適用に関するサマ

リ情報を表示します。非アクティブなパッチの適用の場合、期限切れまたは停止が含
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まれます。

4. パッチの適用名をクリックします。

5. 表示したいセクションを展開します。

l [Install Summary (インストールサマリ)]には、OS、リスト数、パッチ数、対象コン

ピュータグループの数が表示されます。

l [Install Results (インストール結果 )]には、インストールステータス、オンラインエン

ドポイント数、およびステータスの最終更新日時が格納されます。
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結果はステータス別に分割されており、ステータスを展開すると詳細情報と

Interactアイコンが表示され、エンドポイント別の結果を表示できます。

l [Error Messages (エラーメッセージ)]には、パッチリストまたはブラックリスト番号、簡

単な説明、エラー番号、影響を受けるコンピュータの数、ドリルダウンするための

Interactアイコンなどがあります。

リスト番号がない場合は、一般的な問題を示します。

l [Deployment Details (パッチの適用の詳細 )]には、すべての構成情報が表示さ

れます。

l [Targeted Computer Groups (対象コンピュータグループ)]には、パッチの適用の

対象コンピュータグループが一覧表示されます。

既存のパッチの適用に対象を追加する

パッチの適用にはさらに多くの対象を追加できます。たとえば、選択したコンピュータグループに

パッチテストを限定し、検証した後、より多くのグループにパッチを適用することができます。他

のすべてのパッチ適用オプションはそのままであり、それまでのインストールパッチ適用の結果は

保持されます。

1. [Patch]メニューで[Deployments (パッチの適用 )]をクリックします。

2. [Install (インストール)]または[Uninstall (アンインストール)]を選択します。

3. パッチの適用名をクリックします。

4. [Install Summary (インストールサマリ)]の下で[Add (追加 )]をクリックします。

5. [Target Computer Groups (対象コンピュータグループ)]をドロップダウンリストから選択し

ます。

6. [Add (追加 )]をクリックします。
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パッチの適用を再発行する

停止したパッチの適用を再開したり、1回限りのパッチの適用を再発行したりすることもできま

す。パッチの適用を再発行すると、同じ構成と対象を持つ新しいパッチの適用が作成されま

す。

1. [Patch]メニューで[Deployments (パッチの適用 )]をクリックします。

2. [Active (アクティブ)]タブで、パッチの適用名をクリックします。

3. [Reissue (再発行 )]をクリックします。

4. (オプション)必要な変更を行います。

5. 変更をプレビューします。

6. [Deploy (パッチの適用 )]をクリックします。

パッチの適用を停止する

パッチの適用は停止できます。停止すると、パッチの適用の終了時刻が変更されます。すで

にインストールが完了しているパッチは削除されません。

1. [Patch]メニューで[Deployments (パッチの適用 )]をクリックします。

2. [Active (アクティブ)]タブで、デプロイ名をクリックします。

3. [Stop (停止 )]をクリックします。

4. [Inactive (非アクティブ)]タブをクリックし、パッチの適用名をクリックしてステータスを確認

します。
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パッチの適用の再試行数を変更する

パッチの適用時にそれぞれの段階を試行する回数を変更できます。たとえば、デフォルトの5
回では、パッチはダウンロードを5回とインストールを5回試行します。

1. [Patch]のホームページで設定をクリックします。

2. [Retry Limit (再試行回数 )]ドロップダウンメニューから、再試行回数を選択します。

デフォルトは5回です。

3. [Reset Frequency (頻度のリセット)]フィールドに再試行回数を入力します。

4. [Save (保存 )]をクリックします。

パッチ適用テンプレートの作成

インストールまたはアンインストール用パッチの適用テンプレートを作成できます。このテンプレー

トには、繰り返し発行するパッチ適用の設定を保存できます。パッチ適用テンプレートを作成

するには、[Deployment Templates (パッチの適用テンプレート)]のメニュー項目からパッチ適

用テンプレートを1つ選択するか、パッチの適用を作成するときにテンプレートとして保存するオ

プションを選択します。

1. [Patch]メニューで[Deployment Templates (パッチの適用テンプレート)]をクリックします。

次に、[Install Template (テンプレートをインストール)]または[Uninstall Template (テン

プレートをアンインストール)]をクリックします。

2. [Create Template (テンプレートを作成 )]をクリックします。

3. パッチ適用テンプレートの名前を指定します。

4. パッチの適用オプションを選択します。これらのオプションは、個々のパッチの適用で設

定できるオプションと同じです。

5. [Save (保存 )]をクリックします。

6. このテンプレートは、パッチ適用を作成するときに使用できます。

参照： パッチステータス

パッチ適用ステータス

以下は、すべてのパッチ適用ステータスグループとサブステータスのリストです。複数回の試行

があった場合は、ステータスに- 再試行 回数と表示される場合があります。例：ダウンロー

ド - 再試行2回。
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ステータス

グループ

サブステータス

待機中 l パッチ適用構成ファイルを待機中

l パッチ適用開始時刻を待機中

l メンテナンス時間枠を待機中

l スキャン構成ファイルを待機中

ダウンロード

中

l ダウンロード中

l ダウンロード中 -再試行

l ダウンロードが完了し、パッチ適用開始時刻を待機中

l ダウンロードが完了し、メンテナンス用時間枠の構成ファイルを待機中

l ダウンロードが完了し、ブラックリストの構成ファイルを待機中

l ダウンロードが完了し、メンテナンス用時間枠を待機中

l ダウンロードが完了し、ユーザー受け入れを待機中(これにはユーザーの延期された

再起動を含む)

インストール l 事前インストールランダム遅延

l インストール前のスキャン

l インストール

l 再起動の保留中にメンテナンス用時間枠を待機中

l 再起動の保留中にメンテナンス用時間枠の構成ファイルを待機中

l 再起動の保留中にユーザー受け入れを待機中[this includes user has postponed]

l 再起動の保留中にエンドユーザー通知ツールが欠如

l 再起動の保留中にエンドユーザー通知のサポートなし

l インストール後のスキャン

完了 l 完了、全パッチを適用/完了、全パッチを削除

l 完了、一部のパッチを適用/完了、一部のパッチを削除(再試行回数を使い果たし

た場合)

l エラー、パッチの適用なし/エラー、パッチの削除なし

l エラー、インストールを中止/エラー、アンインストールを中止

l エラー、何かアクションが実行される前にパッチ適用が終了

強制ステータス

ステータスグループ サブステータス

ブラックリストの時間枠とメンテナンス用時間枠 l 強制

l 未適用
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ステータスグループ サブステータス

スキャン設定 l 未適用

l 初期スキャンを待機中

l 完了、次のスキャンを待機中

l ダウンロード中

l スキャン中
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メンテナンス用時間枠の設定

メンテナンス時間枠は、パッチをコンピュータグループに適応できるタイミングを制御します。メン

テナンス時間枠は、パッチの適用の開始と終了時刻から独立しています。コンピュータにメン

テナンス時間枠を適用した後、現在のメンテナンス時間枠にない限り、そのエンドポイントは

パッチをインストールしないか、パッチのインストールを完了するために再起動します。パッチをイ

ンストールするには、構成されたパッチ適用時間にメンテナンス時間枠が開いている必要があ

ります。

メンテナンス時間枠のオプション

使用環境に最も適した時間帯にメンテナンス時間枠を構成できます。コンピュータグループに

対して強制的にメンテナンス時間枠を適用します。複数のメンテナンス時間枠は複数回パッ

チの操作を許可するよう指定して、コンピュータグループに作用させることができます。

希望する時間枠 日付と時刻の後に選択するもの

ワンタイム時間枠 [Does Not Repeat (繰り返し無し)]

数日おきに繰り返される時間枠 [Daily (毎日)]と時間枠が開く日間隔

毎週同じ曜日に繰り返される時

間枠

[Weekly (毎週)]、時間枠間の週数、および時間枠が開く曜日

毎月同じ日に繰り返される時間

枠

[Monthly (毎月)]、時間枠が開く月間隔、および[Day of the
Month (日)]

毎月同じ日に繰り返される時間

枠

[Monthly (毎月)]、時間枠が開く月間隔、および[Day of the
Week (曜日)]

毎年同じ日に繰り返される時間

枠

[Yearly (毎年)]と時間枠が開く年数の間隔

重要：メンテナンス時間枠を繰り返さず、コンピュータグループに対して1度だけ実行す

る場合、時間枠が閉じた後にパッチは適用できません。

メンテナンス時間枠を作成する

エンドポイントにパッチが適用されている場合、複数のメンテナンス時間枠を開きカスタマイズ

することができます。たとえば、ネットワークの使用が少ない時間帯や就業時間外にパッチイン

ストールを適用する時間枠を作成することができます。
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1. Patch[Menu (メニュー)]から[Maintenance Windows (メンテナンス時間枠 )]をクリックしま

す。

2. [Create Window (時間枠の作成 )]をクリックします。

3. 時間枠に名前を付けます。

4. ブラウザの時間またはエンドポイントの現地時間から選択します。

5. 時間枠の繰り返しを構成します。

a. 繰返すタイムフレームを選択します。

b. 週や曜日、繰り返しの頻度などの追加オプションを設定します。

たとえば、通常Microsoftからパッチのアップデートがリリースされる火曜日を考慮し、それ

以降にパッチを構成するために、水曜日にこの設定をすることが可能です。
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6. 日付と時刻のピッカーを使用して、時間枠の開始時刻と終了時刻を設定します。

注意：メンテナンス時間枠が繰り返される場合、終了日はありません。メンテナ

ンス時間枠を停止するには、対象のコンピュータグループに対する強制を削除す

る必要があります。

7. [Create (作成 )]をクリックします。

8. 1つまたは複数のターゲットコンピュータグループを追加します。

メンテナンス用時間枠を上書きする

[Override Maintenance Windows (メンテナンス時間枠の上書き)]オプションを構成することで

メンテナンスの期間外にパッチを適用できます。詳細は、「36ページのパッチの適用」を参照し

てください。パッチの適用オプションでエンドポイントを再起動するようにも選択すると、パッチの

インストール直後にエンドポイントが再起動する点に注意してください。

メンテナンス用時間枠を削除する

強制が削除された後、メンテナンス用時間枠を削除できます。

1. Patch[Menu (メニュー)]から[Maintenance Windows (メンテナンス時間枠 )]をクリックしま

す。

2. 時間枠を選択します。

3. 時間枠がコンピュータグループに対して強制されている場合は、すべてのグループを削

除します。

4. 右上の[Delete (削除 )]をクリックします。

5. 削除を確定します。
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Patchの使用例

例1：主要な2016パッチを自動的に適用する

重要かつクリティカルな2016パッチをすべて識別するパッチリストを作成できます。このようなパッ

チリストは、すでに高度なパッチに準拠していてもエンドポイントのグループをターゲット設定す

るのに有効です。多くの組織では、企業ネットワークに新しく追加されたエンドポイントが自動

的にパッチを受け取ることを望んでいます。これにより、自動的にパッチのセキュリティコンプライ

アンスに準拠し、ネットワーク上に表示される古いエンドポイントがパッチ監査期間にコンプライ

アンス上の問題を起こさずにすみます。

1. 次の設定でパッチリストを作成します：

a. ルールセクションで、次の条件で2つのルールを作成します：

l 2016 Critical Patches conditions (2016年のクリティカルパッチ状態 )
l [Release Date (リリース日 )]、[On or After (以降 )]、01/01/2016

l [Release Date (リリース日 )]、[On or Before (以前 )]、12/31/2016

l [Severity (重要度 )]、[Contains (内容 )]、クリティカル。

l 2016 Important Patches conditions (2016年の重要パッチ状態 )
l [Release Date (リリース日 )]、[On or After (以降 )]、01/01/2016

l [Release Date (リリース日 )]、[On or Before (以前 )]、12/31/2016

l [Severity (重要度 )]、[Contains (内容 )]、重要。
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b. 該当のコンピュータグループを対象とします。

2. パッチリストを使用して、進行中の適用でパッチをインストールします。

ルール1または2に一致するパッチが対象のコンピュータグループに適用されます。以前リリース

された重要かつクリティカルなすべてのパッチを含むリストは、一定期間稼動していなかったマ

シンがオンラインになった時でもポリシーが確実に自動的に適用されます。

詳細な手順については、「30ページのパッチリストを作成する」と「36ページのパッチをインストー

ルするためにパッチの適用を作成する」を参照してください。

例2：.NETのパッチを除外するブラックリストを作成する

ビジネス上重要なアプリケーションを実行するコンピュータグループの中の複数のサーバを想定

します。.NETのパッチはエンドポイントの基盤となるフレームワークを変更する可能性があるた

め、実行中のアプリケーションに悪影響を与える可能性のあるパッチをこれらのサーバに配布

しないようにする必要があります。

次の設定で.NETパッチ用のブラックリストを作成します：

1. [Patch Title (パッチタイトル)]、[Contains (内容 )]、.NETの条件にあわせてルールを作

成します。

2. アプリケーションサーバを含むコンピュータグループを対象とします。
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詳細な手順については、「30ページのブラックリストでパッチを除外する」を参照してください。

例3：世界規模のネットワークへパッチを適用する

複数のタイムゾーンにまたがるネットワークがあり、特定の時間帯にエンドポイントをパッチする

ことで、確実に業務のコアタイムを妨げないようにできます。

1. 結果をタイムゾーンで監視する場合は、各タイムゾーンごとにコンピュータグループを作

成します。

たとえば、次の質問を使用できます：「EST」を含むタイムゾーンのフィルタベースのコン

ピュータグループを作成します。

2. 1つメンテナンス用時間枠を作成します。それをTanium Clientの現地時間 (たとえば、

午前1〜4時 )と繰り返しの頻度を設定します。

3. ターゲットにするコンピュータグループを追加します。

4. パッチの適用を作成してパッチをインストールし、同じコンピュータグループを対象としま

す。

エンドポイントは、従業員の時間外に指定されたパッチをインストールします。パッチの適用の

結果はタイムゾーンで分割され、全体のインストール成功が分かります。

詳細については、「Tanium Core Platformユーザーガイド：コンピュータグループの管理」、「50
ページのメンテナンス時間枠を作成する」、および「36ページのパッチをインストールするために

パッチの適用を作成する」を参照してください。

例4：Wanna Cryの脆弱性への対応

Wanna Cry (wcry)ランサムウェアの既知のレバレッジポイントの1つとして、Microsoft Security
Bulletin MS17-010がMicrosoft SMBv1のレガシープロトコルの脆弱性に対処しました。通常、

最新のCABファイルを使用した最近のスキャンでは、追加のパッチが必要であることが示されま

す。パッチを使用してパッチリストを作成し、必要に応じて適用することで、これらの重要な

パッチが欠落したエンドポイントを確認することができます。

1. (オプション)影響を受けるエンドポイントをInteractで集計するには、"
(.*4012598.*|.*4012212.*|.*4012215.*|.*4012213.*|.*4012216.*|.*4012214.*
|.*4012217.*|.*4012606.*|.*4013198.*|.*4013429.*)"に一致する適用可能なパッチで

すべてのマシンをオンラインにする。

この質問には、MS17-010 Security Bulletinに対して脆弱なエンドポイントの一覧が記

載されています。

2. インストールが必要な場合、[KB Articles (KB記事 )]、[Contains (内容 )]の条件を使

用するKB番号ごとに1つルールをもったパッチリストを作成します。KB番号は次の式で表

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_computer_groups.html


©2018 Tanium Inc. All Rights Reserved 56ページ

されます：

OSバージョン 説明 確認するパッチ

l Windows 10

l Windows 2016

Windows 10およびWindows 2016は、最新の

累積的な更新プロセスを使用します。2017
年3月以降の累積的な更新プログラムのパッ

チの適用には、必要なすべてのパッチを適用

する必要があります。

Windows 10
l KB4012606

l KB4013198

l KB4013429

Windows 2016 -
KB4013429

l Windows 7

l Windows 8.1

l Windows 2008

l Windows 2008R2

l Windows 2012

l Windows 2012R2

脆弱なシステムを更新するには、2つの方法

があります。

l 方法1：2017年3月のセキュリティのみ品

質アップデート(Security Only Quality
Updates)を適用する

l 方法2：2017年3月(以降)のセキュリティ月

例品質ロールアップ(Security Monthly
Quality Rollup)を適用する

Windows Server 2008 R2、
Windows 7
l 方法1 - KB4012212

l 方法2 - KB4012215

Windows Server 2012 R2、
Windows 8.1
l 方法1 - KB4012213

l 方法2 - KB4012216

Windows 2012
l 方法1 - KB4012214

l 方法2 - KB4012217

Windows Server 2008 SP2
- KB4012598(方法1のみ)

l Windows XP

l Windows 2003

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。

注意：これらはORオペランドを使用できるように個別のルールでなければなりませ

ん。オペレーティングシステム別のコンピュータグループを使用することをお勧めしま

す。

3. (オプション)各コンピュータグループの適用範囲の数を確認します。

4. エンドポイントの再起動を含む適用でパッチリストをインストールします。

ヒント：現在オフラインになっているエンドポイントに対処するため、これを継続的

に適用することを検討してください。

5. 適用が完了したら、[Deployments (パッチの適用 )]>[Install (インストール)]ページに移

動して、適用を選択します。
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6. 適用状況を確認し、任意のセクションを拡大してサブステータス別の数を表示します。

7. さらにドリルダウンする必要がある場合は、インタラクトアイコン をクリックしてコンピュータ

名による結果を確認します。

WannaCryを軽減するために他のTanium Moduleを使用する方法の詳細については、

「Tanium Techブログ："WannaCry"/"wcry"ランサムウェアアウトブレイク：チタンがどのように役立

つか」を参照してください。

https://blog.tanium.com/wannacry-wcry-ransomware-outbreak-tanium-can-help/
https://blog.tanium.com/wannacry-wcry-ransomware-outbreak-tanium-can-help/
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Patchのトラブルシューティング

Patchが期待通りに機能しない場合は、トラブルシューティングや設定の変更が必要になるこ

とがあります。サポートが必要な場合は、テクニカルアカウントマネージャに連絡することもでき

ます。

トラブルシューティングパッケージを収集する

ご自身でのレビューやサポート支援のため、トラブルシューティングに関連するPatchログとファイ

ルをコンパイルすることができます。

1. Patchログを取得します。

a. Patchのホームページで、[Help (ヘルプ)] をクリックします。

b. [Collect Troubleshooting Package (トラブルシューティングパッケージを収集す

る)]をクリックします。

ログのzipファイルをダウンロードするのに数分かかることがあります。ファイルのタイムスタン

プの形式は、Patch-YYYY-MM-DDTHH-MM-SS.mmmZです。

2. (オプション)エンドポイントで、CABファイルを除きTanium\Tanium
Client\Patch\scansフォルダをコピーします。

エンドポイントロギングを構成する

[Patch - Set Patch Process Options (Patch -パッチプロセスオプションの設定 )]パッケージをエ

ンドポイントに割り当てて、デフォルトのログタイプとログローテーションの設定を変更します。

1. ログを構成するシステムを対象とします。

2. [Deploy Action (アクションを実行する)]をクリックします。[Patch - Set Patch Process
Options (Patch -パッチプロセスオプションの設定 )]パッケージを選択します。
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3. ログタイプとログローテーション設定を構成します。

デフォルトでは、ログサイズが1MBに達すると、新しいログが作成されます。たとえば、

patch0.log、patch1.log、patch2.logなど、最大で10個のログファイルが作

成される場合があります。

パッチが[Patches (パッチ)]ビューに表示されない場合

パッチを表示するのが難しい場合：

1. [Patch - Is Process Running (Patch -実行中のプロセス)]センサーがエンドポイントで実

行されていることを確認します。

2. Patchの予定済みのアクションを確認します。

a. メインメニューから、[Actions (アクション)]>[Scheduled Actions (予定済みアクショ

ン)]の順に移動します。

b. [Action Groups (アクショングループ)]ペインで[Patch]をクリックします。

c. [Patch - Ensure Patch Process (Patch -パッチプロセスを確実に行う)]と[Patch -
Distribute Deployment (Patch -パッチの適用の割り当て)]# (name)アクションの

問題の詳細を確認します。

3. \Tanium Client\Patch\patchx.logでエンドポイントログを確認する。

4. オフラインのCABファイルのスキャン構成は、CABファイルが\Tanium
Client\Patch\Scans\Wsusscn2.cabで利用可能になっていることを確認しま

す。

5. WSUSまたはMicrosoft Onlineのスキャン構成については、詳細を

c:\Windows\WindowsUpdate.logで確認します。
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6. スキャン構成では、[Random Scan Delay (ランダムスキャンの遅延 )]設定を変更しま

す。

パッチ情報の収集範囲を変更する

構成スキャンがコンピュータグループに対して強制されると、保存された質問がエンドポイント

に送信され、パッチが適用可能かどうかをチェックします。これは、「Patch Visibility (パッチの可

視性 )」セクションの集計カウントとして戻ってきます。Tanium ServiceまたはClientの負荷を軽

減する必要がある場合は、集約に含まれるコンピュータグループを制限できます。パッチアク

ションは、対象となるすべてのエンドポイントでも実行されます。ただし、適用可能数には、選

択したコンピュータグループのみが含まれます。

1. [Patch]ホームページで、[Settings (設定 )] をクリックします。

2. [Computer Groups for Patch Visibility (Patchの可視性のためのコンピュータグループ)]
のグリッドから、コンピュータグループを選択します。

すべてのコンピュータグループはデフォルトでターゲットに設定され、結果としてPatchが機

能するために必要な質問が1つ保存されます。追加のコンピュータグループごとに1つ追

加で保存された質問を作成します。

3. [Save (保存 )]をクリックします。

注意：管理者ロールを持つユーザーのみが、Patchの設定を変更できます。

注意：パッチアクションは、対象となるすべてのエンドポイント上で実行されます。ただ

し、保存された質問の適用範囲には、選択したコンピュータグループのみが含まれま

す。

Windows Update Agentを確認および更新する

Taniumを使用して、WindowsエンドポイントにインストールされているWindows Update Agent
のバージョンを確認できます。

1. Interactでは、Get File Version["C:\Windows\System32\wuaueng.dll"] from all

machines (すべてのマシンからファイルバージョンを取得する)と保存された質問を実行します。

2. 6.1.0022.4以下は更新してください。マイクロソフトの記事「Windows Update Agentの更

新」を参照してください。

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa387285(v=vs.85).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa387285(v=vs.85).aspx
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Patchをアンインストールする

Patchをアンインストールする必要がある場合は、まず、エンドポイントでPatchアーティファクトを

クリーンアップしてから、サーバからPatchをアンインストールします。

1. エンドポイントからパッチアーティファクトをクリーンアップします。

a. Interactを使用してエンドポイントを対象にします。Patchを適用したエンドポイント

のリストを取得するには、[Patch - Is Process Running (Patch - 実行中のプロ

セス)]に保存された質問を求めます。

b. [Deploy Action (アクションを実行する)]をクリックします。[Patch - Clean Up Patch
2 Processes and Files (Patch - Patch 2のプロセスおよびファイルのクリーンアップ)]
パッケージを選択します。

c. [Actions (アクション)]>[Actions History (アクション履歴 )]ページのアクションステー

タスを確認します。

2. PatchソリューションをTanium Module Serverから削除します。メインメニューから、

[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]をクリックします。

a. Patchセクションで、[Uninstall (アンインストール)]をクリックし、プロセスに従いま

す。

b. [Proceed with Uninstall (アンインストールを続行する)]をクリックします。

c. アンインストーラにより、アクションと保存された質問の再発行が無効になります。

d. [Tanium Solutions (Taniumソリューション)]ページに戻り、[Import (インポート)]ボ
タンがPatchで使用可能であるか確認します。

Patchモジュールがコンソールで更新されていない場合は、ブラウザをリフレッシュし

てください。

Patchデータベースの状態を復元する

patch.dbファイルをインポートしてPatch構成を復元できます。

1. Tanium Module Server上のPatchサービスを停止します。

2. patch.dbファイルをc:\Program Files\Tanium\Tanium Module
Server\services\patch\にコピーし、既存のファイルと置き換えます。

3. Patchサービスを再起動します。

4. Tanium Consoleで、Patchワークベンチをリフレッシュします。

5. サービス資格情報をリセットします。[Set your service account (サービスアカウントの設

定 )]をクリックして、ユーザー名とパスワードを入力します。

6. パッチリスト、パッチの適用、関連するパッチおよびアクションを含む既存のデータは、

Patchワークベンチに表示されます。
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注意：パッチの適用の予定済みアクションが見つからない場合は、表示されるま

で最大で5分ほど待機が必要になる場合があります。
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