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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、正確性には万全を

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 を参照してください。

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｡

Taniumは、当社製品について最高水準のアクセシビリティを実現することに力を注いでいます。今日まで、Taniumは米国連邦規制、

特に1998年のリハビリテーション法のセクション508の遵守に注力してきました。当社は、長年にわたって製品開発の過程でサードパー

ティのアクセシビリティ評価を実施してきました。最近では2019年9月、すべての主要製品モジュールについてWCAG 2.1/VPAT 2.3規格に

対する包括的な監査を終了しました。最近のテストでは、Tanium Console UIは、適用されるすべてのWCAG 2.1基準について完全対応

または部分対応を達成しています。Taniumは、見込み客を含むあらゆるお客様が大規模なソリューション計画立案プロセスの一環と

してモジュール単位でVPATレポートを入手できるようにします。

新製品や新機能を続々と提供する中、Taniumはテストを実施することでアクセシビリティ指針の徹底を図ります。Taniumは、問題の重

要度と変更の範囲を踏まえ、実現可能な範囲でこの徹底に最大限の努力をすることをお約束します。これらの目標は、当社の既存

のリソースとともに納品が計画されている機能およびリリースにも組み込まれます。

Taniumではお客様のご意見をお待ちしております。Taniumモジュールと有用な技術要件をもとに、ソリューションを使いやすくするための

ご意見やご要望をお寄せください。Taniumのカスタマーコミュニティにとってアクセシビリティ要件は重要であり、当社は全体的な製品の

ロードマップの中でそうした要件に対する遵守を優先させることをお約束します。Taniumは進捗および重要事項に対する透明性を維

持し、この取り組みに関するご意見・ご質問を歓迎します。詳細は、営業担当者に直接、またはTaniumサポート

( support@tanium.comまたはaccessibility@tanium.com) にEメールでお問い合わせください。

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。

© 2022 Tanium, Inc. All rights reserved.
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概要

Complyを使用して、業界のセキュリティ標準と脆弱性定義、カスタムコンプライアンスチェックを使用してエンドポイントにセキュリティ構

成の問題やソフトウェア脆弱性がないか評価することができます。オンデマンドで包括的な全社規模の結果が得られるため、組織全

体のリスクを低減して、セキュリティ・ハイジーンを改善し、PCI (Payment Card Industry)やHIPAA (Payment Card Industry)、SOX

(Sarbanes-Oxley Act)などの業界のコンプライアンス監査に対する準備を簡単に行うことができます。

Complyは、DISA (Defense Information Systems Administration) やCIS (Center for Internet Security)が公開する標準などのSCAP準

拠のコンテンツを使用して、オペレーティングシステムおよびアプリケーションのパスワードポリシー、ファイルアクセス権限、その他のコン

ポーネントの構成を評価します。Complyは、Windows、macOS、Linux、AIX、Solarisエンドポイントをサポートします。

運用を開始する

Complyの初期インストール(Complyのインストール(47ページ))を終えると、次のタスクを実行してデータを収集、評価して、レポートにま

とめることができます。

スキャンエンジンのインポートとエンドポイントの準備

スキャンエンジンは、業界のセキュリティ基準と脆弱性定義、カスタムコンプライアンスチェックを使用してエンドポイントにセキュリティ設定

の問題やソフトウェア脆弱性がないか評価します。Complyを使用するには、スキャンエンジンが少なくとも1つ必要です。たいていの組

織は、付属のTanium Scan EngineとAmazon Coretto JREを利用でき、スキャンエンジンやJREをアップロードする必要はありません。ス

キャンエンジンとJREの準備を終えたら、デフォルトの対象設定(Tanium Complyのアクショングループ)を使用するか、カスタム対象を設

定することができます。

次のドキュメントを参照してください。

l スキャンエンジンとJREの操作(66ページ)

l エンドポイントの準備(77ページ)

基準のインポート

基準は、エンドポイントで実行される一連のチェックです。基準は、コンプライアンスおよび脆弱性アセスメントで使用されます。コンプラ

イアンスと脆弱性基準をインポートし、必要に応じてカスタムプロファイルを作成して、エンドポイントに展開する基準のサブセットを指

定します。例えば、ベースラインのコンプライアンスおよび脆弱性基準を用意し、定期的にチェックすることができます。

次のドキュメントを参照してください。

l 基準および脆弱性のソースを使用する(80ページ)

l コンプライアンス結果のカスタマイズ(146ページ)

アセスメントの設定

アセスメントを使用して、チェックを実行するためのスキャンエンジンと標準をエンドポイントに展開することができます。コンプライアンスア

セスメントの設定では、スキャンエンジンと標準、対象に設定するエンドポイントを選択します。脆弱性アセスメントの設定では、スキャ

ンエンジンと脆弱性ライブラリ、CVEを選択します。アセスメントはいつでも変更/編集することができます。アセスメントを定期的に実行す

るスケジュールを作成することもできます。
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次のドキュメントを参照してください。

l コンプライアンスアセスメントの作成(87ページ)

l 脆弱性アセスメントの作成(104ページ)

調査結果の表示とレポートの作成

調査結果は、エンドポイントに対するアセスメントの出力または結果です。調査結果は、ステータス(合格/不合格)、標準、エンドポイ

ントなど、複数の条件でフィルタリングおよび並べ替えることができます。コンプライアンスおよび脆弱性調査結果のフィルタリング結果は

レポートとして保存できるため、選択した調査結果データを任意に組み合わせてレポートをカスタマイズしたり、再実行したりできます。

次のドキュメントを参照してください。

l 調査結果を使用したレポートの作成(134ページ)

ダッシュボードのモニター

上記のタスクを完了し、結果の受信が開始されると、時間の大半はダッシュボードに表示される指標の確認に費やすことになります。

[Overview (概要)] ページにあるComplyダッシュボードには、Complyの調査結果データを視覚化したTanium Trendsボードがありま

す。環境全体の健全性を一目で確認し、必要に応じてドリルダウンして問題を調査することができます。

次のドキュメントを参照してください。

l 他のTanium製品との統合(12ページ)

l Tanium Trendsユーザガイド

l レポートの操作(139ページ)

Complyでの成功(15ページ)の運用開始チェックリストも参照してください。

他のTanium製品との統合

Complyには、Tanium™ Connect、Tanium™ Patch, and Tanium™ Trendsなどの他のTaniumソリューションとの統合機能が組み込まれ

ており、関連データのレポート機能を強化することができます。

Connect

Complyの脆弱性レポートは接続の接続元として利用できます。詳細は、脆弱性レポートのエクスポートを参照してください。

Patch

Comply脆弱性レポートの結果にあるリンクからPatchを開くことで、報告された脆弱性を解決するパッチの詳細を表示できます。パッチ

の詳細ページからエンドポイントに直接パッチをインストールすることもできます。詳細は、脆弱性レポートの結果を参照してください。

Trends

ComplyはComplyコンセプトのデータ視覚化を提供するトレンドボードを備えています。

https://docs.tanium.com/trends/trends/importing_gallery.html
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[Comply] ボードには、Complyのデプロイメント、コンプライアンスの問題、脆弱性の調査結果、スキャンステータスに関する情報が表

示されます。[Comply]ボードは、以下のセクションとパネルで構成されています。

l カバー率

o カバー率

l 可視性

o 脆弱性の有無

l 有効性

o コンプライアンスの流出 - 過去30日間

o 脆弱性の調査結果 - 過去30日間

l 運用化

o 脆弱性が高のエンドポイント
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Complyでの成功

.

.

以下のベストプラクティスに従うことで、Tanium Complyの価値を最大化し、成功を収めてください。これらの手順は、標準の主要指標

に沿っています。エンドポイントに対するComplyカバー率と重要度が重要または高のエンドポイントの削減。

手順1：組織的効果を達成する

Complyの価値を最大化する主要組織ガバナンス手順を実行します。各タスクについての詳細は、組織効果の達成(20ページ)を参照

してください。

☐ 専用の変更管理プロセスを開発する。

☐ RACIチャートで役割と責任を明確に定義する。

☐ 部署横断的な組織連携を検証する。

☐ 運用指標を追跡する。

手順2：Taniumのモジュールをインストールする

☐ Tanium Connectをインストールします。Tanium Connectユーザガイド：Connectのインストールを参照してください。

☐ Tanium Patchをインストールする。参照 : Tanium Patchユーザガイド：Patchのインストール

☐ Tanium Complyをインストールします。Complyのインストール(47ページ)を参照してください。

☐ Tanium Trendsをインストールします。以下を参照してください。Tanium Trendsユーザガイド：Trendsのインストール。

☐ Tanium Client ManagementとTanium Endpoint Configurationをインストールする。Tanium Client Managementユーザガイド：

インストールを参照してください。

https://docs.tanium.com/connect/connect/installing.html
https://docs.tanium.com/patch/patch/installing.html
https://docs.tanium.com/trends/trends/installing.html
https://docs.tanium.com/client_management/client_management/installing_client_management.html
https://docs.tanium.com/client_management/client_management/installing_client_management.html
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☐ Trends初期ギャラリーからComplayボードをインポートする。以下を参照してください。Tanium Trendsユーザガイド：初期ギャラ

リーをインポートする。Tanium推奨構成を適用オプションを使用してTrendsをインストールした場合、Complyボードは、Comply

サービスアカウントの設定後に自動的にインポートされます。

手順3：Complyを設定する

☐ サポートされているWindows、macOS、Linux、AIX、およびSolarisエンドポイントなどの、レポートで使用するコンピュータグループ

を作成します。詳細は、以下を参照してください。Tanium Consoleユーザガイド：コンピュータグループを作成します。

Complyのインストールで [Apply Tanium commended configurations (Tanium推奨構成を適用)] オプションを使用

した場合は、コンピュータグループが自動的に作成されます。要件を参照してください。

☐ Complyサービスアカウントを設定します。サービスアカウントを設定するを参照してください。

ComplyのインストールでTanium推奨インストールのワークフローを使用した場合、サービスアカウントには、Complyの

インストールに使用されたアカウントが自動的に設定されます。

手順4：展開の作成

☐ グループをテストする条件を定義する。Complyの設定時に作成したコンピュータグループや、[Apply Tanium recommended
configurations (Tanium推奨設定を適用)] オプションを使用してComplyをインストールした場合に自動的に作成されたコンピュー

タグループを指定できます。

☐ テストの成功基準とタイムラインを定義します。

☐ Complyの本番展開を定義します。段階的展開にするか、あるいは本番エンドポイントのすべてに一度に展開するか?

☐ 対象エンドポイントのアーキテクチャとプラットフォームに基づいて展開を作成します。新しい展開物ごとに、展開物を展開して、

接続先エンドポイントへのComplyツールとスキャンエンジンの配布を開始します。エンドポイントの準備を参照してください。

Complyのインストールで [Tanium recommended configurations (Tanium推奨インストール)] ワークフローを使用した

場合は、が自動的に作成されて、エンドポイントにComplyのツールとTanium Scan Engineが自動的に展開されます。

Tanium Scan Engine (JovalCMで動くスキャンエンジン) エンドポイントに展開されます。

https://docs.tanium.com/trends/trends/importing_gallery.html
https://docs.tanium.com/trends/trends/importing_gallery.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_computer_groups.html#Create_computer_groups
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手順5：Configure standards (基準を設定する)

☐ 必要に応じて、サポートされている追加の設定コンプライアンス基準をアップロードすることができます。個々の基準のインポート

とカテゴリの割り当てを参照してください。

☐ 必要に応じて、追加の脆弱性情報のソースを設定します。新しい脆弱性情報のソース情報を作成するを参照してください。

手順6：Create assessments (アセスメントを作成する)

☐ Tanium認定の標準を使用し、組織のエンドポイントを対象とする構成コンプライアンスアセスメント作成する。コンプライアンスア

セスメントの作成を参照してください。

Complyのインストールで [Apply All Tanium recommended configurations (Tanium推奨構成をすべて適用)] オプ

ションを使用した場合は、各種オペレーティングシステムごとにの設定コンプライアンスレポートが作成されます。

☐ Tanium Vulnerability Libraryの脆弱性定義を使用し、組織のエンドポイントを対象とする脆弱性アセスメントを作成する。脆

弱性アセスメントの作成を参照してください。

Complyのインストールで [Apply All Tanium recommended configurations (Tanium推奨構成をすべて適用)] オプ

ションを使用した場合は、各種オペレーティングシステムごとにの脆弱性アセスメントが作成されます。

☐ アセスメントが完了するのを待ちます。

ステップ6A：リモート認証ベースのスキャンのアセスメントの作成

リモート認証ベースのスキャンは、Tanium Clientをサテライトとして利用することで、Tanium Clientがインストールされて

いないエンドポイントをスキャンします。このスキャン方法は、Tanium Clientをインストールできないエンドポイントおよび

サブネットから情報を取得する場合に有用です。

☐ リモート認証ベースのスキャンに必要なすべてのTaniumソリューションをインストールすることができます。リモート認証ベースのス

キャン要件(31ページ)を参照してください。

☐ リモート認証ベースのスキャンを作成するためのRBACアクセス権限を設定します。Comply RASアセスメント作成者RBACロールが

必要です。ユーザロールの要件(39ページ)を参照してください。
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☐ Tanium Direct Connectでサテライトを作成する。詳細は、Tanium Direct Connectユーザガイド：サテライトの管理。

サテライトとして使用するエンドポイントは、16ギガバイト (GB)のRAMと4つのCPUの構成にすることをお勧めします。

現在、AIXおよびSolarisサテライトからリモート認証ベースのスキャンを実行することはできません。

現在、Zone Serverをサテライトとして使用することはできません。

☐ Tanium Discoverサテライトスキャンを作成する。参照 : Tanium Discoverユーザガイド : サテライトスキャンの実行

☐ Tanium DiscoverでインターフェイスをTanium Data Service (TDS)に昇格する。参照 : Tanium Discoverユーザガイド : インターフェイ

スの管理。

エンドポイントがTanium DiscoverのPromote Unmanaged Interface (非管理対象インターフェイスを昇格)ラベルと一

致しない場合、そのエンドポイントはTDSに昇格されません。エンドポイントがTDSに昇格されなかった場合、Complyが

そのエンドポイントをスキャンすることはできません。

☐ Tanium Complyで資格情報を設定する。リモート認証ベースのスキャン用の資格情報リストを設定する(58ページ)を参照してく

ださい。

サテライトスキャンに使用する資格情報リストの資格情報の数はできるかぎり少なくしてください。使用する資格情報

の数が多いほど、資格情報で問題が発生するリスクが大きくなり、セキュリティアラートやアカウントロックアウトが発生す

る可能性があります。

☐ サテライトを使用して非管理対象エンドポイントをスキャンする、コンプライアンスおよび脆弱性のリモート認証ベースのスキャンア

セスメントを作成する。リモート認証ベースのスキャンアセスメントの設定を参照してください。

☐ アセスメントが完了するのを待ちます。

手順7：レポートを作成する

☐ Tanium認定の標準を使用し、組織のエンドポイントを対象とする構成コンプライアンスレポートを作成する。調査結果を使用し

てレポートを作成する(137ページ)を参照してください。

https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/managing_satellites.html
https://docs.tanium.com/discover/discover/satellite.html
https://docs.tanium.com/discover/discover/managing.html#auto
https://docs.tanium.com/discover/discover/managing.html#auto
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Complyのインストールで [Apply All Tanium recommended configurations (Tanium推奨構成をすべて適用)] オプ

ションを使用した場合は、各種オペレーティングシステムごとにの設定コンプライアンスレポートが作成されます。

☐ Tanium Vulnerability Libraryの脆弱性定義を使用し、エンタープライズエンドポイントを対象とする脆弱性レポートを作成しま

す。調査結果を使用してレポートを作成する(137ページ)を参照してください。

Complyのインストールで [Apply All Tanium recommended configurations (Tanium推奨構成をすべて適用)] オプ

ションを使用した場合は、各種オペレーティングシステムごとにの脆弱性レポートが作成されます。

☐ レポートが完了するのを待ちます。

☐ 必要に応じて、Tanium Connectを使用して脆弱性レポートからデータをエクスポートします。脆弱性レポートのエクスポートを参

照してください。

手順8：Complyの指標を監視する

☐ Trendsメニューで [Boards (ボード )] をクリックし、Complyをクリックして [Coverage (カバー率)]、[Is Compliant (コンプライアンス

性)]、[Is Vulnerable (脆弱性)] パネルを表示します。

☐ Complyのカバー率を監視およびトラブルシューティングします(165ページ)。

☐ 脆弱性が重要または高のエンドポイントを監視およびトラブルシューティングする(167ページ)。
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組織効果の達成

Complyが提供する価値を最大化する4つの重要な組織ガバナンスのステップは次のとおりです。

l 専用の変更管理プロセスを開発する。変更管理(20ページ)1を参照してください。

l 役割と責任を明確に定義する。「RACIチャート (20ページ)」を参照してください。

l 部署横断の連携を検証する。「組織的連携(25ページ)」を参照してください。

l 運用の達成度を追跡する。運用指標(25ページ)を参照してください。

1組織の脆弱性管理プログラムは、変更管理ガバナンスと連携してて、改善の取り組みを推進します。たとえば取り組みとしては、レ

ポート実行のタイミング、パッチ適用などの改善業務の実施ばかりでなく、24時間対応モデル、メンテナンス枠の承認、変更管理業務

などの職務別作業スケジュールなどがあります。

変更管理

組織の脆弱性管理プログラムに沿ってカスタマイズした専用の変更管理プロセスを作成することで、Complyを使用してパッチ適用と構

成変更を行えるようにすることで、プロセスの能率化を図ります。

l 必要に応じたSLAの更新と、業務とComplyの主要リソースとの連携。Complyの達成度とRACIチャートを参照してください。

l 必要に応じたさまざまなシナリオの変更またはメンテナンス枠を指定する。たとえば、SIEM、Database Power BI、Tableauなどの

サードパーティ製レポートテクノロジやチケットシステムとの統合をセットアップします。

l 脆弱性管理プロセスに対する内部および外部の依存関係の特定。たとえば、SIEM、データベースパワーBI、およびTableauと

Complyとの効果的な統合を実現します。

l 検出業務関係のTanium運営グループ(TSG)の構築。SLAおよび脆弱性管理プロセス(該当する場合)に沿ったプロセスのレ

ビューと承認を迅速化します。

RACIチャート

RACIチャートでは、「Responsible (担当責任者)」「Accountable (説明責任者)」「Consulted (問い合わせ先)」「Informed (情報所有

者)」となるチームまたはリソースを特定し、ITセキュリティ、IT運用、ITリスク/コンプライアンスにまたがる主要業務を表す指針の働きをし

ます。組織の1つ1つに具体的なビジネスプロセスとIT組織の要求があります。次表は、Taniumから見たリスク低減に向けた組織の職務

別リソースのあり方を表しています。ベースラインの一例としてご利用ください。
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タスク セキュリ

ティチーム

リスク/コ

ンプライ

アンス

チーム

オペレー

ションチー

ム

CISO 根拠

脆弱

性管

理プロ

グラム

を策定

する

R/A R/A C I 組織全体の脆弱

性管理プログラムと

連携させ、報告ス

ケジュールなどの

Complyの実装に伴

う問題の意思決定

に利用します。たと

えば、スケジュール

で「24時間対応」モ

デルを採用するかど

うかなどの問題で

す。

組織全体の脆弱

性管理プログラム

は、Comply提供

データが推進する

改善の必要性に関

する意思決定にも

利用します。

1. パッチ適用など

の改善措置の

実施

2. メンテナンス枠

の承認

3. 変更管理業

務

調査

結果の

確認 :

ポリ

シーア

セスメ

ントの

頻度の

定義

I I I R/A 規制要件に沿って

ポリシーアセスメント

の頻度を定義しま

す。頻度要件に

従ってComplyでレ

ポートをスケジュー

ルします。
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タスク セキュリ

ティチーム

リスク/コ

ンプライ

アンス

チーム

オペレー

ションチー

ム

CISO 根拠

調査

結果の

確認 :

アセス

メント

要件

(規制 )

の定義

I I I R/A 規制要件に沿って

ポリシー要件を定

義します。ポリシー

要件に従って

Complyでアセスメン

トを作成します。

アセス

メントポ

リシー

の運用

化

R/A I I C 規制要件に沿った

アセスメントポリシー

を公開および配布

します。

アセス

メントポ

リシー

の実施

I R/A I I ポリシーを作成して

公開したら、

Complyを使用して

ポリシーを実施する

ことで、レポートの

対象定義、コンプラ

イアンスプロファイル

の作成、脆弱性

ベースラインの特定

を行います。

設定コ

ンプライ

アンス

アセス

メントの

実装

I R/A I I Complyで設定コン

プライアンスレポート

を作成して、設定コ

ンプライアンスワーク

フローのポリシーを

実装します。

脆弱

性アセ

スメント

の実装

I R/A I I Complyで脆弱性レ

ポートを作成して、

脆弱性管理ワーク

フローのポリシーを

実装します。
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タスク セキュリ

ティチーム

リスク/コ

ンプライ

アンス

チーム

オペレー

ションチー

ム

CISO 根拠

レポー

トの実

施：脆

弱性ス

キャン、

リモート

脆弱

性ス

キャン、

設定コ

ンプライ

アンス

スキャ

ン

I R/A I I ポリシーに基づいて

特定された対象に

対してアセスメントを

実行します。

アセス

メントの

検証：

調査

結果の

配布、

レ

ビュー、

および

対応

I R/A I C/I アセスメントの結果

を取得し、その調

査結果を配布、レ

ビューして対応しま

す。リスクレポートが

完成したら、CISO

チームはリスクアセス

メント結果を検証し

て重要度を確認

し、必要に応じて対

策を実施します。

調査

結果の

改善 :

パッチを

適用す

る

I I R/A I 特定されたリスクに

対応するための変

更。たとえば、

Tanium Patchを使

用してエンドポイント

上のソフトウェアを

更新し、脆弱性を

解決します。
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タスク セキュリ

ティチーム

リスク/コ

ンプライ

アンス

チーム

オペレー

ションチー

ム

CISO 根拠

調査

結果の

改善 :

ソフト

ウェアの

更新

I I R/A I 特定されたリスクに

対応するための変

更。たとえば、

Tanium Patchを使

用してエンドポイント

上のソフトウェアを

更新し、脆弱性を

解決します。

調査

結果の

改善 :

構成の

変更

I I R/A I 特定されたリスクに

対応するための変

更。特定のエンドポ

イントまたはデバイス

の構成に変更を実

装します。この変更

は、一時的対策の

実施から恒久的な

変更になることもあ

れば、Taniumを使

用したデバイスの隔

離などの、リスクレ

ポートに基づく新し

い変更であることも

あります。

結果に

基づく

評価と

繰り返

し

I R/A I I 運用およびセキュリ

ティチームは、リスク/

コンプライアンスチー

ムに、結果を検証

できるように、対策

が適用されることを

通知します。その

後、セキュリティおよ

び脆弱性管理にお

けるリスクに対する

姿勢を継続的に評

価するためにワーク

フローを最初から実

施し直します。
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Tanium Complyのワークフロー

組織的連携

成功している組織は、縦割りの部署を超える共通のプラットフォームとしてTaniumを活用することで、高品質のエンドポイントデータと

一元的なエンドポイント管理を実現しています。Taniumは、セキュリティと運用、リスク/コンプライアンス担当チームが、統一された1つの

プラットフォームが提供する一連の共通の事実に基づいて業務を行うことを可能にする共通のデータスキーマを提供します。

部署横断の連携がなく、部署が縦割り化していると、設定コンプライアンス性の改善や脆弱性の低減方法に関する意思決定ではな

く、データ品質の調査に時間と労力が費やされることがよくあります。

運用指標

Complyの達成度

コンプライアンスおよび脆弱性管理プログラムを正しく運用するには、主要な基準の指標に基づくテクノロジの運用実現と達成度の測

定が必要です。Tanium Comply プログラムの運用達成度を測定し、指針とするための4つの主要なプロセスは次のとおりです。
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プロセス 説明

使用法 組織全体でのTanium Complyの利用方法とタイミング、Taniumuが唯一のツールであるか、あるいはネットワークデ

バイス用のリモート評価ツールなどの他のツールで補完しているか。

自動化 Tanium Comply自動化の度合いと他のシステムの自動化における活用の度合い

機能的統合 ITセキュリティチーム、ITオペレーションチーム、パッチおよびソフトウェア展開チーム、資産管理チームにまたがる

Tanium Comply統合の度合い

レポート作成 組織全体での従業員およびシステムによるTanium Complyのデータの活用方法

基準指標

主要なコンプライアンスおよび脆弱性管理プログラムに加え、Tanium Complyプロジェクトの運用成熟度に沿って価値と達成度を最大

にするための主要基準指標は次のとおりです。

経営陣の

指標

Complyのカバー率 脆弱性が重要または高のエンドポイント

説明 次の各カテゴリのエンドポイント数 :

l 最適：Complyが運用されているエンドポイント

l 要注意：ディスクスペースの不足、古くなったスキャンエンジ

ン、古いComplyツールなど、Complyに影響を与える可能

性のある根本的な問題があるエンドポイント

l 未対応：Impactが対応していないオペレーティングシステム

バージョンがあるエンドポイント

要注意または未対応に分類されているエンドポイントを調査す

る手順については、「Complyカバー率を監視およびトラブル

シューティングする」を参照してください。

Complyが対応しているオペレーティングシステムとTanium Client

のバージョンについては、「要件」を参照してください。

脆弱性レポートが実行されたエンドポイントのうち、重要度が重

要または高の脆弱性が少なくとも1つ検出されたエンドポイントの

割合。

インストルメ

ンテーション

[Comply - Coverage Status (Comply - カバー率ステー

タス)]センサーを使用して、Complyについて最適、要注意、未

対応のエンドポイント数を返します。

脆弱性レポートが実行されたエンドポイント数のうちの、重要度

が重要または高の脆弱性が発生した脆弱性レポートがあったエ

ンドポイント数の割合。

この指標が

重要な理

由

すべてのエンドポイントがスキャンされていない場合は、リスクにさ

らされます。

高または重要な脆弱性が未解決のエンドポイントがかなりの数

にのぼる場合、そのリスクはさらに大きくなります。

脆弱性の調査結果

脆弱性の調査結果を、コンプライアンスおよび改善措置の必要性のレベルの判定に役立ててください。
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脆弱性レベル 定義

高 エンドポイントで「高」の脆弱性が少なくとも1つ見つかりました

Medium エンドポイントで「高」の脆弱性は見つかりませんでした、「中」の脆弱性が少なくとも1つ見つかりました

低 エンドポイントで「高」および「中」の脆弱性は見つかりませんでしたが、「中」の脆弱性が少なくとも1つ見つかりました

スコアなし エンドポイントで「高」「中」[低」の脆弱性は見つかりませんでしたが、スコアなしの脆弱性が少なくとも1つ見つかりました

脆弱性なし エンドポイントは過去30日にスキャンされましたが、脆弱性は見つかりませんでした

スキャンなし エンドポイントは過去30日間スキャンされていません

次の表を使用して、Tanium Complyに関する組織の成熟度を判定してください。
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レベル1

(要改善 )

レベル2

(平均以下 )

レベル3

(平均 )

レベル4

(平均以上 )

レベル5

(最適 )

プロセス 使用法 Complyがインス

トールされ、設定

されています。1人

以上のユーザが

アクセス権を所有

し、基本的な

Questionを実行

しています。

サードパーティの

コンポーネントが

アップロードされ、

展開物が作成さ

れました。

設定コンプライア

ンスと脆弱性アセ

スメントが設定さ

れている。

カスタマイズした

設定コンプライア

ンスと脆弱性アセ

スメントが設定さ

れている(クライア

ントベースとリモー

ト認証ベース/

リモート認証な

し)。

カスタム基準が作

成されていて、組

織のレポートに使

用されている。カ

スタム脆弱性情

報のソースが構

成され、使用され

ています。チェック

および基準が継

続的にメンテナン

スされています。
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レベル1

(要改善 )

レベル2

(平均以下 )

レベル3

(平均 )

レベル4

(平均以上 )

レベル5

(最適 )

自動化 使用されているの

は随時の手動ア

セスメントのみ。

手作業のみで、

その場限りのレ

ポートのみ使用さ

れています。

繰り返しの設定コ

ンプライアンスおよ

び脆弱性アセス

メントが自動化さ

れている。

カスタマイズした

設定コンプライア

ンスおよびと脆弱

性アセスメントが

実施されている。

設定コンプライア

ンスおよび脆弱

性管理のライフサ

イクルと軽減時

間枠のSLAが文

書化されていま

す。

リスクデータとセ

キュリティアラート

を相互に関連づ

けて環境に対す

るリスクスコアを決

定することで、脅

威ハンティングへ

のインプットとして

設定コンプライア

ンスおよび脆弱

性リスクデータが

使用されていま

す。

機能的統合 Complyがインス

トールされていま

すが、運用可能

ではありません。

Trendsボードがイ

ンポートされてい

ます。

脆弱性アセスメン

トの管理および

追跡するための

Trendsボードが作

成されている。

サードパーティの

レポートテクノロジ

との統合、ITチ

ケットシステムとの

統合、Tanium

Patchによるパッチ

の承認および展

開ワークフローの

自動化、データリ

ポジトリ/ウェアハ

ウスへのエクス

ポートの自動化

改善プロセスおよ

び改善機能との

統合。組織のリ

スクに関するコン

テキストの詳細を

得るために

Tanium Riskと統

合されている。

レポート作成 手作業 : Comply

を利用したオペ

レータ向けのみの

レポート

手動：繰り返しの

アセスメントのエク

スポート

自動化 : Tanium

Connectを利用し

てエクスポート

自動化 : Comply

からのサードパー

ティテクノロジーの

レポート

自動化 : Comply

からのサードパー

ティテクノロジーの

レポート

指標 コンプライアンス率

(スキャンしたエンド

ポイント )

0～49% 51～65% 66～85% 86～95% >95%超

Complyカバー率

(管理対象エンドポ

イント )

0～49% 51～65% 66～85% 86～95% >95%超
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Complyの要件
Connectをインストールおよび使用するにあたっては、要件を確認してください。

コアプラットフォームの依存関係

環境が以下の要件を満たしていることを確認します。

l Complyを含むTaniumライセンス

l Tanium™ Core Platformサーバ：7.4.1.1939以降

l Tanium™ Client: サポートされているすべてのTanium Clientバージョン。各OSでサポートされているTanium Clientのバージョンに

ついては、Tanium Client Managementユーザガイド：クライアントのバージョンとホストシステムの要件。リストされていないクライ

アントバージョンを使用する場合、特定の製品機能は利用できない可能性があります。または、リストされたクライアントバー

ジョンのいずれかにアップグレードすることによってのみ解決できる安定性の問題が発生する可能性があります。

コンピュータグループの依存関係

Tanium Server 7.4.2以降の新規インストール後にTanium Consoleに初めてサインインすると、サーバによりComplyが必要とするコン

ピュータグループが自動的にインポートされます。

Tanium Serverがこれより前のバージョンの場合、または前のバージョンからアップグレードした後の場合は、コンピュータグループを手動

で作成する必要があります。詳細は、以下を参照してください。Tanium Consoleユーザガイド：コンピュータグループを作成する。

ソリューションの依存関係

Complyが機能するには、またはComplyの一部機能が機能するには、他のTaniumソリューションが必要になります(それぞれ必須の依

存関係と機能別の依存関係)。依存関係がTanium Serverによって自動的にインポートされるか、または手動でインポートする必要が

あるかは、選択したインストール方法によって決まります。

Complyの一部依存関係にはそれ自体に依存関係を持つものがあります。これらの依存関係、必須の依存関係(31

ページ)と機能別の依存関係(31ページ)のリストのリンクをクリックすることで確認できます。リンクをクリックすると、各ソ

リューションの最新バージョンのユーザガイドが開きます。必ずしもComply必要な最小バージョンではありません。

Tanium推奨のインストール

Complyのインストールで [Tanium Recommended Installation(Tanium推奨インストール)] が選択された場合、Tanium Serverはライ

センス契約のあるすべてのモジュールを自動的に一括インストールします。Tanium Consoleユーザガイド : すべてのモジュールとサービス

をインポートするを参照してください。

https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Client_host_system_requirements
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_computer_groups.html#Create_computer_groups
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_all_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_all_modules
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特定のソリューションをインポートする

Tanium Core Platform 7.5.2.3531とTanium Console 3.0.72以降が組み合わせられている環境でインポート対象としてComplyだけ選択

した場合、Tanium Serverは、必要な依存関係で存在しない依存関係の最新バージョンを自動的にインポートします。必要な依存関

係の一部がすでにインポートされているが、そのバージョンがComplyに必要な最小バージョンより前の場合、サーバは自動的にそれら

の依存関係をその時点で最新のバージョンに更新します。

Tanium Core Platform 7.5.2.3503以前とTanium Console 3.0.64以前が組み合わせられている環境でインポート対象としてComplyだけ

選択した場合は、必要な依存関係を手動でインポートまたは更新する必要があります。詳細は、以下を参照してください。Tanium

Consoleユーザガイド：特定のソリューションをインポート/再インポート/更新する。

必須の依存関係

Complyには以下に示す必須の依存関係があります(それぞれ記載のバージョン以降であること)。

l Tanium™ Connect 4.10.5以降(エクスポート用に列をカスタマイズするには、Connect 5.8.49以降が必要)

l リモート脆弱性レポートにはTanium™ Discover 3.0以降が必要です

l Tanium™ Endpoint Configuration 1.2以降

Tanium™ Client Management 1.7以降では、Endpoint Configurationはその一部としてインストールされます。

l Tanium™ Interact 2.9.83以降

l Tanium™ Trends 3.6以降

l Tanium™ Reportingサービス1.3.12以降

o Tanium™ API Gateway 1.1.13以降

o Tanium™ Blobサービス1.0.6以降

l Tanium™ RDBサービス1.0.84以降

l Tanium™ System Userサービス1.0.40以降

機能別の依存関係

インポート対象としてComplyだけ選択した場合は、Tanium ConsoleまたはTanium Core Platformのバージョンに関係なく、機能別の

依存関係を手動でインポートまたは更新する必要があります。Complyには、次の機能別の依存関係があり、それぞれ最低限、記載

の最小バージョンが必要です。

リモート認証ベースのスキャン要件

l Tanium Core Platform 7.4.1.1939以降

l Tanium Comply 2.11以降

l Tanium Direct Connect 2.1以降

l Tanium Discover 4.5.144以降

l Tanium Interact 2.9.87以降

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_specific_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_specific_modules
https://docs.tanium.com/connect/connect/requirements.html#solution_dependencies
https://docs.tanium.com/discover/discover/requirements.html#solution_dependencies
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#solution_dependencies
https://docs.tanium.com/interact/interact/requirements.html#solution_dependencies
https://docs.tanium.com/trends/trends/requirements.html#solution_dependencies
https://docs.tanium.com/api_gateway/api_gateway/requirements.html
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クライアント拡張機能

Tanium Endpoint Configurationは、エンドポイントにComply用のクライアント拡張機能をインストールします。クライアント拡張機能

は、いくつかのTaniumソリューションに共通するタスクを実行します。Tanium Clientはコード署名を使用して、エンドポイントに各拡張機

能を読み込む前に、そのクライアント拡張機能の整合性を確認します。各クライアント拡張機能では、干渉なしにTaniumプロセスが

実行できるようにセキュリティ除外を推奨しています。詳細は、セキュリティの除外を参照してください。次のクライアント拡張機能は

Complyの機能を実行します。

l Comply CX - エンドポイントでComplyの機能がサポートされます。このクライアント拡張機能は、Tanium Complyによってインス

トールされます。

l Core CX - その他すべてのクライアント拡張機能用の管理フレームワークAPIがサポートされ、オペレーティングシステム指標が公

開されます。このクライアント拡張機能はTanium Client Managementによってインストールされます。

l Config CX - エンドポイントで拡張機能のインストールと設定がサポートされます。このクライアント拡張機能はTanium Client

Managementによってインストールされます。

エンドポイント

サポートされているオペレーティングシステム

Complyのオペレーティングシステムのサポートは、次の例外を除き、Tanium Clientのサポートと同じです(Tanium Client Management

ユーザガイド : Clientのバージョンとホストシステム要件を参照)。

オペ

レー

ティング

システ

ム

バージョン

AIX 7.1.4以降

IBM XL C++ ランタイムライブラリファイルセット (xlC.rte)のバージョン16.1.0.0またはそれ以降と、IBM LLVM ランタイムライブラリファイルセット

(libc++.rte)がインストールされている必要があります。インストール方法については、以下を参照してください。Tanium Client

Managementユーザガイド：パッケージファイルを使用したAIXエンドポイントへのTanium Clientの展開

Tanium認定の標準を利用するコンプライアンスアセスメントには、Tanium Scan Engine (TSE)が必要です。

必要なディスク容量

エンドポイントには少なくとも200メガバイト (MB)の秋ディスク領域が必要です。

リモート認証ベースのスキャンを実行するサテライトのディスク容量推奨事項

サテライトのエンドポイントには、少なくとも16ギガバイト (GB)のRAMと4つのCPUが必要です。

https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Client_host_system_requirements
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Client_host_system_requirements
https://docs.tanium.com/client/client/deployment.html#aix_client
https://docs.tanium.com/client/client/deployment.html#aix_client


© 2022 Tanium Inc. All Rights Reserved 33ページ

スキャンエンジン

スキャンエンジンは、業界のセキュリティ基準と脆弱性定義、カスタムコンプライアンスチェックを使用してエンドポイントにセキュリティ設定

の問題やソフトウェア脆弱性がないか評価します。

Complyでは、スキャンエンジンがOVAL (Open Vulnerability Assessment Language)またはSCAP (Security Content Automation

Protocol)コンテンツを評価して、エンドポイントのコンプライアンス性と脆弱性のステータスを判断します。Complyは、スキャンエンジンに

よるこの評価結果に基づいて調査結果を生成します。

Complyを使用するには、スキャンエンジンが少なくとも1つ必要です。Comply 2.3以降には、Tanium Scan Engine (JovalCMで動くスキャ

ンエンジン)とAmazon Coretto JRE (Java Runtime Environment)のバージョン8.xおよび11.xが含まれています。バージョン11.xは、サポー

トされているWindowsエンドポイント用です。ほとんどの組織は、Tanium Scan EngineとAmazon Coretto JREを利用でき、スキャンエン

ジンやJREをアップロードする必要はありません。

必要に応じて、他のスキャンエンジンをComplyにアップロードできます。Complyは、Taniumスキャンエンジン(デフォルトで含まれてい

る)、SCC(米国政府が使用)、およびCIS-CATスキャンエンジンに対応しています。サポートされているバージョンのスキャンエンジンは、

[Import Engine (エンジンのインポート )] ウィンドウとこのページにすべて記載されています。関連情報 : サポートされているエンジンと

JRE。通常は、最新バージョンと前の2つのバージョンがサポートされます。

現在、Amazon Coretto JREは、Linux、AIX、Solarisの一部ディストリビューションではサポートされていません。これらのオペレーティング

システムのいずれかがあるエンドポイントでスキャンを実行する必要があり、そのエンドポイントで既存のJREを使用しない場合は、

Complyにアップロードできます。最良の結果を得るには、Complyを使用してJREをインストールし(エンドポイントにある既存のJREを使

用するのではない)、スキャンの実行に使用されるJREを特定します。

Tanium Scan EngineおよびCIS-CATにもPowerShellは必要であり、PowerShellがConstrainedLanguageモードの場合、これらのエンジン

は機能しません。

オペレーティングシステム オペレーティングシステムの

バージョン

サポートされているJREディストリビューションとバージョン Complyを

使用した展

開可不可

Microsoft Windows Server Microsoft Windows Server

2008 R2

Oracle提供のJavaバージョン8ディストリビューション はい

Microsoft Windows Server

2012および2012 R2

l Complyで提供されているJRE

l OracleまたはAmazon提供のJavaバージョン8のディストリビューション

はい

Microsoft Windows Server

2016以降

l Complyで提供されているJRE

l OracleまたはAmazon提供のJavaバージョン8のディストリビューション

はい

Microsoft Windows

Workstation

Microsoft Windows 7以降 l Complyで提供されているJRE

l OracleまたはAmazon提供のJavaバージョン8のディストリビューション

はい

macOS OS X 10.11 El Capitan以降 l Complyで提供されているJRE

l OracleまたはAmazon提供のJavaバージョン8のディストリビューション

はい
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オペレーティングシステム オペレーティングシステムの

バージョン

サポートされているJREディストリビューションとバージョン Complyを

使用した展

開可不可

Linux Amazon Linux 1 AMI

(2016.09, 2018.03)

l Complyで提供されているJRE

l Amazon提供のJavaバージョン8ディストリビューション

はい

Amazon Linux 2 LTS l Complyで提供されているJRE

l Amazon提供のJavaバージョン8ディストリビューション

はい

Oracle Linux 5.x以降 Oracle提供のJavaバージョン8ディストリビューション はい3

Debian 8.x以降 l Complyで提供されているJRE

l OracleまたはAmazon提供のJavaバージョン8のディストリビューション

はい

Red Hat Enterprise Linux

(RHEL) 5.x

Oracle提供のJavaバージョン8ディストリビューション はい6

Red Hat Enterprise Linux

(RHEL) 6.x以降

l Complyで提供されているJRE

l OracleまたはAmazon提供のJavaバージョン8のディストリビューション

はい

CentOS 6.x 以降 l Complyで提供されているJRE

l OracleまたはAmazon提供のJavaバージョン8のディストリビューション

はい

SUSE Linux Enterprise

Server (SLES) 12.x以降

l Complyで提供されているJRE

l OracleまたはAmazon提供のJavaバージョン8のディストリビューション

はい

openSUSE 12.x以降 l Complyで提供されているJRE

l OracleまたはAmazon提供のJavaバージョン8のディストリビューション

はい

Ubuntu 14.x以降 l Complyで提供されているJRE

l OracleまたはAmazon提供のJavaバージョン8のディストリビューション

はい

AIX1 IBM AIX 7.1 TL1SP10以降 2 IBM JRE 8 はい3

OpenJDK JREのバージョン8とHotSpot JVM はい4

IBM AIX 7.2 IBM JREバージョン8 はい3

OpenJDK JREのバージョン8とHotSpot JVM はい4
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オペレーティングシステム オペレーティングシステムの

バージョン

サポートされているJREディストリビューションとバージョン Complyを

使用した展

開可不可

Solaris5 Oracle Solaris 10 SPARC Oracle JRE 8 はい6

Oracle Solaris 10 x862 Oracle JRE 8 はい6

Oracle Solaris 11 SPARC Oracle JRE 8 はい6

Oracle Solaris 11 x862 Oracle JRE 8 はい6

1通常、AIXエンドポイントにはIBM JREがすでにインストールされています。サポートされているバージョンは、Complyスキャンで使用できます。

264ビットのみ。

3Complyを利用した展開は、64ビット IBM JRE 8 にのみ対応しています。このJREをComplyで展開するには、再パッケージする必要があります。詳細

は、「AIXエンドポイントへの展開用にIBM JREを再パッケージする」を参照してください。

4Complyを利用した展開は、バージョン8にのみ対応しています。特定のOpenJDK JREリリースについては、OpenJDKリリースサイトでサポートされて

いるサービスパックレベルかどうかを確認してください。AdoptOpenJDK: 最新リリース。

5通常、SolarisエンドポイントにはOracle JREがすでにインストールされています。サポートされているバージョンは、Complyスキャンで使用できます。

6Complyを利用した展開は、バージョン8にのみ対応しています。

Amazon Coretto JRE (Java Runtime Environment)のバージョン11.xはサポートされているWindowsエンドポイント用で

す。

詳細は、スキャンエンジンとJREの操作(66ページ)を参照してください。

非管理対象エンドポイント

このセクションでは、非管理対象エンドポイントに対するリモート認証ベースのスキャンのサポートについて説明します。非管理対象エン

ドポイントは、Tanium Clientがインストールされていないエンドポイントです。Complyは、リモート認証ベースのスキャンを使用して、以

下の非管理対象エンドポイントをスキャンするための標準を提供します。

オペレーティ

ングシステ

ム

オペレーティングシステムのバージョン

Cisco

Systems

l IOSXE、IOS

l ファイアウォール

l ASA

VMware l ESX

l ESXi

https://adoptopenjdk.net/releases.html
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オペレーティ

ングシステ

ム

オペレーティングシステムのバージョン

Tanium

Clientがサ

ポートする

すべてのOS

リモート認証ベースのスキャンは、Tanium Clientをインストールできないエンドポイントおよびサブネットから情報を取得する場合に有

用です。Tanium Clientをサポートしているエンドポイントにはリモート認証ベースのスキャンを使用できますが、パフォーマンス上の理

由から、クライアントベースのスキャンを使用して、クライアントベースのリニアチェーンアーキテクチャを活用することをお勧めします。

*一部の標準は、Tanium Clientをサポートしていない古い種類のOSにも提供されます。このため、Windows XPなどにも、リモート認

証ベースのスキャンを使用してスキャンできます。アセスメントを作成すると、[Standards (基準 )] フィールドですべての基準を見るこ

とができます。

設定の詳細は、リモート認証ベースのスキャンアセスメントを作成する(89ページ)を参照してください。

ホストとネットワークセキュリティの要件

Complyを実行するには、特定のポートとプロセスが必要です。

ポート

リモート認証ベースのスキャンには、以下のポートが必要です。

情報元 接続先 ポー

ト

Protocol 目的

サテライト スキャン対象エン

ドポイント

22 TCP Windows以外のエンドポイントでのSSHに必要

サテライト スキャン対象エン

ドポイント

5985 TCP Windowsのリモート管理に必要

Complyのその他のポート要件はすべて、Tanium Clientのポート要件と同じです。次を参照してください。Tanium

Client：ネットワーク接続とポート、ファイアウォール

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環境でセキュリティソフトウェアが使用されている場合、Taniumは、

Taniumプロセスが問題なく実行できるようセキュリティ管理者が除外を作成することを推奨します。こうした除外の設定はAVソフトウェア

によって異なります。Taniumで定義するすべてのセキュリティ除外のリストについては、「Tanium Core Platformデプロイリファレンスガイド

ホストシステムセキュリティの除外」を参照してください。

https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Network_connectivity_and_firewall
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Network_connectivity_and_firewall
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/security_exceptions.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/security_exceptions.html


© 2022 Tanium Inc. All Rights Reserved 37ページ

対象デバイス 注 除外タ

イプ

除外

Module Server プロセス <Module Server>\services\comply-service\node.exe

プロセス <Module Server>\services\comply-service\node_

modules\ovalindex\build\bin\ovalindex.exe

プロセス <Module Server>\services\comply-service\__new__\src\util\7z\7za.exe

プロセス <Module Server>\services\endpoint-configuration-

service\TaniumEndpointConfigService.exe

 Windowsエンドポイント プロセス <Tanium Client>\TaniumCX.exe

プロセス <Tanium Client>\TaniumClientExtensions.dll

ファイル <Tanium Client>\TaniumClientExtensions.dll.sig

プロセス <Tanium Client>\extensions\TaniumComply.dll

ファイル <Tanium Client>\extensions\TaniumComply.dll.sig

ファイル <Tanium Client>\extensions\comply\data\comply.db

ファイル <Tanium Client>\extensions\comply\data\current-ciscat-config.json

ファイル <Tanium Client>\extensions\comply\data\current-intel-config.json

ファイル <Tanium Client>\extensions\comply\data\current-java-config.json

ファイル <Tanium Client>\extensions\comply\data\current-joval-config.json

ファイル <Tanium Client>\extensions\comply\data\current-scan-config.json

ファイル <Tanium Client>\extensions\comply\downloads\download.db

プロセス <Tanium Client>\extensions\comply\jre\bin\java.exe

プロセス <Tanium Client>\Tools\Comply\run-assessment.vbs

プロセス <Tanium Client>\Tools\Comply\delete-assessment.vbs

Complyセキュリティの除外
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対象デバイス 注 除外タ

イプ

除外

Linux/macOS/AIXエンドポイント プロセス <Tanium Client>/TaniumCX

プロセス <Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.so

ファイル <Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.so.sig

プロセス <Tanium Client>/extensions/libTaniumComply.so

ファイル <Tanium Client>/extensions/libTaniumComply.so.sig

ファイル <Tanium Client>/extensions/comply/data/comply.db

ファイル <Tanium Client>/extensions/comply/data/current-ciscat-config.json

ファイル <Tanium Client>/extensions/comply/data/current-intel-config.json

ファイル <Tanium Client>/extensions/comply/data/current-java-config.json

ファイル <Tanium Client>/extensions/comply/data/current-joval-config.json

ファイル <Tanium Client>/extensions/comply/data/current-scan-config.json

ファイル <Tanium Client>/extensions/comply/downloads/download.db

プロセス <Tanium Client>/extensions/comply/jre/bin/java

プロセス <Tanium Client>/Tools/Comply/run-assessment.sh

プロセス <Tanium Client>/Tools/Comply/delete-assessment.sh

Tanium Scan Engine

- サポートされている全エンドポイ

ント

プロセス <Tanium Client>/extensions/comply/engines/joval/Joval-Utilities.jar

CIS-CATエンジン

- サポートされている全エンドポイ

ント

プロセス <Tanium Client>/extensions/comply/engines/ciscat/CISCAT.jar

CIS-CATエンジン

- Linuxエンドポイントのみ

プロセス <Tanium Client>/extensions/comply/engines/ciscat/CIS-CAT.sh

CIS-CATエンジン

- Windowsエンドポイントのみ

プロセス <Tanium Client>\extensions\comply\engines\ciscat\CIS-CAT.BAT

Complyセキュリティの除外 (続き)
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対象デバイス 注 除外タ

イプ

除外

SCCエンジン

- Windowsエンドポイント

プロセス <Tanium Client>\extensions\comply\engines\scc\cscc.exe

プロセス <Tanium Client>\extensions\comply\engines\scc\cscc32.exe

プロセス <Tanium Client>\extensions\comply\engines\scc\cscc64.exe

プロセス <Tanium Client>\extensions\comply\engines\scc\scc.exe

プロセス <Tanium Client>\extensions\comply\engines\scc\scc32.exe

プロセス <Tanium Client>\extensions\comply\engines\scc\scc64.exe

SCCエンジン - Linux/MacOSエン

ドポイント

プロセス <Tanium Client>\extensions/comply/engines/scc/cscc

プロセス <Tanium Client>\extensions/comply/engines/scc/cscc.bin

プロセス <Tanium Client>\extensions/comply/engines/scc/scc

プロセス <Tanium Client>\extensions/comply/engines/scc/scc.bin

Complyセキュリティの除外 (続き)

リモート脆弱性アセスメントについては、Tanium Discoverユーザガイドを参照してください。「ホストおよびネットワークの

セキュリティ要件」の「Nmapのセキュリティ除外」を参照してください。

最良の結果を得るには、Tanium Clientディレクトリに対する再帰的セキュリティ除外を追加します。

l Windowsエンドポイント : <Tanium Client>

通常、このパスはC:\Program Files (x86)\Tanium\Tanium Clientです。

l Linuxエンドポイント : /opt/Tanium/TaniumClient

ユーザロールの要件

次表に、Complyを使用するのに必要なロールのアクセス権限をまとめています。事前定義されたロールのサマリを確認するには、

Complyユーザを設定する(51ページ)を参照してください。

ロールベースのアクセス制御(RBAC)、ロールのアクセス権限、および関連するコンテンツセットについての詳細は、Tanium Core Platform

ユーザガイド : RBACの管理を参照してください。

https://docs.tanium.com/discover/discover/requirements.html#security
https://docs.tanium.com/discover/discover/requirements.html#security
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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アクセス権限 Comply

Administr

ator

(Comply

管理者 )

1, 2,3,5,6

Comply

オペレー

タ1、2、

3、5、6

Comply

Deployme

nt

Administr

ator

(Comply

展開管理

者 )1、2、3

Comply

Report

Content

Administr

ator

(Complyレ

ポートコン

テンツ管理

者 )1

Comply

Report

Administr

ator

(Complyレ

ポート管理

者 )1、2、3

Compl

y

Report

Revie

wer

(Compl

yレポー

トレ

ビュー

ア)1、2

Compl

y

Custo

m

Check

Writer

(Com

plyカス

タム

チェック

作成

者 )3

Comply

サービス

アカウン

ト

1、2、3

Comply

RAS

Assessm

ent

Creator

(Comply

RASアセ

スメント作

成者 )5、6

Comply

Endpoint

Configurat

ion

Approver

(Comply

Endpoint

設定承認

者 )3、4

Comply

Comply

ワークベン

チの表示

ADMIN

OPERATOR

表示

OPERAT

OR

表示

表示 表示 表示 表示 表示 ADMIN

OPERAT

OR

表示

表示

Complyコン

ポーネント

Comply

の、アクショ

ンなどのす

べてのバッ

クエンドコン

ポーネント

の管理

MANAG

E

Complyのカ

スタムチェック

カスタム

チェックの

表示と作

成

書き込み 書き込

み

書き込

み

書き込

み

Complyユーザロールのアクセス権限
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アクセス権限 Comply

Administr

ator

(Comply

管理者 )

1, 2,3,5,6

Comply

オペレー

タ1、2、

3、5、6

Comply

Deployme

nt

Administr

ator

(Comply

展開管理

者 )1、2、3

Comply

Report

Content

Administr

ator

(Complyレ

ポートコン

テンツ管理

者 )1

Comply

Report

Administr

ator

(Complyレ

ポート管理

者 )1、2、3

Compl

y

Report

Revie

wer

(Compl

yレポー

トレ

ビュー

ア)1、2

Compl

y

Custo

m

Check

Writer

(Com

plyカス

タム

チェック

作成

者 )3

Comply

サービス

アカウン

ト

1、2、3

Comply

RAS

Assessm

ent

Creator

(Comply

RASアセ

スメント作

成者 )5、6

Comply

Endpoint

Configurat

ion

Approver

(Comply

Endpoint

設定承認

者 )3、4

Complyのデ

プロイ

対象の表

示と作成、

Complyエ

ンジンの更

新

読み取り

書き込み

読み取

り

書き込

み

読み取り

書き込み

読み取

り

書き込

み

Complyのレ

ポート

Complyの

レポートと

アセスメン

トの表示

と作成

読み取り

書き込み

読み取

り

書き込

み

読み取り

書き込み

読み取

り

読み取

り

書き込

み

読み取り

書き込み

Complyのレ

ポートコンテ

ンツ

Complyの

標準の表

示と管理

読み取り

書き込み

読み取

り

書き込

み

読み取り

書き込み

読み取り

書き込み

読み取り 読み取

り

読み

取り

読み取

り

書き込

み

読み取り

Complyユーザロールのアクセス権限 (続き)
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アクセス権限 Comply

Administr

ator

(Comply

管理者 )

1, 2,3,5,6

Comply

オペレー

タ1、2、

3、5、6

Comply

Deployme

nt

Administr

ator

(Comply

展開管理

者 )1、2、3

Comply

Report

Content

Administr

ator

(Complyレ

ポートコン

テンツ管理

者 )1

Comply

Report

Administr

ator

(Complyレ

ポート管理

者 )1、2、3

Compl

y

Report

Revie

wer

(Compl

yレポー

トレ

ビュー

ア)1、2

Compl

y

Custo

m

Check

Writer

(Com

plyカス

タム

チェック

作成

者 )3

Comply

サービス

アカウン

ト

1、2、3

Comply

RAS

Assessm

ent

Creator

(Comply

RASアセ

スメント作

成者 )5、6

Comply

Endpoint

Configurat

ion

Approver

(Comply

Endpoint

設定承認

者 )3、4

Complyの

資格情報

RASアセス

メント用の

資格情

報の表示

と作成

読み取り

書き込み

読み取

り

書き込

み

読み取り 読み取り

Complyの

RASアセスメ

ント

RASアセス

メントの表

示と作成

読み取り

書き込み

読み取

り

書き込

み

読み取り

書き込み

読み取り

書き込み

Complyユーザロールのアクセス権限 (続き)
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アクセス権限 Comply

Administr

ator

(Comply

管理者 )

1, 2,3,5,6

Comply

オペレー

タ1、2、

3、5、6

Comply

Deployme

nt

Administr

ator

(Comply

展開管理

者 )1、2、3

Comply

Report

Content

Administr

ator

(Complyレ

ポートコン

テンツ管理

者 )1

Comply

Report

Administr

ator

(Complyレ

ポート管理

者 )1、2、3

Compl

y

Report

Revie

wer

(Compl

yレポー

トレ

ビュー

ア)1、2

Compl

y

Custo

m

Check

Writer

(Com

plyカス

タム

チェック

作成

者 )3

Comply

サービス

アカウン

ト

1、2、3

Comply

RAS

Assessm

ent

Creator

(Comply

RASアセ

スメント作

成者 )5、6

Comply

Endpoint

Configurat

ion

Approver

(Comply

Endpoint

設定承認

者 )3、4

Comply

Endpoint

Configurati

on Approve

Tanium

Endpoint

Configura

tionでの

Complyの

変更に対

する承認

者権限を

有効にし

ます

承認

Complyユーザロールのアクセス権限 (続き)
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アクセス権限 Comply

Administr

ator

(Comply

管理者 )

1, 2,3,5,6

Comply

オペレー

タ1、2、

3、5、6

Comply

Deployme

nt

Administr

ator

(Comply

展開管理

者 )1、2、3

Comply

Report

Content

Administr

ator

(Complyレ

ポートコン

テンツ管理

者 )1

Comply

Report

Administr

ator

(Complyレ

ポート管理

者 )1、2、3

Compl

y

Report

Revie

wer

(Compl

yレポー

トレ

ビュー

ア)1、2

Compl

y

Custo

m

Check

Writer

(Com

plyカス

タム

チェック

作成

者 )3

Comply

サービス

アカウン

ト

1、2、3

Comply

RAS

Assessm

ent

Creator

(Comply

RASアセ

スメント作

成者 )5、6

Comply

Endpoint

Configurat

ion

Approver

(Comply

Endpoint

設定承認

者 )3、4

Interactの

結果拡張コ

ンテンツ

拡張の表

示と作成

(内部目

的のみ)

読み取り

書き込み

読み取

り

書き込

み

1 このロールは、Tanium Trendsに対するモジュールアクセス権限を提供します。このロールに付与されているTrendsアクセス権限はTanium Console

で確認できます。詳細は、以下を参照してください。Tanium Trendsユーザガイド：ユーザロール要件。

2 このロールは、Tanium Interact用のモジュールアクセス権限を提供します。このロールに付与されているInteractアクセス権限はTanium Consoleで

確認できます。詳細は、以下を参照してください。Tanium Interactユーザガイド：Tanium Data Serviceのアクセス権限。

3 このロールは、Tanium Endpoint Configuration用のモジュールアクセス権限を提供します。詳細は、以下を参照してください。Tanium Endpoint

Configurationユーザガイド：ユーザロール要件。

4Tanium Client Managementをインストールされている場合は、Endpoint Configurationがインストールされます。デフォルトでは、モジュールサービス

アカウントが開始する設定変更 (ツールの展開など)には承認が必要です。[Endpoint Configuration Bypass Approval (エンドポイント設定のバ

イパス承認 )]アクセス権限をこのロールに適用し、関連するコンテンツセットを追加すると、モジュール生成の構成変更に対する承認をバイパスで

きます。詳細は、以下を参照してください。Tanium Endpoint Configurationユーザガイド：ユーザロール要件。

5 このロールは、Tanium Direct Connect用のモジュールアクセス権限を提供します。詳細は、以下を参照してください。Direct Connectユーザガイ

ド：ユーザロール要件。

6 このロールは、Tanium Discover用のモジュールアクセス権限を提供します。詳細は、以下を参照してください。Tanium Discoverユーザガイド：

ユーザロール要件。

Complyユーザロールのアクセス権限 (続き)

https://docs.tanium.com/trends/trends/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/interact/interact/requirements.html#TDS_permissions
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/discover/discover/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/discover/discover/requirements.html#user_roles


© 2022 Tanium Inc. All Rights Reserved 45ページ

アクセス権限 Comply

Administrator

(Comply管理

者 )

Comply

Operator

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

サービス

アカウン

ト

Comply

Custom

Check

Writer

(Comply

カスタム

チェックラ

イター)

Comply

RASア

セスメン

ト作成

者

アクション

読み取り

書き込み

読み取り

書き込み

読み取り

書き込み

読み取り

書き込み

読み取り 読み取

り

書き込

み

保存済み

Questionのアク

ション 書き込み 書き込み 書き込み 書き込

み

自アクション

読み取り 読み取り 読み取り 読み取り 読み取り 読み取

り

パッケージ

読み取り

書き込み

読み取り

書き込み

読み取り

書き込み

読み取り

書き込み

読み取

り

書き込

み

プラグイン

実行 実行 実行 実行 実行 実行 実行 実行 実行

保存済み

Question

読み取り

書き込み

読み取り

書き込み

読み取り

書き込み

読み取り

書き込み

読み取り 読み取

り

書き込

み

Complyプラットフォームコンテンツユーザロールで提供されるアクセス権限
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アクセス権限 Comply

Administrator

(Comply管理

者 )

Comply

Operator

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

サービス

アカウン

ト

Comply

Custom

Check

Writer

(Comply

カスタム

チェックラ

イター)

Comply

RASア

セスメン

ト作成

者

センサー

読み取り 読み取り 読み取り 読み取り 読み取り 読み取

り

どのロールについても付与されているコンテンツセットはTanium Consoleで表示できます。

Complyプラットフォームコンテンツユーザロールで提供されるアクセス権限 (続き)
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Complyのインストール

[Solutions (ソリューション)] ページを使用して、Complyをインストールし、自動または手動設定のいずれかを選択することができます。

l デフォルト設定での自動設定(Tanium Core Platform 7.4.2以降のみ)：Complyは、必要な依存関係およびその他の選択され

た製品にインストールされます。インストール後、Tanium Serverは推奨されるデフォルト設定を自動的に設定します。このオプ

ションは、ほとんどのデプロイのベストプラクティスです。Complyの自動設定についての詳細は、Complyのインポートでデフォルト

設定を使用する(47ページ)を参照してください。

l カスタム設定を使用した手動構成：Complyのインストール後に、必要な設定を手動で行う必要があります。このオプションは、

推奨されるデフォルト設定とは異なる設定をComplyが必要とする場合にのみ選択します。詳細は、Complyのインポートでカス

タム設定を使用する(48ページ)を参照してください。

Tanium推奨インストールオプションを利用してください。

準備

l リリースノートをお読みください。

l Complyの要件(30ページ)を確認してください。

l 旧バージョンからアップグレードする場合は、Complyをアップグレードするを参照してください。

Complyのインポートでデフォルト設定を使用する

自動設定でComplyをインポートすると、次のデフォルト設定が適用されます。

設定 デフォルト値

アクショングループ l 制限ありの対象設定 - 無効 (デフォルト ): All Computersコンピュータグループ

l 制限ありの対象設定 - 有効 : No Computersコンピュータグループ

サービスアカウント Assetサービスアカウントは、モジュールのインポートに使用するアカウントに設定されます。

Taniumソリューションごとに固有のサービスアカウントを設定することは、組織のセキュリティチームと相談して

考慮すべき追加のセキュリティ対策です。サービスアカウントを設定する(51ページ)を参照してください。

Complyのツール Complyのツールと Tanium Scan Engine (JovalCMで動くスキャンエンジン) エンドポイントに展開されます。

デフォルトの設定 コンプライアンスと脆弱性のアセスメントは、各種オペレーティングシステムごとに作成されます。

インストールが完了すると、スキャンの実行が開始されます。

https://kb.tanium.com/Category:Tanium_Comply
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モジュールがインストールされるとただちに展開が始まります。展開の [Distribute over (時間分散)]設定は3分に設定

されています。3分の配布枠ウィンドウが完了すると、レポートが実行されます。レポートの [Distributex over (時間分

散)]設定も3分です。

Complyをインポートし、デフォルトの設定を適用するには、必ず [Apply All Tanium recommended configurations (Tanium推奨設

定をすべて適用)] チェックボックスを選択します。このときの手順については、次を参照してください。Tanium Consoleユーザガイド：すべ

てのモジュールとサービスをインポートする。インポートを終えたら、正しいバージョンがインストールされていることを確認します。Comply

のバージョンを確認する(49ページ)を参照してください。

(Tanium Core Platform 7.4.5以降のみ) 前に対象設定の制限を有効にすることで、No Computersフィルタグループを対象にするように

Complyアクショングループを設定することができます(Complyのインポート )。このオプションを使用すると、インポート中に作成され、

Tanium Complyアクショングループを対象とするスケジュール済みアクションを使ってtoolsの展開を制御することができます。たとえば、す

べてのエンドポイントにtoolsを展開する前に、一部エンドポイントでtoolsをテストしたいとしましょう。この場合、その一部のみを対象と

するよう設定したアクショングループにtoolsを手動で展開することできます。アクショングループの設定についてはTanium Consoleユーザ

ガイド : アクショングループの管理 対象設定の制限の有効化/無効化については、Tanium Consoleユーザガイド : 依存関係、デフォル

ト設定、ツールの展開を参照してください。

Complyのインポートでカスタム設定を使用する

デフォルトの設定を自動的に適用することなくComplyのインポートだけ行うには、必ず [Apply All Tanium recommended
configurations (Tanium推奨設定をすべて適用)] チェックボックスをオフにします。このときの手順については、次を参照してください。

Tanium Consoleユーザガイド：特定のモジュールの最新バージョンをインポート/再インポート/アップグレードする。インポートしたら、正

しいバージョンがインストールされていることを確認します。「Complyのバージョンを確認する(49ページ)」を参照してください。

このデータは10分おきに更新されるため、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の設定については、サービスアカウントを設定する(51ページ)を参照してください。

Complyのアクショングループを設定するには、Complyアクショングループを設定する(50ページ)を参照してください。

ソリューションの依存関係を管理する

その他、Complyが機能するために必要な依存関係(必須依存関係)、あるいはComplyの特定の機能が機能するために必要な依存

関係(機能固有の依存関係)もあります。ソリューションの依存関係を参照してください。

Complyをアップグレードする

Complyをアップグレードする手順は、Tanium Consoleユーザガイド :をご覧ください。Taniumモジュールの管理。アップグレードしたら、

正しいバージョンがインストールされていることを確認します。Complyのバージョンを確認する(49ページ)を参照してください。

アップグレードに関する問題については、トラブルシューティングセクションを参照してください。

https://docs.tanium.com//platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_all_modules
https://docs.tanium.com//platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_all_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/action_groups.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/action_groups.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#module_dependencies_settings
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#module_dependencies_settings
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_specific_modules
https://docs.tanium.com/comply/comply/requirements.html#solution_dependencies
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
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Complyのバージョンを確認する

Complyのインポートまたはアップグレード後、正しいバージョンがインストールされていることを確認します。

1. ブラウザを更新します。

2. メインメニューから [Modules (モジュール)] > [Comply] に移動してComplyの [Overview (概要)] ページを開きます。

3. バージョン情報を表示するには、Info をクリックします。
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Complyの設定

Complyのインストールで [Apply All Tanium recommended configurations (Tanium推奨構成をすべて適用)] オプションを使用しな

かった場合は、いくつかの機能を手動で有効にして設定する必要があります。

(taas) Tanium Endpoint Configurationを設定する

Tanium Endpoint Configurationでソリューションの構成を管理する

Taniumエンドポイント設定は、Taniumソリューションの構成情報と必要なツールをエンドポイントに提供します。Endpoint

Configurationでは、従来はTaniumの追加機能に添えられていた設定アクションを統合し、ソリューションを設定してから、その設定が

エンドポイントに到達するまでの間にタイミングエラーが発生する可能性を排除します。このように設定を管理することで、Tanium機能

のインストール、設定、および使用する時間が大幅に短縮されるとともに、エンドポイントのグループをより柔軟に特定の設定の対象に

することができます。

エンドポイント設定は、Tanium Client Managementの一部としてインストールされます。詳細は、以下を参照してくださ

い。Tanium Client Managementユーザガイド：Client Managementのインストール。

また、エンドポイント設定を使用して、設定の承認を管理することもできます。たとえば、エンドポイント設定で承認権限を持つユーザが

構成の変更を承認するまで構成変更がデプロイされないようにできます。Complyの設定変更の承認に必要なロールと権限についての

詳細は、「 ユーザロールの要件(39ページ)」を参照してください。

エンドポイント設定を使用して承認を管理するには、構成の承認を有効にする必要があります。

1. メインメニューから、[Administration (運用管理)] > [Shared Services (共有サービス)] > [Endpoint Configuration] に移動し

て、Endpoint Configurationの [Overview (概要)] ページを開きます。

2. [Settings (設定)] をクリックし、[Global (グローバル)] タブをクリックします。

3. [Enable configuration approvals (構成の承認を有効化)]を選択し、[Save (保存)]をクリックします。

エンドポイント設定についての詳細は、Tanium エンドポイント設定ユーザガイドを参照してください。

Complyを設定する

Complyアクショングループを設定する

デフォルトでは、ComplyアクショングループはAll Computersコンピュータグループに設定されます。このアクショングループは必要に応

じて更新できます。

1. Tanium Consoleから [Administration (管理)] > [Actions (アクション)] > [Action Groups (アクショングループ)] に移動します。

2. [Tanium Comply]を選択し、[Edit (編集)]をクリックしてアクショングループを更新します。

https://docs.tanium.com/client/client/installing_client_management.html
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/index.html
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Tanium ComplyアクショングループがAll Computersに設定されていることを確認します。

1. [Administration (管理)] > [Actions (アクション)] > [Action Groupss (アクショングループ)] に移動します。

2. アクショングループのリストで [Tanium Comply]をクリックします。

3. Computer Group TargetsパラメータがAll Computersに設定されていることを確認します。必要に応じて、[Edit
(編集)]をクリックしてアクショングループを更新します。

サービスアカウントを設定する

ホームページデータの入力など、Complyの機能をバックグラウンドで実行するには、Complyサービスアカウントを作成して設定する必

要があります。

このユーザには、次のロールとアクセス権を設定する必要があります。

l Comply Administratorロール。詳細は、ユーザロールの要件(39ページ)を参照してください。

l Complyのレポートへの入力を提供するコンピュータグループに付与されるアクセス権。ユーザへのコンピュータグループの割り当

てについての詳細は、Tanium Core Platformユーザガイド：コンピュータグループをユーザに割り当てるを参照してください。

l Tanium Client Managementをインストールされている場合は、Endpoint Configurationがインストールされます。デフォルトで

は、モジュールサービスアカウントが開始する設定変更(ツールの展開など)には承認が必要です。[Endpoint Configuration
Bypass Approval (エンドポイント設定のバイパス承認)]アクセス権限をこのロールに適用し、関連するコンテンツセットを追加す

ると、モジュール生成の構成変更に対する承認をバイパスできます。詳細は、以下を参照してください。Tanium Endpoint

Configurationユーザガイド：ユーザロール要件。

1. Complyの [Overview (概要)] ページで [Settings (設定)] をクリックします。[Service Account (サービスアカウント)] タブをクリッ

クします。

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

サービスアカウントを設定するもう1つの方法は、サービスアカウントが設定されていない場合に表示される黄色の

バナーで [Configure Now (今すぐ設定)]をクリックすることです。

Complyユーザを設定する

事前定義されている次の一連のユーザロールセットを使用して、Complyユーザを準備することができます。

各ロールの具体的なアクセス権限を確認するには、ユーザロールの要件(39ページ)を参照してください。

ユーザロールの割り当てについての詳細は、次を参照してください。Tanium Core Platformユーザガイド : ユーザに対するロール割り当て

を管理する。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_users.html#Assign_computer_groups
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_users.html#Assign_roles
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_users.html#Assign_roles
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Comply Administrator (Reputation管理者)

エンドポイントにComply機能の設定とデプロイメントを管理するユーザにComply管理者ロールを割り当てます。

このロールは、以下のタスクを実行できます。

l Complyサービス設定の設定

l Comply設定の表示・変更

l エンドポイントへのデプロイメントの作成とエンジンの更新

l Complyの基準の表示・変更

Comply Operator

エンドポイントに対するComplyの機能の設定と展開を管理するユーザにComplyオペレータロールを割り当てます。

このロールは、以下のタスクを実行できます。

l Complyサービス設定の設定

l Comply設定の表示・変更

l エンドポイントへのデプロイメントの作成とエンジンの更新

l Complyの基準の表示・変更

Complyデプロイ管理者

Complyのエンドポイント構成を作成および表示するユーザには、Complyデプロイ管理者ロールを割り当てます。

このロールは、以下のタスクを実行できます。

l エンドポイントへのデプロイメントの作成とエンジンの更新

l Complyの基準の表示・変更

Complyレポートコンテンツ管理者

Complyのコンプライアンスと脆弱性基準を作成および管理するユーザには、Complyレポートコンテンツ管理者ロールを割り当

てます。このロールは、Complyの基準を表示および変更することができます。

Complyレポート管理者

Complyのアセスメントを設定および管理するユーザには、Complyレポート管理者ロールを割り当てます。

このロールは、以下のタスクを実行できます。

l Complyのアセスメントとレポートの表示・変更

l Complyの基準の表示
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Complyレポートレビューア

Complyのアセスメントおよび基準をレビューするユーザには、Complyレポートレビューアロールを割り当てます。

このロールは、以下のタスクを実行できます。

l Complyのアセスメントとレポートの表示

l Complyの基準の表示

Complyカスタムチェックライタ

どの基準にも含まれていないエンドポイントで条件を確認するためのカスタムチェックを作成するユーザには、Complyカスタム

チェックライタロールを割り当てます。

このロールは、以下のタスクを実行できます。

l カスタムチェックの表示・変更

l Complyの基準の表示

Comply Service Account

Complyのシステム設定を行うアカウントには、Complyサービスアカウントロールを割り当てます。このロールは、Complyのいくつ

かのバックグラウンドプロセスを実行できます。詳細については、Complyのインストール(47ページ)を参照してください。

Comply Comply RASアセスメント作成者

リモート認証ベースのスキャンを設定および管理するユーザには、Comply RASアセスメント作成者ロールを割り当てます。

このロールは、以下のタスクを実行できます。

l 資格情報の表示・変更

l RASアセスメントの表示・変更

Comply Endpoint Configuration Approver

Tanium Endpoint ConfigurationでComplyの構成項目を承認または却下するユーザには、Comply Endpoint設定承認者

ロールを割り当てます。このロールは、Complyがインストールされているエンドポイントを対象とする変更を承認/拒否/棄却する

ことができます。

スキャンエンジンとJREをアップロードする

スキャンエンジンは、業界のセキュリティ基準と脆弱性定義、カスタムコンプライアンスチェックを使用してエンドポイントにセキュリティ設定

の問題やソフトウェア脆弱性がないか評価します。

Complyでは、スキャンエンジンがOVAL (Open Vulnerability Assessment Language)またはSCAP (Security Content Automation

Protocol)コンテンツを評価して、エンドポイントのコンプライアンス性と脆弱性のステータスを判断します。Complyは、スキャンエンジンに

よるこの評価結果に基づいて調査結果を生成します。
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Complyを使用するには、スキャンエンジンが少なくとも1つ必要です。Comply 2.3以降には、Tanium Scan Engine (JovalCMで動くスキャ

ンエンジン)とAmazon Coretto JRE (Java Runtime Environment)のバージョン8.xおよび11.xが含まれています。バージョン11.xは、サポー

トされているWindowsエンドポイント用です。ほとんどの組織は、Tanium Scan EngineとAmazon Coretto JREを利用でき、スキャンエン

ジンやJREをアップロードする必要はありません。

必要に応じて、他のスキャンエンジンをComplyにアップロードできます。Complyは、Taniumスキャンエンジン(デフォルトで含まれてい

る)、SCC(米国政府が使用)、およびCIS-CATスキャンエンジンに対応しています。サポートされているバージョンのスキャンエンジンは、

[Import Engine (エンジンのインポート )] ウィンドウとこのページにすべて記載されています。関連情報 : サポートされているエンジンと

JRE。通常は、最新バージョンと前の2つのバージョンがサポートされます。

現在、Amazon Coretto JREは、Linux、AIX、Solarisの一部ディストリビューションではサポートされていません。これらのオペレーティング

システムのいずれかがあるエンドポイントでスキャンを実行する必要があり、そのエンドポイントで既存のJREを使用しない場合は、

Complyにアップロードできます。最良の結果を得るには、Complyを使用してJREをインストールし(エンドポイントにある既存のJREを使

用するのではない)、スキャンの実行に使用されるJREを特定します。

Tanium Scan EngineおよびCIS-CATにもPowerShellは必要であり、PowerShellがConstrainedLanguageモードの場合、これらのエンジン

は機能しません。

[Conguration Progress (構成の進捗状況)] セクションで [Upload Engine/JRE (エンジン/JREをアップロード )] のステップをクリックし、

[Comply Engines (Complyのエンジン)] をクリックして [Manage Engines (エンジンを管理)] ページを開きます。このページからのエンジン

とJREのアップロードについての詳細は、スキャンエンジンとJREのアップロードを参照してください。

展開を作成する

展開物を作成するにはComply Deployment Administratorロールが必要です。Complyのロールの詳細については、ユーザロールの

要件(39ページ)を参照してください。

スケジュールに基づいてエンジンおよびJREをエンドポイントに展開するには、対象エンドポイントのアーキテクチャとプラットフォームに基づ

いて展開物を作成します。たとえば、次の展開物を作成できます。

l Windows 64ビット

l Windows 32ビット

l macOS 64ビット

l Linux 64ビット

l 各展開物が対象とするコンピュータグループに、該当するすべてのエンドポイントが含まれていることを確認しま

す。展開物を見直し、抜けているコンピュータグループがないことを確認します。

l 対応するすべてのアーキテクチャ(ビット数)およびプラットフォームに対する展開物が作成されていることを確認し

ます。たとえば、一部の環境に、まだ32ビットLinuxとWindowsエンドポイントがあると仮定します。これらのエンド

ポイントには、専用の展開物が必要です。

デプロイメントを作成する手順については、エンドポイントのセットアップを参照してください。
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アセスメントの可視性を制限する

デフォルトで、Complyアセスメントレビューアロールを持つユーザは、管理権限を持っていないコンピュータグループを対象にしたアセスメ

ントも含めて、すべてのアセスメントを表示することができます。

管理権限があるコンピュータグループを対象にしたアセスメントだけをユーザが表示できるようにしたい場合は、report_mr_enabled設
定をtrueに設定します。この設定を有効にすると、ユーザは、そのアセスメントが対象にしているすべてのコンピュータグループに対する

管理権限を持つ場合にのみアセスメントを表示することができます。1つのアセスメントが複数のコンピュータグループを対象にしていて、

ユーザがそれらコンピュータグループの一部に対する管理権限しか持っていない場合、ユーザはそのレポートを表示できません。

1. Complyの [Overview (概要)] ページで設定 をクリックします。

2. [General (一般)] タブでreport_mr_enabledを探し、[Edit (編集)] をクリックします。

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。

変更はすぐに有効になり、Complyを再起動する必要はありません。

アセスメントを作成する

Complyメニューで [Assessments (アセスメント)] をクリックして [Assessments (アセスメント)] ページを開きます。このページから、構成コ

ンプライアンスアセスメント、脆弱性アセスメント、およびリモート脆弱性アセスメントを作成することができます。また、既存のアセスメン

トを表示および更新することもできます。

アセスメントの詳細は、コンプライアンスアセスメントの作成(87ページ)および脆弱性アセスメントの作成(104ページ)を参照してください。

エアギャップ環境用にComplyを設定する

Tanium Serverがエアギャップ環境にある場合は、Tanium EngineやTanium Vulnerability Libraryファイルをインターネットからダウンロー

ドすることはできません。エアギャップ環境用にComplyを設定して、それらファイルをComplyにアップロードする必要があります。
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1. Complyの [Home (ホーム)] ページで設定 をクリックします。

2. [General (一般)] タブで is_airgapped設定を探し、[Edit (編集)] をクリックします。

3. [Edit Setting (設定を編集)] ウィンドウの [Value (値)] フィールドで [True (真)] を選択します。

4. [Save (保存)] をクリックします。

is_airgapped設定を編集して [False (偽)] に戻した場合は、Tanium Vulnerability Library (TVL)が正しく更新さ

れるようComplyを再起動する必要があります。
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TANIUM ENGINESパッケージをアップロードする

1. [Comply] メニューから[Setup (セットアップ] > [Configuration (設定)] をクリックし、[Engines (エンジン)] タブに移動します。

2. [Upload Engines Package (エンジンパッケージをアップロード )] をクリックします。

3. インターネットに接続できるマシンを使用して、[Upload Tanium Engines Airgap Archive (Taniumエンジンのエアギャップ用アーカ

イブのアップロード )] ウィンドウに示されているリンク(https://content.tanium.com/files/published/comply-engines/engines.cgz)

からエアギャップ用ZIPファイルをダウンロードして、エアギャップ環境のマシンに保存します。

4. [Select Engines Package File (エンジンパッケージファイルの選択)] をクリックし、エアギャップ環境のマシン上の保存した場所から

engines.cgzファイルを選択して、[Open (開く)] をクリックします。

5. [Upload (アップロード )]をクリックします。

6. アップロードが完了したら、[Close (閉じる)]をクリックします。

TANIUM VULNERABILITY LIBRARYファイルをアップロードする

1. [Comply] メニューから、[Standards (基準)] > [Vulnerability (脆弱性)]をクリックして、[Vulnerability Standards (脆弱性基

準)]ページを開きます。

2. [Upload Airgap Zip (Airgap Zipのアップロード )]をクリックします。

3. インターネットに接続できるマシンを使用して、[Upload TVL Airgap Zip (TVL Airgap Zipのアップロード )]ウィンドウに示されている

リンクからエアギャップ用ZIPファイル(https://content.tanium.com/files/published/tvl/Comply-Standards-Airgap-v1.zip)をダウン

ロードして、エアギャップ環境のマシンに保存します。

https://content.tanium.com/files/published/comply-engines/engines.cgz
https://content.tanium.com/files/published/tvl/Comply-Standards-Airgap-v1.zip
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4. [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保存した場所からComply-TVL-Airgap-pkg.zipを選択

して、[Open (開く)]をクリックします。

5. [Upload (アップロード )]をクリックします。

6. アップロードが完了したら、[Upload TVL Airgap Zip (TVL Airgap Zipのアップロード )]ウィンドウの [Close (閉じる)]をクリックしま

す。Complyが脆弱性基準を更新するのに5分ほど時間がかかります。アップロードしたエアギャップ用zipファイルから基準が正常

に更新された後、脆弱性の情報元を展開すると、[Type (種類)] に [Local (ローカル)] と表示され、完了したCVE数も表示されま

す。

リモート認証ベースのスキャン用の資格情報リストを設定する

Tanium Clientがインストールされていないエンドポイントに対してサテライトが安全なスキャンを実行するには、そのエンドポイントに対す

るログイン資格情報が必要です。ここに詳述されている手順に従って、リモート認証ベースのスキャンで使用するエンドポイント資格情

報を追加してください。

資格情報を設定するには、Comply資格情報RBACアクセス権限が必要です。

サテライトスキャンに使用する資格情報リストの資格情報の数はできるかぎり少なくしてください。一連の資格情報が

すべて試みられるため、資格情報の数が増えるとタスクの実行に要する時間が長くなる場合があります。また、使用す

る資格情報の数が多いほど、資格情報で問題が発生するリスクが大きくなりし、セキュリティアラートやアカウントロック

アウトが発生する可能性があります。

1. Complyメニューから [Setup (セットアップ)] > [Credentials Lists (資格情報リスト)] をクリックします。Createをクリックします。

2. [Summary (サマリ)] セクションで以下を行います。

l 資格情報リストの [Name (名前)] と [Description (説明)] を入力します。

l [Content Set (コンテンツセット)] は [Comply] になります。(現時点では変更できません。)

3. [Credentials (資格情報)] セクションで、[Add (追加)] をクリックします。
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WindowsとWindows以外についてそれぞれ資格情報リストを作成します。

4. [Platform (プラットフォーム)] セクションで WindowsまたはWindows以外を選択します。

l Windowsの資格情報の場合は、次の操作を行います。

o (任意) [Domain name (ドメイン名)] を入力します。

o [Username (ユーザ名)] を入力します。

o 対応する [Password (パスワード )] を入力します。

o [Save (保存)] をクリックします。
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l Windows以外の資格情報の場合は、次の操作を行います。
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o [Credential Type (資格情報タイプ):] で [SSH] (推奨) または [Password (パスワード )] を選択します。
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n [SSH] の場合は、[Username (ユーザ名)] と [SSH Private Key (SSH秘密鍵)] が必須です。[Keyphrase
(キーフレーズ)] はオプションです。
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n [Password (パスワード )] の場合は、[Username (ユーザ名)] と [Password (パスワード )] が必須です。
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o 必要に応じて [Advanced Settings (詳細設定)] を展開して、以下の設定を行うことができます。

ここで提供しているフィールドを使用して、Tanium Scan Engineにコンプライアンスおよび

脆弱性チェックを実行させることができます。ただし、この実行には権限の昇格が必要で

す。エンジンは、エンドポイントにアクセスするために追加の権限が必要になるタイミングを

認識しています。たとえば、Cisco SystemsのエンドポイントでTanium Scan Engineがコンプ

ライアンスルールを評価するには、権限を昇格して値を読み取れるようにする必要がある

設定があります。Tanium Scan Engineがエンドポイントにそうした権限を要求し、提供さ

れなかった場合、そのルールについては、合格または不合格ではなくエラーステータスが返

されます。

n Sudo Escalation (Sudo昇格) - このチェックボックスをオンにすると、権限昇格にsudoコマンドを使用する

必要があることを指示できます。このチェックボックスがオンで、認証タイプがSSHキーの場合は、ここで

[Password (パスワード )] を入力する必要もあります。

n [Cisco IOS Enable Password (Cisco IOSパスワード有効)] では、Cisco IOSデバイスでの権限昇格用のパ

スワードを入力します。

n [Substitute Credentials (代替資格情報)] で、suベースの権限昇格用の [Substitute Name (代替名)]
と [Substitute Password (代替パスワード )] を入力します。

l Addをクリックします。

5. [Credentail (資格情報)] ページで [Save (保存)] をクリックして、追加したエンドポイント資格情報条件を保存します。

資格情報に優先順位を付ける

資格情報リスト内の資格情報に優先順位を設定することができます。これにより、エンドポイントで資格情報が試みられる順番が決ま

ります。

1. [Prioritize (優先順位)] ボタンをクリックします。

2. リスト内の項目を移動して優先順位を設定します。

[Scan Method (スキャン方法)] で [Remote Authenticated (リモート認証ベース)] を選択している場合は、設定後、[Assessments (ア
セスメント)] ページで資格情報リストを選択します。

アセスメントで使用されている資格情報を削除することはできません。

資格情報リストのビュー

資格情報を作成すると、リストビューの [Additional data (追加データ)] の矢印をクリックすることで、作成日または更新日や、資格情

報が使用されるアセスメントなどの資格情報に関する情報を表示することができます。
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スキャンエンジンとJREの操作

スキャンエンジンは、業界のセキュリティ基準と脆弱性定義、カスタムコンプライアンスチェックを使用してエンドポイントにセキュリティ設定

の問題やソフトウェア脆弱性がないか評価します。

Complyでは、スキャンエンジンがOVAL (Open Vulnerability Assessment Language)またはSCAP (Security Content Automation

Protocol)コンテンツを評価して、エンドポイントのコンプライアンス性と脆弱性のステータスを判断します。Complyは、スキャンエンジンに

よるこの評価結果に基づいて調査結果を生成します。

Complyを使用するには、スキャンエンジンが少なくとも1つ必要です。Comply 2.3以降には、Tanium Scan Engine (JovalCMで動くスキャ

ンエンジン)とAmazon Coretto JRE (Java Runtime Environment)のバージョン8.xおよび11.xが含まれています。バージョン11.xは、サポー

トされているWindowsエンドポイント用です。ほとんどの組織は、Tanium Scan EngineとAmazon Coretto JREを利用でき、スキャンエン

ジンやJREをアップロードする必要はありません。

必要に応じて、他のスキャンエンジンをComplyにアップロードできます。Complyは、Taniumスキャンエンジン(デフォルトで含まれてい

る)、SCC(米国政府が使用)、およびCIS-CATスキャンエンジンに対応しています。サポートされているバージョンのスキャンエンジンは、

[Import Engine (エンジンのインポート )] ウィンドウとこのページにすべて記載されています。関連情報 : サポートされているエンジンと

JRE。通常は、最新バージョンと前の2つのバージョンがサポートされます。

現在、Amazon Coretto JREは、Linux、AIX、Solarisの一部ディストリビューションではサポートされていません。これらのオペレーティング

システムのいずれかがあるエンドポイントでスキャンを実行する必要があり、そのエンドポイントで既存のJREを使用しない場合は、

Complyにアップロードできます。最良の結果を得るには、Complyを使用してJREをインストールし(エンドポイントにある既存のJREを使

用するのではない)、スキャンの実行に使用されるJREを特定します。

Tanium Scan EngineおよびCIS-CATにもPowerShellは必要であり、PowerShellがConstrainedLanguageモードの場合、これらのエンジン

は機能しません。

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、ユーザロール

の要件(39ページ)を参照してください。

デフォルトの対象設定

Complyの初めてのセットアップでは、[Engines] ページで次のいずれかを選択するように求められます。

l Use Default Targeting (デフォルトの対象設定を使用) - このオプションを選択した場合、エンジンはComplyアクショングループ

のすべてのエンドポイントに展開されます。

Complyをアップグレードし、[Use Default Targeting (デフォルトの対象設定を使用)]を選択すると、古いエンジンは削除されま

せん。

エンジンの選択は、最新のCorrettoバージョン用であることに注意してください。Complyは、バージョン11をサポートしているプ

ラットフォームにはバージョン11を使用し、バージョン11をサポートしていないプラットフォームにはバージョン8を使用します。
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l Do Not Use Default Targeting (デフォルトの対象設定を使用しない) - このオプションを選択した場合は、エンジンごとにコン

ピュータグループを手動で選択する必要があります。

CISエンジンをダウンロードおよびインポートする

Comply 2.3以降には、Tanium Scan Engine (JovalCMで動くスキャンエンジン)が含まれています。ほとんどの組織は、

Tanium Scan Engineを利用でき、CISエンジンをアップロードする必要はありません。

1. https://workbench.cisecurity.orgに移動し、サインインします。CIS Security基準を初めて使用する場合は登録します。

2. ログインしたら、[Downloads (ダウンロード )] をクリックして [Downloads (ダウンロード )]ページに移動し、最新のciscat-full-

<version>.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、関連情報：サポートされているエンジンとJRE

(172ページ)を参照してください。

3. Complyで、[Setup (セットアップ)]メニューの下にある [Configuration (構成)]を選択します。

4. [Engines (エンジン)] タブで [Import Engine (エンジンのインポート)]をクリックします。

5. [Engine Type (エンジンの種類)] ドロップダウンから [CIS-CAT]を選択します。

6. [Standards (基準)] をオンにして、バンドルの基準をComplyにインポートします。最良の結果を得るには、このオプションにチェック

を入れます。CIS-CATバンドルを初めてアップロードするとき、デフォルトではこのオプションは有効です。

7. 必要なスキャンエンジンを既にインポートしていて、基準だけインポートする場合は、[Engine (エンジン)] のチェックをオフにします

(下記の注を参照)。

https://workbench.cisecurity.org/
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8. [Select File (ファイルを選択)] 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。

9. [Import (インポート)]をクリックします。

CIS-CATスキャン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しておく必要があります。JRE (Java

Runtime Environment)パッケージをアップロードする(70ページ)を参照してください。

CISから新しいバージョンのバンドルがリリースされたときに基準をアップグレードするには、[Standards (基準)] のみを選

択します。これで、新しく更新された標準を一括してComplyにインポートすることができます。既存のレポートと標準が

このプロセスの影響を受けることはありません。また、レポートで使用される標準は、それぞれの標準の新しいバージョ

ンに自動的にはアップグレードされません。

Comply 1.3.2またはそれ以前でCIS-CATを使用している場合、CIS-CATエンジンが正常に機能するには、Complyをバー

ジョン1.3.3またはそれ以降にアップグレードする必要があります。トラブルシューティング(163ページ)を参照してください。

SCCスキャンエンジンをダウンロードおよびインポートする

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。行政組織の場合の適切なSCCバンドルの入

手方法については、Taniumサポートにをお問い合わせください。「Taniumサポートに問い合わせる(171ページ)」を参照してください。
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各SCCのzipファイルには、別のzipファイル(Windowsの場合)またはtgzファイル(Linux/OS Xの場合)が含まれています。

Complyは、元のzipアーカイブと同様にこのzipまたはtgzファイルを受け付けます。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)] > [Configuration (構成)]を選択します。

2. [Engines (エンジン)] タブで [Import Engine (エンジンのインポート)]をクリックします。

3. [Engine Type (エンジンの種類)] ドロップダウンメニューから [SCC]を選択します。

4. コンテンツを選択します。基準、エンジン、またはその両方。

5. [Browse (参照)] をクリックして、アップロードするSCCバンドルを選択します。

6. [Import (インポート)]をクリックします。

SCCバンドルによって、DISA STIG基準がパッケージに含まれています。基準をインポートするには、必ず [Standards (基
準)] をオンにします。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。
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対象コンピュータのグループ

1. [Engines (エンジン)] タブで、エンジンにマウスカーソルを重ねて、表示される [編集]アイコンをクリックします。

2. 次のいずれかを選択して、このエンジンを受信するエンドポイントを選択します。

l Default: デフォルトの対象の絞り込みでは、Complyアクショングループになります。

l カスタム対象設定 : このオプションを選択して、独自のグループを作成します。[And/Or]ボタンを使用して、選択内容を

増やしたり、狭めたりできます。グループに新しい行を追加する場合は、[Row (行)]ボタンを使用します。対象設定に別

のAnd/Orの組み合わせを作成する場合は、[Grouping (グループ化)]ボタンを使用しします。選択が終了したら、その都

度 [Apply (適用)] をクリックし、[Save (保存)] をクリックします。

l Do not distribute to endpoints (エンドポイントに配布しない): エンジンがエンドポイントシステムに配布されないように

するには、このオプションを選択します。

JRE (Java Runtime Environment)パッケージをアップロードする

Comply 2.3以降には、Amazon Coretto JRE (Java Runtime Environment)が付属しています。このJREは、Windows、

macOS、およびLinuxのほとんどのディストリビューションでサポートされています。このJREを使用する場合、JREを

Complyにアップロードする必要はありません。

現在、Amazon Coretto JREは、Linux、AIX、Solarisの一部ディストリビューションではサポートされていません。これらのオペレーティング

システムのいずれかがあるエンドポイントでスキャンを実行する必要があり、そのエンドポイントで既存のJREを使用しない場合は、

Complyにアップロードできます。これらのオペレーティングシステムで最良の結果を得るには、エンドポイントに既にあるJREを使用するの

ではなく、スキャンの実行に使用されるJREが分かるよう、JREをアップロードして、Complyを使用してそのJREがインストールしてくださ

い。

ComplyにJREをアップロードする必要がある場合は、実際の環境の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JREパッケージをダウンロードします。「Java Runtime Environment」のサポートされているJREディストリビューションとバージョンの

一覧を参照してください。
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Oracle JREをアップロードすると、標準のJREパッケージとサーバJREパッケージの両方がサポートされます。Complyが使用する元のバイ

ナリファイルは両方のパッケージで同じであるため、特定の1つのプラットフォーム/アーキテクチャ用のパッケージを1つ(標準JREまたはサー

バJRE)のみをアップロードすればよいだけです。どちらのパッケージも、関連するプラットフォーム上のすべてのエンドポイント (ワークステー

ションとサーバ)のスキャンに使用できます。Complyにはtgzまたはzipパッケージのみをアップロードすればよいだけです。必ずexeやrpm、

dmgファイルではなく、tgzまたはzipパッケージをダウンロードしてください。次のURLからJREパッケージをダウンロードします。

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index

JREをインポートする

1. [Comply] メニューから [Setup (セットアップ)]> [Configuration (構成)]を選択します。

2. [JREs] タブで [Import Engine (エンジンのインポート)] をクリックします。

3. [Browse (参照)] をクリックして、以前にダウンロードしたJREかTGZ、またはZIPファイルを選択します。

4. [Import (インポート)]をクリックします。

スキャンエンジンまたはJREを削除するには、該当する項目を選択して [Remove (削除)]をクリックします。Complyに付属している

Tanium Scan Engine (JovalCMで動くスキャンエンジン) JREを削除することはできません。

対象コンピュータのグループ

1. [JREs] タブで、エンジンにマウスカーソルを重ねて、表示される [編集] アイコンをクリックします。

2. 次のいずれかを選択して、このエンジンを受信するエンドポイントを選択します。

l Default: デフォルトの対象の絞り込みでは、Complyアクショングループになります。

l カスタム対象設定 : このオプションを選択して、独自のグループを作成します。[And/Or]ボタンを使用して、選択内容を

増やしたり、狭めたりできます。グループに新しい行を追加する場合は、[Row (行)]ボタンを使用します。対象設定に別

のAnd/Orの組み合わせを作成する場合は、[Grouping (グループ化)]ボタンを使用しします。選択が終了したら、その都

度 [Apply (適用)] をクリックし、[Save (保存)] をクリックします。

l Do not distribute to endpoints (エンドポイントに配布しない): エンジンがエンドポイントシステムに配布されないように

するには、このオプションを選択します。

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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カスタム設定をインポートする

1. [Comply] メニューから [Setup (セットアップ)]> [Configuration (構成)]を選択します。

2. [Custom Settings (カスタム設定)] タブで、[Customize (カスタマイズ)] または[Add Custom Settings (カスタム設定の追加)] をク

リックします。

3. [Create Custom Settings (カスタム設定を作成)] ウィンドウで次の設定をします。

l リソースモード : デフォルトの設定は [Normal (基準)] です。Tanium Scan Engineがエンドポイントで利用するリソースを少

なくしたい場合は、この設定を [Low (低)] に変更します。

o (Windows OSのみ) CPU Utilization (CPU使用)は10% まで低く設定できます。他のリソースがCPUを使用してい

る場合、設定したCPU容量が使用可能になるまでスキャンは一時停止します。

低リソースモードについては、次の点に注意してください。

o Taniumスキャンエンジンに対してのみ有効。

o スキャンに時間がかかる。

o CPU数はデフォルトで自動的に1に設定され、最大Javaヒープサイズは256MBに設定されます。

l CPU数 : スキャンするCPUの最大数を設定します。デフォルトの推奨値は1 CPUです。

l Javaヒープサイズ：スキャンに使用する Java ヒープメモリの最大容量を設定します。デフォルトの推奨値は512 MBです。
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l 対象設定：これらのカスタマイズ設定を受信するエンドポイントを選択します。[Default (デフォルト)]または [Custom
Targeting (カスタム対象設定)]を選択します。

o カスタム対象設定 : このオプションを選択して、独自のグループを作成します。[And/Or]ボタンを使用して、選択

内容を増やしたり、狭めたりできます。グループに新しい行を追加する場合は、[Row (行)]ボタンを使用します。

対象設定に別のAnd/Orの組み合わせを作成する場合は、[Grouping (グループ化)]ボタンを使用しします。選

択が終了したら、その都度 [Apply (適用)] をクリックします。

4. [Save (保存)]をクリックします。

エンドポイント設定に優先順位を付ける

エンドポイント設定では、対象設定の一部が重複している場合があります。たとえば、1つの構成ではすべてのコンピュータグループを対

象と、別の設定ではすべてのコンピュータグループのコンピュータの一部を対象とすることができます。設定に優先順位を指定しなかった

場合、どちらの設定がその一部コンピュータに適用されるかがわかりません。重複がある場合にどの設定が適用されるかは、優先順位

を指定することによって決まります。

設定の優先順位の数字が小さいほど、優先順位は高くなります。たとえば、優先順位が1のエンジンは、優先順位が

10のエンジンに優先します。
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エンジンの場合、優先順位付けは同じ名前のエンジンがある場合にのみ発生します。エンドポイントへの異なるエンジ

ンのインストールが、優先順位付けによって妨げられることはありません。

1. Complyメニューから、[Settings (設定)] > [Configuration (設定)] に移動します。優先順位の変更は、エンジン、JRE、カスタム

設定で行うことができます。

2. [Prioritize (優先順位)] ボタンをクリックして設定を移動できるようにします。

3. 優先順位を変更する設定を選択し、上または下に動かします。

4. [Save (保存)] をクリックして新しい優先順位を適用するか、[Cancel (キャンセル)] をクリックして変更を取り消し元の優先順位に

戻します。[Save (保存)] をクリックすると、すべての項目の優先順位に基づいて並べ替えられます。
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Taniumのエンジンの更新

Complyに付属している Tanium Scan Engine (JovalCMで動くスキャンエンジン) Amazon Coretto JREに対する更新がある場合は、

Complyのメインページに黄色いバナーが表示され、エンジンに対する更新があることが示されます。[Update Now (今すぐ更新)] リンク

をクリックして、[Manage Engines (エンジンを管理)] ページを開きます。

[Manage Engines (エンジンを管理)] ページで [Download Engine Update (エンジン更新をダウンロード )] ボタンをクリックして、エンジン

を最新バージョンに更新します。

エアギャップ環境用にTanium Enginesパッケージをアップロードする

Tanium Scan Engine (JovalCMで動くスキャンエンジン) Comply 2.3以降には、Amazon Coretto JRE (Java Runtime Environment)が付

属しています。エアギャップ環境にいて、これらのエンジンを使用する場合は、Complyでその設定をして、Tanium Engineszipファイルを

アップロードする必要があります。エアギャップ環境用にComplyを設定する手順については、エアギャップ環境用にComplyを設定するを

参照してください。

1. エアギャップ環境にいることを指定したら、[Setup (セットアップ)] > [Configuration (構成)]をクリックして [Engines (エンジン)]ペー

ジを開きます。

2. [Upload Engines Package (エンジンパッケージをアップロード )] をクリックします。

3. インターネットに接続できるマシンを使用して、[Upload TVL Airgap Zip (TVL Airgap Zipのアップロード )]ウィンドウに示されている

リンクからエアギャップ用ZIPファイル(https://content.tanium.com/files/published/comply-engines/engines.cgz)をダウンロードし

て、エアギャップ環境のマシンに保存します。

https://content.tanium.com/files/published/comply-engines/engines.cgz
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4. [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保存した場所からengines.cgzを選択して、[Open
(開く)]をクリックします。

5. [Upload (アップロード )]をクリックします。

6. アップロードが完了したら、[Close (閉じる)]をクリックします。



© 2022 Tanium Inc. All Rights Reserved 77ページ

エンドポイントの準備

対象コンピュータグループに対するエンジンを設定してエンドポイントをスキャンします。

エンジンを設定する

スケジュールに基づいてエンジンおよびJREをエンドポイントに展開するには、対象エンドポイントのアーキテクチャとプラットフォームに基づ

いて展開物の対象となるコンピュータグループを設定します。たとえば、次の展開物を作成できます。

l Windows 64ビット

l Windows 32ビット

l macOS 64ビット

l Linux 64ビット

l 各展開物が対象とするコンピュータグループに、該当するすべてのエンドポイントが含まれていることを確認しま

す。展開物を見直し、抜けているコンピュータグループがないことを確認します。

l 対応するすべてのアーキテクチャ(ビット数)およびプラットフォームに対する展開物が作成されていることを確認し

ます。たとえば、一部の環境に、まだ32ビットLinuxとWindowsエンドポイントがあると仮定します。これらのエンド

ポイントには、専用の展開物が必要です。

デフォルトでは、Taniumは Tanium Scan Engine (JovalCMで動くスキャンエンジン)を提供しますが、サポートされている別のエンジンを

アップロードしている場合は、そのエンジンを選択できます。スキャンエンジンについての詳細は、スキャンエンジンとJREの操作を参照し

てください。

1. [Setup (セットアップ)] > [Configuration (設定)]に移動します。

2. [Engines (エンジン)] タブで次の手順を実行します。

3. リストにあるエンジンのをクリックして、対象の絞り込みウィンドウを開きます。

4. 対象に設定するコンピュータグループを追加します。

l Default: デフォルトの対象の絞り込みでは、Complyアクショングループになります。

l カスタム対象設定 : このオプションを選択して、独自のグループを作成します。[And/Or]ボタンを使用して、選択内容を

増やしたり、狭めたりできます。グループに新しい行を追加する場合は、[Row (行)]ボタンを使用します。対象設定に別

のAnd/Orの組み合わせを作成する場合は、[Grouping (グループ化)]ボタンを使用しします。選択が終了したら、その都

度 [Apply (適用)] をクリックし、[Save (保存)] をクリックします。

l Do not distribute to endpoints (エンドポイントに配布しない): エンジンがエンドポイントシステムに配布されないように

するには、このオプションを選択します。
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5. [Save (保存)] をクリックします。

カスタム設定

対象設定を使用してエンドポイント上のエンジンに制限を設けることができます。

[Setup (セットアップ] > [Configuration (設定)] ページで [Custom Settings (カスタム設定) ] タブを選択します。

推奨「ベスト プラクティス」パラメータからなるデフォルトの設定が表示されます。

o [CPU Count (CPU数)]は、1 CPUが選択されています。

o [Java Heap Size (Javaヒープサイズ)] は、デフォルト値の384 MBが設定されています。

o [Targeting (対象設定)]のアクショングループにはDefaultが選択されています。

1. カスタム構成を作成するには、[Customize (カスタマイズ)] ボタンをクリックします。

2. [Create Custom Settings (カスタム設定を作成)] ウィンドウで次の設定をします。

l リソースモード : デフォルトの設定は [Normal (基準)] です。Tanium Scan Engineがエンドポイントで利用するリソースを少

なくしたい場合は、この設定を [Low (低)] に変更します。

低リソースモードについては、次の点に注意してください。

o Taniumスキャンエンジンに対してのみ有効。バージョン6.3.7以降のTaniumスキャンエンジンが必要です。

o スキャンに時間がかかる。

o CPU数はデフォルトで自動的に1に設定され、最大Javaヒープサイズは256MBに設定されます。

o (Windows OSのみ) CPU Utilization (CPU使用)は10% まで低く設定できます。他のリソースがCPUを使用してい

る場合、設定したCPU容量が使用可能になるまでスキャンは一時停止します。

l CPU数 : スキャンするCPUの最大数を設定します。デフォルトの推奨値は1 CPUです。

l Javaヒープサイズ：スキャンに使用する Java ヒープメモリの最大容量を設定します。デフォルトの推奨値は384 MBです。
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l 対象設定：これらのカスタマイズ設定を受信するエンドポイントを選択します。[Default (デフォルト)]または [Custom
Targeting (カスタム対象設定)]を選択します。

o カスタム対象設定 : このオプションを選択して、独自のグループを作成します。[And/Or]ボタンを使用して、選択

内容を増やしたり、狭めたりできます。グループに新しい行を追加する場合は、[Row (行)]ボタンを使用します。

対象設定に別のAnd/Orの組み合わせを作成する場合は、[Grouping (グループ化)]ボタンを使用しします。選

択が終了したら、その都度 [Apply (適用)] をクリックします。

3. [Save (保存)] をクリックします。
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基準および脆弱性のソースを使用する

設定コンプライアンス基準と脆弱性の情報元を読み書きするには、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、ユーザロールの要件(39ページ)を参照してください。

Comply 2.4以降には、いくつかのTanium認定の基準が含まれています。基準にはTanium認定のアイコンが付きます。

基準は、Tanium Scan Engine (JovalCMベースのスキャンエンジン)でのみ使用できます。

他の標準またはスキャンエンジンを使用する場合は、それらをインポートする必要があります。基準を一括インポートま

たは一括アップグレードする方法については、CISエンジンをダウンロードおよびインポートする(67ページ)とSCCスキャンエ

ンジンをダウンロードおよびインポートする(68ページ)を参照してください。

設定コンプライアンス基準

個々の基準のインポートとカテゴリの割り当て

Complyでは、次のファイル形式の標準をインポートできます。

l 分割XCCDF形式：XCCDFファイル、OVALファイル、CPE、およびCPE-dictionary

l 単一SCAP 1.2データストリームの単一ファイル

l 分割XCCDFファイルを含む複数のZIPファイル

標準は、カテゴリとラベルを使用してグループ化することができます。[Standards (基準)] > [Compliance (コンプライアンス)] ページの基

準のリストは、カテゴリおよびラベルでフィルタリングできます。

1. [Standards (基準)] ページの [Compliance (コンプライアンス)] タブで [Import (インポート)] ボタンをクリックして、設定コンプライ

アンス基準をインポートします。

2. 基準の説明を入力します。

3. (任意) [Labels (ラベル)] フィールドに、その基準を説明するカスタムラベルを入力します。

4. [Select Files (ファイルを選択)] をクリックして、基準のファイルを選択します。
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5. [Import (インポート)]をクリックします。

標準をフィルタリングする

[Standards (基準) ] ページの [Compliance (コンプライアンス)] タブでは、その [Filter (フィルタ)] 矢印でカテゴリを選択し、[Label (ラベ
ル)] ドロップダウンリストからラベルを選択することでカテゴリで基準をフィルタリングすることができます。
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標準のラベルを変更する

1. [Standards (基準)] ページの [Compliance (コンプライアンス)] タブで、基準にマウスカーソルを重ねて [Edit (編集)] アイコンを表

示します。このアイコンをクリックします。

2. [Standard Metadata (基準のメタデータ)] ウィンドウで、その基準ラベルを編集します。

3. [Save (保存)] をクリックします。

標準を作成する

1. Complyの[Setup (セットアップ)]ページで、[Compliance (コンプライアンス)]をクリックします。

2. [Create Custom Profile (カスタムプロファイルを作成)] をクリックします。

3. [Custom Profile (カスタムプロファイル)]ウィンドウで、タイトルと説明を入力します。

4. 基準を選択し、[Create (作成)] をクリックします。

標準を削除する

1. Complyの [Setup (セットアップ)] メニューから、[Compliance (コンプライアンス)] をクリックします。

2. [Custom Profile (カスタムプロファイル)] タブで、削除する基準の横にあるDelete (削除) をクリックします。

3. [OK]をクリックします。

アセスメントで使用されているコンプライアンス標準を削除することはできません。先にアセスメントを削除し、その後でコ

ンプライアンス標準を削除する必要があります。

標準のフィルタリング

[Standards (基準)] ページの [Compliance (コンプライアンス)] タブの右上にある [Label Filter (ラベルフィルタ)] フィールドを使用して、

基準をフィルタリングすることができます。テキストの入力を開始すると、利用可能なフィルタのリストが表示されます。既存のラベルの横

にある[X]をクリックすると、フィルタのリストからフィルタを削除できます。

Complyには、Taniumが認定した基準がいくつかあります。基準にはTanium認定のアイコンが付きます。基準は、以下でのみ使用でき

ます。Tanium Scan Engine (JovalCMで動くスキャンエンジン).
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Verified (確認済み)ラベルの付いた基準はテスト済みであり、Complyで機能することが確認されています。デフォルトでは、確認済み

標準のみが表示されます。Unverified (未確認)ラベルが付いた基準は、Complyでテストされていません。このラベルは、標準が

Complyで機能しないことを意味するわけではありません。Complyで機能しない基準には、[Unsupported (未対応)] の赤のラベルが

付いています。

構成コンプライアンス標準プロファイルの表示とアセスメントの作成

1. [Standards (基準)] ページの [Compliance (コンプライアンス)] で、展開 をクリックして設定コンプライアンス基準の詳細を表

示します。

2. [Profile (プロファイル)] セクションで、プロファイルにカーソルを合わせ、基準プロファイルの横にある [Create Assessment (アセスメ

ントを作成)] ボタンをクリックして、そのプロファイル用のアセスメントを作成します。

上にある [Create Assessment (アセスメントを作成)] をクリックすると、リスト先頭のプロファイル用のアセスメント

の作成になります。

[Create Configuration Compliance Assessment (設定コンプライアンスアセスメントを作成)] ページが開きます。設定コンプライ

アンスレポートを作成する手順については、設定コンプライアンスアセスメントを作成するを参照してください。

脆弱性情報のソース

Complyメニューで [Standards (基準)] をクリックし、[Vulnerability (脆弱性)] を選択して、[Vulnerability Standards (脆弱性基準)]
ページを開きます。

デフォルトの脆弱性情報のソース

[Tanium Vulnerability Library (Tanium脆弱性ライブラリ)]を展開して、Complyが提供した3つの脆弱性ソースを確認します。



© 2022 Tanium Inc. All Rights Reserved 84ページ

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 Tanium Vulnerability Library for Windows

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列の数字をク

リックすると、基準に含まれるすべてのCVEのリストが表示されます。[Filter by Name (名前でフィルタ)]フィールドを使用して、CVEリストを

検索できます。

Taniumは、Tanium脆弱性ライブラリを毎日維持します。[Vulnerability Standard (脆弱性基準)] ページの [Tanium Vulnerability

Library (Tanium脆弱性ライブラリ)] セクションにある [Update Source (情報元を更新)] をクリックすると、Tanium Vulnerability

Libraryの最新バージョンをダウンロードすることができます。

Tanium Vulnerability Libraryは、https: //content.tanium.com/files/published/tvl/vuln.db.cgzからダウンロードされま

す。

デフォルトでは、Tanium Vulnerability Libraryは毎日自動的に更新されます。このスケジュールを変更するには、[Edit Source (情報元

を編集)] をクリックします。

Tanium Vulnerability Libraryを毎日更新するデフォルトのスケジュールは変更しないでください。

Complyは、約60分ごとにチェックを行い、最新バージョンのTanium Vulnerability Libraryとスケジュールされた脆弱性レ

ポートとを比較照合します。指定した脆弱性コンテンツ(CVEの範囲やCVSSスコア、個別CVE)のいずれかに新しい定

義があるある場合は、レポートが再作成され、その実行がスケジュールされます。
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CVEを検索する

[Vulnerability Standards (脆弱性基準)]ページの上部にある [Search all sources for CVEs (すべての情報元でCVEを検索)] フィール

ドにCVEを入力し、[Search for CVEs (CVEを検索)] をクリックします。検索を使用すると、すべての脆弱性情報のソースをスキャンして、

指定のCVEを含んでいるソースを特定することができます。

エアギャップ環境用に脆弱性情報のソースのファイルをアップロードする

エアギャップ環境にいる場合は、Complyでその設定をして、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。エアギャップ

環境用にComplyを設定する手順については、エアギャップ環境用にComplyを設定するを参照してください。

1. [Settings (設定)] > [General (全般)] ページでエアギャップ環境にいることを指定したら、[Standards (基準)] ページで

[Vulnerability (脆弱性)] タブをクリックして [Vulnerability Standards (脆弱性基準)] ページを開きます。

2. [Upload Airgap Zip (Airgap Zipのアップロード )]をクリックします。

3. インターネットに接続できるマシンを使用して、[Upload TVL Airgap Zip (TVL Airgap Zipのアップロード )]ウィンドウに示されている

リンクからエアギャップ用ZIPファイル(https://content.tanium.com/files/published/tvl/Comply-Standards-Airgap-v1.zip)をダウン

ロードして、エアギャップ環境のマシンに保存します。

4. [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保存した場所からComply-TVL-Airgap-pkg.zipを選択

して、[Open (開く)]をクリックします。

5. [Upload (アップロード )]をクリックします。

https://content.tanium.com/files/published/tvl/Comply-Standards-Airgap-v1.zip
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6. アップロードが完了したら、[Upload TVL Airgap Zip (TVL Airgap Zipのアップロード )]ウィンドウの [Close (閉じる)]をクリックしま

す。Complyが脆弱性基準を更新するのに5分ほど時間がかかります。アップロードしたエアギャップ用zipファイルから基準が正常

に更新された後、脆弱性の情報元を展開すると、[Type (種類)] に [Local (ローカル)] と表示され、完了したCVE数も表示されま

す。

新しい脆弱性情報のソースを作成する

1. Complyメニューで [Standards (基準)] をクリックします。

2. [Vulerability (脆弱性)] タブで [Create Source (情報元を作成)] ボタンをクリックします。

3. [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。

4. 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。

5. [OVAL Definitions (OVAL定義)] セクションの [Definition Type (定義タイプ)] で [Remote (リモート)] または [Import (インポー

ト)] を選択します。

リモート情報元はOVAL定義のXMLファイルをを指し示すURLであり、[Vulnerability Standards (脆弱性基準)]
ページの各基準の横にある [Update (更新)] をクリックすると更新できます。

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。ソースのアップロードは、エアギャップ

環境や、ソースのフィードを手動でダウンロードして提供したい場合に最も適しています。

CISからのこのOVAL定義ファイルは、リポジトリ内のすべての脆弱性定義に対するアクセス権を提供します

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

6. [Remote (リモート)] の場合はパスを入力し、[Import (インポート)] の場合はファイルを選択します。

7. Createをクリックします。

脆弱性情報のソースを編集または削除する

[Vulnerability Benchmarks (脆弱性基準)]ページで編集 をクリックして脆弱性情報のソースを編集したり、削除 をクリックして削除

したりできます。

脆弱性スキャンを実行してアセスメントを作成する

1. 展開 をクリックして、脆弱性基準の詳細を表示し、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確認します。

[Create (作成)] をクリックして、新しい脆弱性アセスメントを作成します。

2. [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。

https://oval.cisecurity.org/repository/download/5.11.1/all/oval.xml
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コンプライアンスアセスメントの作成

アセスメントは、[Assessments (アセスメント)] ページで新規作成することも、[Standards (基準)] ページで既存の基準を使って作成す

ることもできます。クライアントベースのスキャンを使用するアセスメントを作成するには、Complyレポート管理者ロールが必要です。リ

モート認証ベースのスキャンを使用するアセスメントを作成するには、Comply RASアセスメント作成ロールが必要です。Complyのロー

ルの詳細については、ユーザロールの要件(39ページ)を参照してください。

設定コンプライアンスアセスメントを実行して、設定スケジュールでの一群のマシンのセキュリティ設定コンプライアンス状態を確認しま

す。このアセスメントでは、SCAP (Security Content Automation Protocol)の XCCDF (Extensible Configuration Checklist Description

Format)標準を使ってデータの収集が実行されます。脆弱性アセスメントを実行すると、エンドポイントに対してOVAL (Open

Vulnerability and Assessment Language)チェックが実行され、特定されている脆弱性の有無が確認されます。

アセスメントの結果は調査結果ページに一覧表示されます。Complyメニューで [Findings (調査結果)] をクリックします。

月に1回または2回、既知の設定コンプライアンスの問題と脆弱性のすべてに関する全体的なアセスメントを実行してく

ださい。そして、そうしたサイズの大きな全面的なアセスメントに加えて、パフォーマンスに悪影響を及ぼすことなく頻繁に

実行できるよう、特定のコンプライアンス基準のみ、あるいは今年度の重要度が高または重要の脆弱性定義のみを

対象とするサイズの小さな軽量アセスメントを構成します。たとえば、軽量のアセスメントは毎週実行したり、3日に1回

実行したりします。

設定コンプライアンスアセスメントは、Complyがサポートするすべてのエンドポイントオペレーティングシステムでサポートされています

(Windows、macOS、Linux、AIX、Solaris)。

クライアントベースのスキャンアセスメントを設定する

1. Complyメニューから [Assessments (アセスメント)] を選択します。

2. [Create Assesment (アセスメントを作成)] ドロップダウンボタンから [Compliance (コンプライアンス)] を選択します。

3. [Summary (サマリ)] セクションで以下の操作を行います。

l [Name (名前)] を入力します。

l [Label (ラベル)] を指定します。

4. [Scan Method (スキャン方法)] を選択します(このフィールドは、Comply RASアセスメントアクセス権限を持つユーザにのみ表示さ

れます。特に指定しない限り、すべてのアセスメントはクライアントベースのスキャンになります)。

l Client-Based (クライアントベース)：クライアントベースのスキャンでは、エンドポイントにインストールされているTanium

Clientが使用されます。通常はこのスキャン方法が推奨されます。(この後の手順は、このスキャン方法を想定していま

す。)

l Remote Authenticated (リモート認証ベース)：リモート認証ベースのスキャンは、Tanium Clientをサテライトとして利用す

ることで、Tanium Clientがインストールされていないエンドポイントをスキャンします。このスキャン方法は、Tanium Clientを

インストールできないエンドポイントおよびサブネットから情報を取得する場合に有用です。詳細は、リモート認証ベースの

スキャンアセスメントを作成する(89ページ)を参照してください。
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5. [Targeting (対象設定)] セクションでは、以下の操作を行います。

l [Computer Groups (コンピュータグループ)]を選択します。プルダウンリストを使用してグループを選択します。同じプルダ

ウンを使ってグループを追加し、[And (および)/Or (または)] ボタンを使用して、選択対象を広げたり、狭めたりすることが

できます。グループに新しい行を追加する場合は、[Row (行)]ボタンを使用します。対象設定に別のAnd/Orの組み合わ

せを作成する場合は、[Grouping (グループ化)]ボタンを使用しします。選択するごとに [Apply (適用)] をクリックします。

Complyが正常に動作するには、適切なプラットフォーム(AIX、Linux、Mac、またはWindows)と、そのプ

ラットフォームに沿ったエンドポイントを含むコンピュータグループを選択する必要があります。

l ComplyによってTanium Complyアクショングループが自動的に作成され、[Action Group (アクショングループ)]フィールドに

自動的に表示されます。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。

l [Platform (プラットフォーム)]を選択します。

l [Engine (エンジン)]を選択します。[Engine (エンジン)] フィールドは、複数のエンジンがインストールされている場合にのみ

表示されます。

l [Comply Process Priority (Complyプロセスの優先度)] ドロップダウンリストから [Low (低)] または [Normal (基準)] のい

ずれかを選択します。

低を選択すると、Comply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にプロセッサの使用権を渡します。

Normal (通常)を選択すると、スキャンプロセスはエンドポイントの他のプロセスと同じ優先度で実行されます。

Low (低)を選択すると、プロセッサの使用率が高いエンドポイントでのスキャンプロセス時間が長くなる場

合があります。

l [Tanium Scan Engine] を選択すると、[Include network drive in scan (スキャン対象にネットワークドライブを含める)]
チェックボックスが有効になります。デフォルトでは、ネットワークドライブはスキャン対象に含まれません。スキャンには時間

がかかり、リソースが集中的に使用される場合があります。

6. [Standards (基準)] セクションで、以下の操作を行います。

l ドロップダウンリストから [Standards (基準)] を選択します。[Add Standard (基準を追加)] をクリックして、複数を含めま

す。

l [Profile (プロファイル)] ドロップダウンリストから、選択した基準に対する既存のプロファイルを選択します。

CIS-CATやSCCなどのエンジンとともに基準をインポートすると、該当するカテゴリが自動的に標準に割り当

てられます。デフォルトでは、新しい基準には [Imported (インポート)] カテゴリが割り当てられます。

l 必要に応じて [Advanced Settings (詳細設定)] セクションで [Custom ID (カスタムID)] を選択します。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。[Custom ID (カスタムID)] タブの

[Setup (セットアップ)] > [Vulnerability (脆弱性)] ページからカスタムIDを作成します。詳細については、コンプライアンス
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結果のカスタマイズ(146ページ)を参照してください。

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、fail、error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。

7. (任意) [Schedule (スケジュール)] セクションで以下の操作を行います。

l 特定の時間の間のみレポートが実行されるように制限するには、[Start at (開始日時)] と [End at (終了日時)]を選択

して、日付と時刻値を入力します。

デフォルトで表示される日付と時刻は、ローカルブラウザの時間です。

l (任意)レポートの実行時間を分散するには、[Distribute over (時間分散)]オプションを選択して分数または時間数を

入力します。

l [Repeat (繰り返し)]フィールドで [Interval (間隔)]、[Using report age (レポートの履歴を使用]、または [Never (なし)]
を選択します。

o [Interval (間隔)]を選択すると、[Reissue every (再実行間隔)]フィールドが表示され、レポートの実行頻度を

指定することができます。

o [Using assessments age (アセスメントの経過日数を使用)] を選択すると、[Run when results are older than
(結果が次より古い場合に実行)] フィールドが表示され、アセスメントを再実行する場合の結果の経過日数を

指定できます。レポートが実行されたことのない対象のエンドポイントがオンラインになった場合は、次の履歴

チェックが発生するとすぐにレポートが実行されます。3時間未満の履歴を指定しないかぎり、結果の履歴は3時

間おきにチェックされます。この場合、結果の履歴は1時間おきにチェックされます。

[Using assessments age (アセスメントの経過日数を使用)] オプションを使用して、経過日数を

7日間に設定します。

8. [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。[Findings (調査結果)] ページに結果が表示さ

れます。

リモート認証ベースのスキャンアセスメントを作成する

リモート認証ベースのスキャンは、Tanium Clientをインストールできないエンドポイントおよびサブネットから情報を取得する場合に有用

です。他のすべてのエンドポイントについては、パフォーマンス上の理由からクライアントベースのスキャンを使用し、リニアチェーンアーキ

テクチャの利点を活かしてください。
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準備

この機能を設定するにあたっては、次を参照してください。関連情報：リモート認証ベースのスキャンのセキュリ

ティ上のベストプラクティス(178ページ)。

l リモート認証ベースのスキャンには、他のTaniumソリューションの特定のバージョンが必要です。リモート認証ベースのスキャン要

件(31ページ)を参照してください。

l リモート認証ベースのスキャンを実行するためのTanium Clientのオペレーティングシステムは、次の例外を除き、Tanium Client

がサポートするオペレーティングシステムと同じです(Tanium Client Managementユーザガイド : クライアントのバージョンとホストシ

ステムの要件を参照)。

o リモート認証ベースのスキャンを実行するサテライトのディスク容量推奨事項(32ページ)を参照してください。

o 現在、AIXおよびSolarisサテライトからリモート認証ベースのスキャンを実行することはできません。

o 現在、Zone Serverをサテライトとして使用することはできません。

l リモート認証ベースのスキャン非管理対象エンドポイント (35ページ)リストを確認します。

l リモート認証ベースのスキャンのポート要件については、ホストとネットワークセキュリティの要件(36ページ)を参照してください。

l 次のRBACロールが必要です。Comply RASアセスメント作成者。ユーザロールの要件(39ページ)を参照してください。

l Tanium Direct Connectでサテライトを作成する。詳細は、Tanium Direct Connectユーザガイド：サテライトの管理。

l Tanium Discoverでサテライトスキャンを実行します。参照 : Tanium Discoverユーザガイド : サテライトスキャンの実行。

l Tanium DiscoverでインターフェイスをTanium Data Service (TDS)に昇格します。参照 : Tanium Discoverユーザガイド : インター

フェイスの管理。

エンドポイントがTanium DiscoverのPromote Unmanaged Interface (非管理対象インターフェイスを昇格)ラ
ベルと一致しない場合、そのエンドポイントはTDSに昇格されません。エンドポイントがTDSに昇格されなかった

場合、Complyがそのエンドポイントをスキャンすることはできません。

l Tanium Complyで資格情報を設定する。リモート認証ベースのスキャン用の資格情報リストを設定する(58ページ)を参照して

ください。

n 同じ非管理対象 IT資産を複数回、リモート認証ベースのスキャンのアセスメントの対象にしないでくだ

さい。

n リモート認証ベースのスキャンアセスメント1回につき最大4,000の非管理対象 IT資産を対象設定する

ことができます。

リモート認証ベースのスキャンアセスメントを作成するには、次の手順に従います。

https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Client_host_system_requirements
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Client_host_system_requirements
https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/managing_satellites.html
https://docs.tanium.com/discover/discover/satellite.html
https://docs.tanium.com/discover/discover/managing.html#auto
https://docs.tanium.com/discover/discover/managing.html#auto
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1. Complyメニューから [Assessments (アセスメント)] を選択します。

2. [Create Assesment (アセスメントを作成)] ドロップダウンボタンから [Compliance (コンプライアンス)] を選択します。

3. [Summary (サマリ)] セクションで以下の操作を行います。

l [Name (名前)] を入力します。

l [Label (ラベル)] を指定します。

4. [Scan Method (スキャン方法)] を選択します(このフィールドは、Comply RASアセスメントアクセス権限を持つユーザにのみ表示さ

れます。特に指定しない限り、すべてのアセスメントはクライアントベースのスキャンになります)。

l Client-Based (クライアントベース)：クライアントベースのスキャンでは、エンドポイントにインストールされているTanium

Clientが使用されます。通常はこのスキャン方法が推奨されます。

l Remote Authenticated (リモート認証ベース)：リモート認証ベースのスキャンは、Tanium Clientをサテライトとして利用す

ることで、Tanium Clientがインストールされていないエンドポイントをスキャンします。このスキャン方法は、Tanium Clientを

インストールできないエンドポイントおよびサブネットから情報を取得する場合に有用です。リモート認証ベースのスキャン

は、Tanium Scan Engineを使用してのみ行うことができます。(この後の手順は、このスキャン方法を想定しています。)

5. [Satellites (サテライト)] セクションのリストから、スキャンを実行するサテライトを選択します。
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5. 必要に応じて [Targeting (対象設定)] セクションで以下の操作を行います。

l 以下のいずれかを選択してエンドポイントのリストをフィルタリングすることができます。

ターゲッ

ト

利用可能な演算子 値

IPアドレ

ス

is equal to(次に等しい)、is not equal to(次に等しく

ない)、contains(次を含む)、does not contain(次を

含まない)

IPアドレスを1つまたは複数、コンマで区切って入力します。例 :

192.168.1.1, 192.168.1.3

Discover

のラベル

include one of(次のいずれかを含む)、include all of

(次のすべてを含む)

Tanium Discoverで設定したラベルを1つまたは複数選択しま

す。参照 : Tanium Discoverユーザガイド: 詳細は、ラベルを参照

してください。

IP範囲 equals(次に等しい) IPアドレス範囲を入力します。例 : 192.168.1.1 - 192.168.1.150

CIDR equals(次に等しい) IPアドレス範囲をCIDR形式で入力します。例 : 192.168.1.0/24

OSプラッ

トフォー

ム

contains(次を含む)、does not contain(次を含まな

い)

特定のOSを対象に設定するためのテキストを入力します。

[Value (値)] フィールドで複数の項目を選択するには、項目を追加した後でフィールド内をクリックしま

す。追加の項目を選択できます。

[And/Or]ボタンを使用して、選択内容を増やしたり、狭めたりできます。グループに新しい行を追加する場合は、[Row
(行)] ボタンを使用します。対象設定に別のAnd/Orの組み合わせを作成する場合は、[Grouping (グループ化)]ボタンを

使用しします。選択するごとに [Apply (適用)] をクリックします。

l [Preview (プレビュー)] セクションで [Show Preview (プレビューを表示)] ボタンをクリックすると、対象設定で選択した非管

理対象エンドポイントのリストを表示することができます。プレビューグリッド内の情報を使用して、対象を広げたり狭めたり

できます。たとえば、当初はサテライトを対象に設定しておき、後でIP範囲を追加することで、プレビューで観察した内容に

基づいて対象をさらにフィルタリングすることができます。

https://docs.tanium.com/discover/discover/managing.html#labels
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l このアセスメントの [Credential List (資格情報リスト)] を選択します。利用できるリストは、アセスメント1つに1つだけです。

サテライトがTaniumエンドポイント以外に対して安全なスキャンを実行するには、そのエンドポイントに対するログイン資格

情報が必要です。リモート認証ベースのスキャン用の資格情報リストを設定する(58ページ)を参照してください。
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選択した資格情報リストの内容がアセスメントの対象設定と一致していることを確認してください。資格

情報の誤りが多く、問題が発生すると、セキュリティアラートが発生して、アカウントがロックアウトされる場

合があります。

6. 必要に応じて、[Subsequent Scan Configuration (以降のスキャン構成)] セクションで [Include newly discovered endpoints
on recurring scans (繰り返しスキャンで新しく検出されたエンドポイントを取り込む)] チェックボックスを有効にします。デフォルト

では、スキャンが繰り返される場合、Complyは最初のスキャンで到達可能だったエンドポイントのみをスキャンします。新しくオン

ラインになったエンドポイントは、アセスメントの対象設定を変更するか、このチェックボックスをオンにしない限り、スキャンされませ

ん。

[Include newly discovered endpoints on recurring scans (繰り返しスキャンで新しく検出されたエンドポイント

を取り込む)] チェックボックスを有効にしていて、最初のスキャン後にネットワークが侵害されると、スキャン構成要

件に一致するハニーポットが環境にインストールされる可能性があります。その場合は、非管理対象エンドポイン

トで渡された資格情報がキャプチャされ、悪用される可能性があります。

7. [Standards (基準)] セクションで、以下の操作を行います。

l ドロップダウンリストから [Standards (基準)] を選択します。[Add Standard (基準を追加)] をクリックして、複数を含めま

す。

l [Profile (プロファイル)] ドロップダウンリストから、選択した基準に対する既存のプロファイルを選択します。

CIS-CATやSCCなどのエンジンとともに基準をインポートすると、該当するカテゴリが自動的に標準に割り当

てられます。デフォルトでは、新しい基準には [Imported (インポート)] カテゴリが割り当てられます。

l 必要に応じて [Advanced Settings (詳細設定)] セクションで [Custom ID (カスタムID)] を選択します。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。[Custom ID (カスタムID)] タブの

[Setup (セットアップ)] > [Vulnerability (脆弱性)] ページからカスタムIDを作成します。詳細については、コンプライアンス

結果のカスタマイズ(146ページ)を参照してください。

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、fail、error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。

8. (任意) [Schedule (スケジュール)] セクションで以下の操作を行います。

l 特定の時間の間のみレポートが実行されるように制限するには、[Start at (開始日時)] と [End at (終了日時)]を選択

して、日付と時刻値を入力します。

デフォルトで表示される日付と時刻は、ローカルブラウザの時間です。

l (任意)レポートの実行時間を分散するには、[Distribute over (時間分散)]オプションを選択して分数または時間数を

入力します。

l [Repeat (繰り返し)]フィールドで [Interval (間隔)]、[Using report age (レポートの履歴を使用]、または [Never (なし)]
を選択します。
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o [Interval (間隔)]を選択すると、[Reissue every (再実行間隔)]フィールドが表示され、レポートの実行頻度を

指定することができます。

o [Using assessments age (アセスメントの経過日数を使用)] を選択すると、[Run when results are older than
(結果が次より古い場合に実行)] フィールドが表示され、アセスメントを再実行する場合の結果の経過日数を

指定できます。レポートが実行されたことのない対象のエンドポイントがオンラインになった場合は、次の履歴

チェックが発生するとすぐにレポートが実行されます。3時間未満の履歴を指定しないかぎり、結果の履歴は3時

間おきにチェックされます。この場合、結果の履歴は1時間おきにチェックされます。

[Using assessments age (アセスメントの経過日数を使用)] オプションを使用して、経過日数を

7日間に設定します。

9. [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。[Findings (調査結果)] ページに結果が表示さ

れます。

リモート認証ベースのスキャンのワークフロー

リモート認証ベースのスキャンが開始されると、Complyサービスには、その対象と資格情報の入力が求められます。Complyサービ

スは、スキャンのIP包含基準に基づいて、そのサテライトが現在到達可能な対象をクエリで問い合わせ、得られたリストをクライア

ントに送信してスキャンを実行します。スケジュール済みの定期RASスキャンは、対応するTanium Discoverスキャンによって新しく

特定された対象を自動的には取り込みません。[Include newly discovered endpoints on recurring scans (繰り返しスキャンで

新しく検出されたエンドポイントを取り込む)] チェックボックスがオンでない場合、繰り返しアセスメントでは、最初のスキャンで到達

可能であった非管理対象のIT資産のみが取り込まれます(非推奨)。

[Standards (標準)]ページから構成コンプライアンスアセスメントを作成する

[Standards Compliance (基準のコンプライアンス)] タブで、プロファイルの横にある [Create (作成)] をクリックすると、そのプロファイ

ルに対するアセスメントを作成することができます。

ステータスの定義

アセスメントのステータスは、リストページの [Status (ステータス)] 列に表示されます。アイコンにカーソルを重ねると、次のいずれかのス

テータスが表示されます。
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読み込み中

このアセスメントでComplyサービスから受信した統計情報はありません。

保留中

このアセスメントの対象のエンドポイントで、スキャンをまだ実行していないエンドポイントが少なくとも1つあり、スキャンエラーはあ

りません。

成功

このアセスメントは少なくとも1回エラーなしで実行成功しており、実行されていないスキャンはありません。

エラー

このアセスメントには、スキャン中にエラーが発生したエンドポイントが少なくとも1つあります。

警告

他のステータスカテゴリに該当しない問題があります。

ステータス列を更新するには、ページを読み込み直す必要があります。

アセスメントを再実行する

[Assessments (アセスメント)] ページでアセスメントを選択し、[Deploy (展開)]をクリックすると、アセスメントを再度実行することができま

す。

コンプライアンスのアセスメントを更新するには、更新した構成コンプライアンス標準を新しいアセスメントで使用する必

要があります。

オンデマンドスキャンを実行する

オンデマンドスキャンは、クライアントベースのアセスメントでのみ利用することができます。

オンデマンドスキャンでは、ボタンを1回押して既存の対象設定のままアセスメントを実行することも、フィルタを追加してアセスメントを実

行することもできます。アセスメントは、必要に応じてデバッグを有効にした状態で実行することも、あるいは有効にすることなく実行する

こともできます。

オンデマンドスキャンを実行するには、以下の手順に従います。
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1. アセスメントのチェックボックスを選択するか、ポップアップウィンドウの矢印をクリックして [Run on-demand scan (オンデマンドス

キャンを実行)] ボタンにアクセスします。

2. [Run on-demand scan (オンデマンドスキャンを実行)] ボタンをクリックし、必要に応じて以下を設定します。

l 追加のフィルタ設定 - [Individual Endpoints (個別エンドポイント)] を選択して、編集フィールドにエンドポイントを入力

するか、[Computer Group (コンピュータグループ)を選択してフィルタ条件として使用するグループを選択します。
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3. [Run Scan (スキャンを実行)] ボタンをクリックします。

アセスメントをエクスポートする

以下の手順では、アセスメントを1つずつエクスポートすることを想定しています。Tanium Connectを使用して調査結果をエクスポートす

るには、調査結果とアセスメントのエクスポート (128ページ)を参照してください。
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1. [Assessments (アセスメント)] ページでアセスメントを選択し、[Export (エクスポート)] アイコン をクリックします。アセスメントは

一度に1つずつしかエクスポートできません。複数のアセスメントを選択した場合、エクスポートアイコンは表示されません。

2. アセスメントの種類に応じて、[Export Assessment (アセスメントをエクスポート)] ウィンドウで以下を指定します。

l コンプライアンス

a. [Assessment Name (アセスメント名)] を入力します。

b. 必要に応じて [Description (説明)] を入力します。

c. [File Name (ファイル名)] を入力します。

d. [Format (フォーマット):] に [HTML] または [CSV] を選択します。CSVを選択した場合、それ以上の情報は必要あり

ません。

e. エクスポートする [Results Types (結果タイプ)] を選択します。

f. エクスポートする [Group Details (グループの詳細)] で [Description (説明)]、[Endpoint list (エンドポイントリス

ト)]、[SSummary (サマリ)] を選択します。
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g. エクスポートする [Finding Attributes (調査結果の属性)] を選択します。

h. [] [Export (エクスポート)]をクリックします。
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アセスメントを編集する

1. [Assessments (アセスメント)] ページで編集するアセスメントを選択し、編集アイコン をクリックします。

2. 必要に応じて [Name (名前)] を編集します。

3. 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。

4. 必要に応じて[Engine (エンジン)]を変更します。

5. 必要に応じて [Comply Process Priority (Complyプロセスの優先度)] を変更します。

6. [Start at (開始日時)] と [End at (終了日時)] を選択し、日付と時刻の値を入力して、アセスメントが特定の時間の間にのみ

試みられるよう制限します。デフォルトで表示される日付と時刻は、ローカルブラウザの時間です。スケジュール済みアクションの

展開でのこの時間の使用方法についての詳細は、Tanium Consoleユーザガイド：アクションの展開。

7. [Distribute over (時間枠)] を選択し、値(分数または時間数)を入力します。アセスメントはこの時間枠の間に試みられます。

8. [Repeat (繰り返し)] フィールドで [None (なし)]、[Interval (間隔)]、または [Using assessment age (アセスメントの経過日数を使

用)]のいずれかを選択します。

l [None (なし)]を選択すると、[Start At (開始日時)]フィールドに将来の日付と時刻が指定されている場合、レポートは一

度実行されます。そうでなければ、レポートは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、アセスメン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)] の値を指定しかった場合、アセスメン

トはただちに実行されます。[Interval (間隔)] を選択して、[End At (終了日時)] の値を入力しなかった場合、アセスメン

トは指定された間隔で無期限に実行されます。

l [Use assessment age (アセスメントの経過日数を使用)] を選択すると、[Run when results are older than (結果が次よ

り古い場合に実行)] フィールドが表示され、アセスメントを実行する結果の履歴を指定できます。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)] の値を指定しかった場合、アセスメントはただちに実行されます。一度も

アセスメン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、次の経過日数チェックが行われた後すぐにアセ

スメントが実行されます。結果の経過時間は1時間ごとまたは3時間ごとにチェックされます。経過時間を3時間未満に指

定すると、結果の経過時間は1時間ごとにチェックされます。[End At (終了日時)] の値を入力しないと、アセスメントは無

期限に繰り返されます。

9. [Save (保存)] をクリックします。

アセスメントを削除する

新しい構成コンプライアンス基準の更新したバージョンが公開された場合は、古い基準を使用した設定コンプライアンスアセスメントを

削除して、更新された基準を使用して新しいアセスメントを作成する必要があります。

アセスメントに関連付けられている基準、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。

[Assessments (アセスメント)] ページでレポートを選択し、[Delete (削除)] アイコン をクリックすると、レポートを削除できます。

https://docs.tanium.com//platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html
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エンドポイントから古いアセスメントを削除する

アセスメントを削除する(101ページ)で説明している手順を使用してアセスメントを削除した場合、そのアセスメントはコンソールからは削

除されますが、エンドポイントには残ったままですす。エンドポイントから古いアセスメントを削除するには、次の手順を実行します。

1. Complyのメインページで、[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)] タブで、[Manage Assessments (アセスメントを管理)] をクリックします。

3. [Stale Assessments (古いアセスメント)] ページで、アセスメントをを選択し、[Schedule Deleteion (削除をスケジュール)] をクリッ

クします。

4. 次のスケジュールフィールドを編集して削除操作をスケジュールします。

l [Start on (開始日時)] と[End on (終了日時)] を選択し、日付と時刻の値を入力して、削除が特定の時間の間のみ試

みられるよう制限します。デフォルトで表示される日付と時刻は、ローカルブラウザの時間です。スケジュール済みアクショ

ンの展開でのこの時間の使用方法についての詳細は、Tanium Consoleユーザガイド：アクションの展開。

https://docs.tanium.com//platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html
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l [Distribute over (時間枠)] を選択し、値(分数、時間数、日数のいずれか)を入力します。削除はこの時間枠の間に試

みられます。

l [Schedule Deletion (削除をスケジュール)] をクリックします。
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脆弱性アセスメントの作成

アセスメントは、[Assessments (アセスメント)] ページで新規作成することも、[Standards (基準)] ページで既存の基準を使って作成す

ることもできます。クライアントベースのスキャンを使用したアセスメントを作成するには、Complyレポート管理者ロールが必要です。リ

モート認証ベースのスキャンを使用するアセスメントを作成するには、Comply RASアセスメント作成ロールが必要です。Complyのロー

ルの詳細については、ユーザロールの要件(39ページ)を参照してください。

クライアントベースのスキャンアセスメントを設定する

1. Complyメニューから [Assessments (アセスメント)] を選択します。

2. [Create Assessment (アセスメントを作成)] ドロップダウンボタンから Vulnerability (脆弱性)を選択します。

3. [Create Vulnerability Assessment (脆弱性アセスメントを作成)] ページの [Summary (サマリ)] セクションでアセスメントの名前を

入力します。[Labels (ラベル)]を指定することもできます。

4. [Scan Method (スキャン方法)] を選択します(このフィールドは、Comply RASアセスメントアクセス権限を持つユーザにのみ表示さ

れます。特に指定しない限り、すべてのアセスメントはクライアントベースのスキャンになります)。

l Client-Based (クライアントベース)：クライアントベースのスキャンでは、エンドポイントにインストールされているTanium

Clientが使用されます。通常はこのスキャン方法が推奨されます。(この後の手順は、このスキャン方法を想定していま

す。)

l Remote Authenticated (リモート認証ベース)：リモート認証ベースのスキャンは、Tanium Clientをサテライトとして利用す

ることで、Tanium Clientがインストールされていないエンドポイントをスキャンします。このスキャン方法は、Tanium Clientを

インストールできないエンドポイントおよびサブネットから情報を取得する場合に有用です。詳細は、リモート認証ベースの

スキャンアセスメントを作成する(107ページ)を参照してください。

5. [Targeting (対象設定)] セクションでは、以下の操作を行います。

l [Computer Groups (コンピュータグループ)]を選択します。プルダウンリストを使用してグループを選択します。同じプルダ

ウンを使ってグループを追加し、[And (および)/Or (または)] ボタンを使用して、選択対象を広げたり、狭めたりすることが

できます。グループに新しい行を追加する場合は、[Row (行)]ボタンを使用します。対象設定に別のAnd/Orの組み合わ

せを作成する場合は、[Grouping (グループ化)]ボタンを使用しします。選択が終了したら、その都度 [Apply (適用)] を
クリックします。

適切なプラットフォームと、その [Platform (プラットフォーム)] に合ったエンドポイントを含む [Computer Groups
(コンピュータグループ)] を選択します。

6. ComplyによってTanium Complyアクショングループが自動的に作成され、[Action Group (アクショングループ)]フィールドに自動

的に表示されます。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. [Platform (プラットフォーム)]を選択します。

8. [Engine (エンジン)]を選択します。[Engine (エンジン)]フィールドは、複数のエンジンがインストールされている場合にのみ表示さ

れます。
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9. [Comply Process Priority (Complyプロセスの優先度)] ドロップダウンリストから [Low (低)] または [Normal (基準)] のいずれか

を選択します。

Low (低)を選択すると、Comply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にプロセッサの使用権を渡します。

Normal (通常)を選択すると、スキャンプロセスはエンドポイントの他のプロセスと同じ優先度で実行されます。

Low (低)を選択すると、プロセッサの使用率が高いエンドポイントでのスキャンプロセス時間が長くなる場合があ

ります。

10. [Tanium Scan Engine] を選択すると、[Include network drive in scan (スキャン対象にネットワークドライブを含める)] チェック

ボックスが有効になります。デフォルトでは、ネットワークドライブはスキャン対象に含まれません。スキャンには時間がかかり、リソー

スが集中的に使用される場合があります。

11. [Vulnerability Content (脆弱性コンテンツ)]セクションのドロップダウンリストから [Source (ソース)]を選択します。

12. [Operating System (オペレーティングシステム])を選択します。

13. CVEの範囲を指定します。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。

[Range of CVE (CVEの範囲)] フィールドで範囲の終了としてnowを指定することができます。たとえば、

2016-nowと入力すると、2016年から現在の日付までのすべてのCVE (Common Vulnerabilities and Exposure)

に基づくレポートを実行します。この形式を使用することで、常に最新の範囲を簡単に定義できます。

ベストプラクティスとして、最近発表された重要性が高および重要の脆弱性をスキャンする頻度を増やし(例 :

2018-nowの範囲の高および重要を週に1回)、すべての脆弱性をスキャンする頻度を減らします(例 : 月1回また

は四半期毎)。

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。
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15. [List of Individual CVEs (個別CVEのリスト)] フィールドでCVEを具体的に指定します。

[List of Individual CVEs (個別CVEのリスト)]を指定すると、[CVEの範囲]または [CVSSスコア]で指定された値に

関係なく、それらのCVEは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す。CVEの範囲を指定した場合は、[CVSS Scores (CVSSスコア)]でスコ

アを少なくとも1つ選択する必要があります。CVEスコアを指定した場合は、CVEの範囲を指定する必要がありま

す。特定のCVEを指定した場合は、CVEの範囲およびCVSS Scores (CVSSスコア)は無指定のままにしておくこと

ができます。

個別CVEのリスト、CVEの範囲、CVSSスコアの値を指定してレポートを保存した場合、それらの値は次に作成す

る脆弱性レポートでそのまま適用されます。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。

[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。エンドポイントで実行されるチェック

件数が多すぎることのないよう、このフィールドのデフォルト値はCIS-CATとSCCの場合は500、??の場合は2000に

なっています。Tanium Scan Engine (JovalCMで動くスキャンエンジン).

通常、このデフォルトの設定を調整する必要はありません。

17. 特定の時間の間のみレポートが実行されるように制限するには、[Start at (開始日時)] と [End at (終了日時)]を選択して、日

付と時刻値を入力します。

デフォルトで表示される日付と時刻は、ローカルブラウザの時間です。
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18. レポートの実行時間を分散するには、[Distribute over (時間分散)]を選択して分数か時間数、日数を入力します。

19. [Repeat (繰り返し)] フィールドで [Interval (間隔)]、[Using report age (レポートの経過日数を使用)]、または [Never (なし)] を
選択します。

l [Interval (間隔)]を選択した場合は、[Reissue every (再実行間隔)]フィールドが表示され、レポートの実行頻度を指定

することができます。

l [Using assessment age (アセスメントの経過日数)] を選択した場合は、[Run when results are older than (結果が次よ

り古い場合に実行)] フィールドが表示され、アセスメントを実行する場合の結果の経過日数を指定できます。一度もア

セスメン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、次の経過日数チェックが行われた後すぐにアセス

メントが実行されます。結果の経過時間は1時間ごとまたは3時間ごとにチェックされます。経過時間を3時間未満に指定

すると、結果の経過時間は1時間ごとにチェックされます。

[Using assessments age (アセスメントの経過日数を使用)] オプションを使用して、経過日数を [7 days

(7日間)] に設定します。

20. [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。[Findings (調査結果)] ページに結果が表示さ

れます。

リモート認証ベースのスキャンアセスメントを作成する

リモート認証ベースのスキャンは、Tanium Clientをインストールできないエンドポイントおよびサブネットから情報を取得する場合に有用

です。他のすべてのエンドポイントについては、パフォーマンス上の理由からクライアントベースのスキャンを使用し、リニアチェーンアーキ

テクチャの利点を活かしてください。

準備

この機能を設定するにあたっては、次を参照してください。関連情報：リモート認証ベースのスキャンのセキュリ

ティ上のベストプラクティス(178ページ)。

l リモート認証ベースのスキャンには、他のTaniumソリューションの特定のバージョンが必要です。リモート認証ベースのスキャン要

件(31ページ)を参照してください。

l リモート認証ベースのスキャンを実行するためのTanium Clientのオペレーティングシステムは、次の例外を除き、Tanium Client

がサポートするオペレーティングシステムと同じです(Tanium Client Managementユーザガイド : クライアントのバージョンとホストシ

ステムの要件を参照)。

o リモート認証ベースのスキャンを実行するサテライトのディスク容量推奨事項(32ページ)を参照してください。

o 現在、AIXおよびSolarisサテライトからリモート認証ベースのスキャンを実行することはできません。

o 現在、Zone Serverをサテライトとして使用することはできません。

l リモート認証ベースのスキャン非管理対象エンドポイント (35ページ)リストを確認します。

l リモート認証ベースのスキャンのポート要件については、ホストとネットワークセキュリティの要件(36ページ)を参照してください。

https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Client_host_system_requirements
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Client_host_system_requirements
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l 次のRBACロールが必要です。Comply RASアセスメント作成者。ユーザロールの要件(39ページ)を参照してください。

l Tanium Direct Connectでサテライトを作成する。詳細は、Tanium Direct Connectユーザガイド：サテライトの管理。

l Tanium Discoverでサテライトスキャンを実行します。参照 : Tanium Discoverユーザガイド : サテライトスキャンの実行。

l Tanium DiscoverでインターフェイスをTanium Data Service (TDS)に昇格します。参照 : Tanium Discoverユーザガイド : インター

フェイスの管理。

エンドポイントがTanium DiscoverのPromote Unmanaged Interface (非管理対象インターフェイスを昇格)ラ
ベルと一致しない場合、そのエンドポイントはTDSに昇格されません。エンドポイントがTDSに昇格されなかった

場合、Complyがそのエンドポイントをスキャンすることはできません。

l Tanium Complyで資格情報を設定する。リモート認証ベースのスキャン用の資格情報リストを設定する(58ページ)を参照して

ください。

n 同じ非管理対象 IT資産を複数回、リモート認証ベースのスキャンのアセスメントの対象にしないでくだ

さい。

n リモート認証ベースのスキャンアセスメント1回につき最大4,000の非管理対象 IT資産を対象設定する

ことができます。

リモート認証ベースのスキャンアセスメントを作成するには、次の手順に従います。

1. Complyメニューから [Assessments (アセスメント)] を選択します。

2. [Create Assessment (アセスメントを作成)] ドロップダウンボタンから Vulnerability (脆弱性)を選択します。

3. [Create Vulnerability Assessment (脆弱性アセスメントを作成)] ページの [Summary (サマリ)] セクションでアセスメントの名前を

入力します。[Labels (ラベル)]を指定することもできます。

https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/managing_satellites.html
https://docs.tanium.com/discover/discover/satellite.html
https://docs.tanium.com/discover/discover/managing.html#auto
https://docs.tanium.com/discover/discover/managing.html#auto
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4. [Scan Method (スキャン方法)] を選択します(このフィールドは、Comply RASアセスメントアクセス権限を持つユーザにのみ表示さ

れます。特に指定しない限り、すべてのアセスメントはクライアントベースのスキャンになります)。

l Client-Based (クライアントベース)：クライアントベースのスキャンでは、エンドポイントにインストールされているTanium

Clientが使用されます。通常はこのスキャン方法が推奨されます。

l Remote Authenticated (リモート認証ベース)：リモート認証ベースのスキャンは、Tanium Clientをサテライトとして利用す

ることで、Tanium Clientがインストールされていないエンドポイントをスキャンします。このスキャン方法は、Tanium Clientを

インストールできないエンドポイントおよびサブネットから情報を取得する場合に有用です。リモート認証ベースのスキャン

は、Tanium Scan Engineを使用してのみ行うことができます。(この後の手順は、このスキャン方法を想定しています。)

5. [Satellites (サテライト)] セクションで、スキャンを実行するサテライトを選択します。
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5. 必要に応じて [Targeting (対象設定)] セクションで以下の操作を行います。

l 以下のいずれかを選択してエンドポイントのリストをフィルタリングすることができます。

ターゲッ

ト

利用可能な演算子 値

IPアドレ

ス

is equal to(次に等しい)、is not equal to(次に等しく

ない)、contains(次を含む)、does not contain(次を

含まない)

IPアドレスを1つまたは複数、コンマで区切って入力します。例 :

192.168.1.1, 192.168.1.3

Discover

のラベル

include one of(次のいずれかを含む)、include all of

(次のすべてを含む)

Tanium Discoverで設定したラベルを1つまたは複数選択しま

す。参照 : Tanium Discoverユーザガイド: 詳細は、ラベルを参照

してください。

IP範囲 equals(次に等しい) IPアドレス範囲を入力します。例 : 192.168.1.1 - 192.168.1.150

CIDR equals(次に等しい) IPアドレス範囲をCIDR形式で入力します。例 : 192.168.1.0/24

OSプラッ

トフォー

ム

contains(次を含む)、does not contain(次を含まな

い)

特定のOSを対象に設定するためのテキストを入力します。

[Value (値)] フィールドで複数の項目を選択するには、項目を追加した後でフィールド内をクリックしま

す。追加の項目を選択できます。

[And/Or]ボタンを使用して、選択内容を増やしたり、狭めたりできます。グループに新しい行を追加する場合は、[Row
(行)] ボタンを使用します。対象設定に別のAnd/Orの組み合わせを作成する場合は、[Grouping (グループ化)]ボタンを

使用しします。選択するごとに [Apply (適用)] をクリックします。

l [Preview (プレビュー)] セクションで [Show Preview (プレビューを表示)] ボタンをクリックすると、対象設定で選択した非管

理対象エンドポイントのリストを表示することができます。プレビューグリッド内の情報を使用して、対象を広げたり狭めたり

できます。たとえば、当初はサテライトを対象に設定しておき、後でIP範囲を追加することで、プレビューで観察した内容に

基づいて対象をさらにフィルタリングすることができます。

l このアセスメントの [Credential List (資格情報リスト)] を選択します。利用できるリストは、アセスメント1つに1つだけです。

サテライトがTaniumエンドポイント以外に対して安全なスキャンを実行するには、そのエンドポイントに対するログイン資格

情報が必要です。リモート認証ベースのスキャン用の資格情報リストを設定する(58ページ)を参照してください。

選択した資格情報リストの内容がアセスメントの対象設定と一致していることを確認してください。資格

情報の誤りが多く、問題が発生すると、セキュリティアラートが発生して、アカウントがロックアウトされる場

合があります。

https://docs.tanium.com/discover/discover/managing.html#labels
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6. 必要に応じて、[Subsequent Scan Configuration (以降のスキャン構成)] セクションで [Include newly discovered endpoints
on recurring scans (繰り返しスキャンで新しく検出されたエンドポイントを取り込む)] チェックボックスを有効にします。デフォルト

では、スキャンが繰り返される場合、Complyは最初のスキャンで到達可能だったエンドポイントのみをスキャンします。新しくオン

ラインになったエンドポイントは、アセスメントの対象設定を変更するか、このチェックボックスをオンにしない限り、スキャンされませ

ん。

[Include newly discovered endpoints on recurring scans (繰り返しスキャンで新しく検出されたエンドポイント

を取り込む)] チェックボックスを有効にしていて、最初のスキャン後にネットワークが侵害されると、スキャン構成要

件に一致するハニーポットが環境にインストールされる可能性があります。その場合は、非管理対象エンドポイン

トで渡された資格情報がキャプチャされ、悪用される可能性があります。

7. [Vulnerability Content (脆弱性コンテンツ)] セクションのドロップダウンリストからSource (情報元)を選択します。

8. [Operating System (オペレーティングシステム])を選択します。

9. CVEの範囲を指定します。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。

[Range of CVE (CVEの範囲)] フィールドで範囲の終了としてnowを指定することができます。たとえば、

2016-nowと入力すると、2016年から現在の日付までのすべてのCVE (Common Vulnerabilities and Exposure)

に基づくレポートを実行します。この形式を使用することで、常に最新の範囲を簡単に定義できます。

ベストプラクティスとして、最近発表された重要性が高およびクリティカルの脆弱性をスキャンする頻度を増やし

(例 : 2019年から現在までの範囲で高およびクリティカルの脆弱性を週1回)、すべての脆弱性をスキャンする頻度

を減らします(例 : 月1回または四半期ごと)。
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10. [CVSS Scores (CVSSスコア)]に表示するスコアにチェックを入れます。

11. [List of Individual CVEs (個別CVEのリスト)]フィールドで特定のCVEを指定します。

[List of Individual CVEs (個別CVEのリスト)]を指定すると、[CVEの範囲]または [CVSSスコア]で指定された値に

関係なく、それらのCVEは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す。CVEの範囲を指定した場合は、[CVSS Scores (CVSSスコア)]でスコ

アを少なくとも1つ選択する必要があります。CVEスコアを指定した場合は、CVEの範囲を指定する必要がありま

す。特定のCVEを指定した場合は、CVEの範囲およびCVSS Scores (CVSSスコア)は無指定のままにしておくこと

ができます。

個別CVEのリスト、CVEの範囲、CVSSスコアの値を指定してレポートを保存した場合、それらの値は次に作成す

る脆弱性レポートでそのまま適用されます。これらの値は必要に応じて編集できます。

12. [Batch Size (バッチサイズ)]を指定します。

[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。エンドポイントで実行されるチェック

件数が多すぎることのないよう、このフィールドのデフォルト値はCIS-CATとSCCの場合は500、??の場合は2000に

なっています。Tanium Scan Engine (JovalCMで動くスキャンエンジン).

通常、このデフォルトの設定を調整する必要はありません。

13. 特定の時間の間のみレポートが実行されるように制限するには、[Start at (開始日時)] と [End at (終了日時)]を選択して、日

付と時刻値を入力します。

デフォルトで表示される日付と時刻は、ローカルブラウザの時間です。

14. レポートの実行時間を分散するには、[Distribute over (時間分散)]を選択して分数か時間数、日数を入力します。

15. [Repeat (繰り返し)] フィールドで [Interval (間隔)]、[Using report age (レポートの経過日数を使用)]、または [Never (なし)] を
選択します。

l [Interval (間隔)]を選択した場合は、[Reissue every (再実行間隔)]フィールドが表示され、レポートの実行頻度を指定

することができます。

l [Using assessment age (アセスメントの経過日数)] を選択した場合は、[Run when results are older than (結果が次よ

り古い場合に実行)] フィールドが表示され、アセスメントを実行する場合の結果の経過日数を指定できます。一度もア

セスメン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、次の経過日数チェックが行われた後すぐにアセス

メントが実行されます。結果の経過時間は1時間ごとまたは3時間ごとにチェックされます。経過時間を3時間未満に指定

すると、結果の経過時間は1時間ごとにチェックされます。

[Using assessments age (アセスメントの経過日数を使用)] オプションを使用して、経過日数を [7 days

(7日間)] に設定します。

16. [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。[Findings (調査結果)] ページに結果が表示さ

れます。
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リモート認証ベースのスキャンのワークフロー

リモート認証ベースのスキャンが開始されると、Complyサービスには、その対象と資格情報の入力が求められます。Complyサービス

は、スキャンのIP包含基準に基づいて、そのサテライトが現在到達可能な対象をクエリで問い合わせ、得られたリストをクライアントに送

信してスキャンを実行します。スケジュール済みの定期RASスキャンは、対応するTanium Discoverスキャンによって新しく特定された対

象を自動的には取り込みません。[Include newly discovered endpoints on recurring scans (繰り返しスキャンで新しく検出されたエ

ンドポイントを取り込む)] チェックボックスがオンでない場合、繰り返しアセスメントでは、最初のスキャンで到達可能であった非管理対

象のIT資産のみが取り込まれます(非推奨)。

[Standards (基準)]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 [Standards (基準)] を選択して、[Vulerability (脆弱性)] タブを選択し、アセスメントを作成する脆弱性基準の横に

ある [Create (作成)] をクリックします。

ステータスの定義

アセスメントのステータスは、リストページの [Status (ステータス)] 列に表示されます。アイコンにカーソルを重ねると、次のいずれかのス

テータスが表示されます。

読み込み中

このアセスメントでComplyサービスから受信した統計情報はありません。

保留中

このアセスメントの対象のエンドポイントで、スキャンをまだ実行していないエンドポイントが少なくとも1つあり、スキャンエラーはあ

りません。

成功

このアセスメントは少なくとも1回エラーなしで実行成功しており、実行されていないスキャンはありません。

エラー

このアセスメントには、スキャン中にエラーが発生したエンドポイントが少なくとも1つあります。

警告

他のステータスカテゴリに該当しない問題があります。

ステータス列を更新するには、ページを読み込み直す必要があります。

アセスメントを再実行する

[Assessments (アセスメント)] ページでアセスメントを選択し、[Deploy Now (今すぐ展開)] をクリックすると、そのアセスメントを再度実

行することができます。
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オンデマンドスキャンを実行する

オンデマンドスキャンは、クライアントベースのアセスメントでのみ利用することができます。

オンデマンドスキャンでは、ボタンを1回押して既存の対象設定のままアセスメントを実行することも、フィルタを追加してアセスメントを実

行することもできます。アセスメントは、必要に応じてデバッグを有効にした状態で実行することも、あるいは有効にすることなく実行する

こともできます。

オンデマンドスキャンを実行するには、以下の手順に従います。
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1. アセスメントのチェックボックスを選択するか、ポップアップウィンドウの矢印をクリックして [Run on-demand scan (オンデマンドス

キャンを実行)] ボタンにアクセスします。

2. [Run on-demand scan (オンデマンドスキャンを実行)] ボタンをクリックし、必要に応じて以下を設定します。

l 追加のフィルタ設定 - [Individual Endpoints (個別エンドポイント)] を選択して、編集フィールドにエンドポイントを入力

するか、[Computer Group (コンピュータグループ)を選択してフィルタ条件として使用するグループを選択します。
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3. [Run Scan (スキャンを実行)] ボタンをクリックします。

アセスメントをエクスポートする

以下の手順では、アセスメントを1つずつエクスポートすることを想定しています。Tanium Connectを使用して調査結果をエクスポートす

る手順については、調査結果とアセスメントのエクスポート (128ページ)を参照してください。
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1. [Assessments (アセスメント)] ページでアセスメントを選択し、[Export (エクスポート)] アイコン をクリックします。アセスメントは

一度に1つずつしかエクスポートできません。複数のアセスメントを選択した場合、エクスポートアイコンは表示されません。

2. [Export Assessment (アセスメントをエクスポート)] ウィンドウで、以下を指定します。

l Vulnerability (脆弱性)

a. [Assessment Name (アセスメント名)] を入力します。

b. 必要に応じて [Description (説明)] を入力します。

c. [File Name (ファイル名)] を入力します。

d. [Format (フォーマット):] に [HTML] または [CSV] を選択します。CSVを選択した場合、それ以上の情報は必要あり

ません。
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e. エクスポートの [Results Display (結果の表示)] 方法を選択します。[Details (詳細)]、[Endpoint List (エンドポイ

ントリスト)]、[Open Ports (オープンポート)] (該当する場合)、[Vulnerability Test Criteria (脆弱性のテスト基

準)]。

f. [Export (エクスポート)]をクリックします。

[Reports (レポート)] > [Exports (エクスポート)] ページに移動しすると、現在実行中のレポートエクスポートジョブ

の進行状況を表示することができます。結果テーブルの最後の列は、レポートのエクスポートジョブのステータスを

示します。
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3. レポートのエクスポートが完了したら、エクスポートを選択し、[Download (ダウンロード )] アイコン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。

脆弱性アセスメントを更新する

脆弱性の情報元が更新されて、アセスメントの脆弱性コンテンツに一致する新しい定義がある場合、そのアセスメントは、次回展開さ

れたときに更新したフィードが反映されます。設定されたスケジュールでアセスメントが展開された場合、このプロセスは自動的に実行さ

れます。脆弱性アセスメントに繰り返しスケジュールが設定されていない場合は、手動で展開して新しい脆弱性フィードを受け取る必

要があります。

これは、構成コンプライアンスレポートには適用されません。更新された構成コンプライアンス標準を使用するには、新

しいアセスメントが必要です。

アセスメントを編集する

1. [Assessments (アセスメント)] ページで編集するアセスメントを選択し、編集アイコン をクリックします。

2. 必要に応じて [Name (名前)] を編集します。

3. 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。

4. 必要に応じて[Engine (エンジン)]を変更します。

5. 必要に応じて [Comply Process Priority (Complyプロセスの優先度)] を変更します。

6. [Start at (開始日時)] と [End at (終了日時)] を選択し、日付と時刻の値を入力して、アセスメントが特定の時間の間にのみ

試みられるよう制限します。デフォルトで表示される日付と時刻は、ローカルブラウザの時間です。

7. [Distribute over (時間枠)] を選択し、値(分数または時間数)を入力します。アセスメントはこの時間枠の間に試みられます。

8. [Repeat (繰り返し)] フィールドで [None (なし)]、[Interval (間隔)]、または [Using assessment age (アセスメントの経過日数を使

用)]のいずれかを選択します。
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l [None (なし)]を選択すると、[Start At (開始日時)]フィールドに将来の日付と時刻が指定されている場合、レポートは一

度実行されます。そうでなければ、レポートは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、アセスメン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)] の値を指定しかった場合、アセスメン

トはただちに実行されます。[Interval (間隔)] を選択して、[End At (終了日時)] の値を入力しなかった場合、アセスメン

トは指定された間隔で無期限に実行されます。

l [Use assessment age (アセスメントの経過日数を使用)] を選択すると、[Run when results are older than (結果が次よ

り古い場合に実行)] フィールドが表示され、アセスメントを実行する結果の履歴を指定できます。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)] の値を指定しかった場合、アセスメントはただちに実行されます。一度も

アセスメン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、次の経過日数チェックが行われた後すぐにアセ

スメントが実行されます。結果の経過時間は1時間ごとまたは3時間ごとにチェックされます。経過時間を3時間未満に指

定すると、結果の経過時間は1時間ごとにチェックされます。[End At (終了日時)] の値を入力しないと、アセスメントは無

期限に繰り返されます。

9. [Save (保存)] をクリックします。

アセスメントを削除する

サービスアカウントが設定されている場合、脆弱性アセスメントは自動的に更新されます。

アセスメントに関連付けられている基準、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。
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リモート脆弱性アセスメントの作成

リモート脆弱性アセスメントを作成すると、環境中の非管理対象エンドポイントの脆弱性を見つけることができます。Complyでリモート

脆弱性アセスメントを作成するには、Discoverモジュールが必要です。Discoverの構成が完了していることを確認します。参照 :

Discoverユーザガイド : Discoverのインストール。

この機能の設定をするには、Discoverモジュールがインストールおよび設定されている必要があります。また、次の権限も必要です。

Discoverプロファイル読み取り(リモート脆弱性アセスメントの表示)、Discoverプロファイル書き込み(リモート脆弱性アセスメントの作

成)。Tanium Discoverユーザガイドに、このセクションの背景情報と詳細な手順が記載されています。

現在のところ、DiscoverはIPv4アドレスについてのみスキャンを行います。

Comply 2.7以降では、Discover 4.0以降を使用する必要があります。

CIS-CATスキャンエンジンでは、リモート脆弱性レポートはサポートされていません。

リモート脆弱性アセスメントではスキャン方法としてremote unauthenticated (リモート認証ベース)が表示されます。

https://docs.tanium.com/discover/discover/installing.html
https://docs.tanium.com/discover/discover/discovery.html
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リモート脆弱性スキャンアセスメントを設定する

1. Complyメニューから、[Assessments (アセスメント)] を選択します。

2. [Create Assessment (アセスメントを作成)] ボタンをクリックして、[Remote Vulnerability (リモート脆弱性)] を選択します。

3. [Create Remote Vulnerability Assessment (リモート脆弱性アセスメントを作成)] ページの [Summary (サマリ)] セクションで、ア

セスメントの [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. [Scan Frequency (スキャン頻度)] セクションで、スキャンを実行する頻度を指定します。

5. [Port Specification (ポートの指定)] セクションで、次のいずれかを選択します。

デフォルトでは、Network Mapperユーティリティ(Nmap)は、最もよく使用される上位1000個のTCPポート

をスキャンします。必要に応じて、検出プロセス中にスキャンするポートと、クライアントがスキャンの実行

に使用するポート (実行元ポート )をカスタマイズできます。

l 対象ポート : スキャンするTCPポートを指定します。[Top 1000 Ports (上位1000個のポート)]、[Top 1000 Ports plus
specified ports (上位1000個のポートと指定ポート)]、または[Only Specified Ports (指定ポートのみ)]。

l 除外ポート : スキャン対象のポートから除外するTCPポートのリストを指定します。これらのポートは、すべての種類のス

キャン対象から除外されます。

l Source Port (情報元のポート)：クライアント上のNmapがスキャンの実行を試みる実行元ポートを指定します。
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6. [Scan Inclusions (スキャン対象)] セクションで、このアセスメントでスキャンするネットワークを指定します。選択できるのは1つだけ

です。

最良の結果を得るには、[All Networks (すべてのネットワーク)] を選択します。

l All Networks (すべてのネットワーク)：すべてのネットワークをスキャン対象にすることをお勧めします。

l 特定ネットワーク：特定のネットワークをスキャンする場合はそのIPアドレスを入力します。そのネットワークにあるTaniumク

ライアントによってスキャンが実行されます。

l コンピュータグループ: スキャン対象にする特定のコンピュータグループを選択します。

それらのコンピュータから結果が取得されます。

7. [Scan Exclusions (スキャン除外)] セクションで、アセスメント対象から除外するネットワークを指定します。複数のオプションを選

択できます。

l 分離サブネット /システム: ピアのないデバイスでスキャンが実行されないようにするには、このチェックボックスを選択します。

l 特定ネットワーク：スキャン対象にしないIPアドレスを入力します。単一のアドレス、アドレス範囲、またはコンマ区切りの

CIDRを指定できます。

l VPN Networks (VPNネットワーク)：スキャン対象から除外するVPNネットワークを入力します。このネットワーク上にないコン

ピュータはスキャンされなくなります。単一のアドレス、アドレス範囲、またはコンマ区切りのCIDRを指定できます。

l Zone Server：スキャン対象にしないZone Serverを入力します。DMZに面するサーバのIPアドレスまたはホスト名を使用す

ることで、このネットワーク上にないコンピュータはスキャンされなくなります。コンマ区切りでIPアドレスまたはホスト名を指定

できます。

8. [Create (作成)] をクリックして、資格情報を入力します。[Findings (調査結果)] ページに結果が表示されます。

スキャン定義

アセスメントのステータスは、リストページの [Status (ステータス)] 列に表示されます。アイコンにカーソルを重ねると、次のいずれかのス

テータスが表示されます。

読み込み中

このアセスメントでComplyサービスから受信した統計情報はありません。

保留中

このアセスメントの対象のエンドポイントで、スキャンをまだ実行していないエンドポイントが少なくとも1つあり、スキャンエラーはあ

りません。

成功

このアセスメントは少なくとも1回エラーなしで実行成功しており、実行されていないスキャンはありません。
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エラー

このアセスメントには、スキャン中にエラーが発生したエンドポイントが少なくとも1つあります。

警告

他のステータスカテゴリに該当しない問題があります。

ステータス列を更新するには、ページを読み込み直す必要があります。

アセスメントを再実行する

[Assessments (アセスメント)] ページでアセスメントを選択し、[Deploy Now (今すぐ展開)] をクリックすると、そのアセスメントを再度実

行することができます。

アセスメントをエクスポートする

以下の手順では、アセスメントを1つずつエクスポートすることを想定しています。Tanium Connectを使用して調査結果をエクスポートす

る手順については、調査結果とアセスメントのエクスポート (128ページ)を参照してください。

1. [Assessments (アセスメント)] ページでアセスメントを選択し、[Export (エクスポート)] アイコン をクリックします。アセスメントは

一度に1つずつしかエクスポートできません。複数のアセスメントを選択した場合、エクスポートアイコンは表示されません。

2. アセスメントの種類に応じて、[Export Assessment (アセスメントをエクスポート)] ウィンドウで以下を指定します。

l リモート脆弱性

a. プルダウンリストから [Report (レポート)] を選択します。

b. [Assessment Name (アセスメント名)] を入力します。

c. 必要に応じて [Description (説明)] を入力します。

d. [File Name (ファイル名)] を入力します。
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e. [Format (フォーマット):] に [HTML] または [CSV]

f. [Export (エクスポート)]をクリックします。

[Reports (レポート)] > [Exports (エクスポート)] ページに移動しすると、現在実行中のレポートエクスポートジョブ

の進行状況を表示することができます。結果テーブルの最後の列は、レポートのエクスポートジョブのステータスを

示します。
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3. レポートのエクスポートが完了したら、エクスポートを選択し、[Download (ダウンロード )] アイコン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。

アセスメントを編集する

1. [Assessments (アセスメント)] ページで編集するアセスメントを選択し、編集アイコン をクリックします。

2. 必要に応じて [Name (名前)] を編集します。

3. 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。

4. 必要に応じて[Engine (エンジン)]を変更します。

5. 必要に応じて [Comply Process Priority (Complyプロセスの優先度)] を変更します。

6. [Start at (開始日時)] と [End at (終了日時)] を選択し、日付と時刻の値を入力して、アセスメントが特定の時間の間にのみ

試みられるよう制限します。デフォルトで表示される日付と時刻は、ローカルブラウザの時間です。スケジュール済みアクションの

展開でのこの時間の使用方法についての詳細は、Tanium Consoleユーザガイド：アクションの展開。

7. [Distribute over (時間枠)] を選択し、値(分数または時間数)を入力します。アセスメントはこの時間枠の間に試みられます。

8. [Repeat (繰り返し)] フィールドで [None (なし)]、[Interval (間隔)]、または [Using assessment age (アセスメントの経過日数を使

用)]のいずれかを選択します。

l [None (なし)]を選択すると、[Start At (開始日時)]フィールドに将来の日付と時刻が指定されている場合、レポートは一

度実行されます。そうでなければ、レポートは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、アセスメン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)] の値を指定しかった場合、アセスメン

トはただちに実行されます。[Interval (間隔)] を選択して、[End At (終了日時)] の値を入力しなかった場合、アセスメン

トは指定された間隔で無期限に実行されます。

l [Use assessment age (アセスメントの経過日数を使用)] を選択すると、[Run when results are older than (結果が次よ

り古い場合に実行)] フィールドが表示され、アセスメントを実行する結果の履歴を指定できます。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)] の値を指定しかった場合、アセスメントはただちに実行されます。一度も

アセスメン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、次の経過日数チェックが行われた後すぐにアセ

スメントが実行されます。結果の経過時間は1時間ごとまたは3時間ごとにチェックされます。経過時間を3時間未満に指

定すると、結果の経過時間は1時間ごとにチェックされます。[End At (終了日時)] の値を入力しないと、アセスメントは無

期限に繰り返されます。

9. [Save (保存)] をクリックします。

https://docs.tanium.com//platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html
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アセスメントを削除する

サービスアカウントが設定されている場合、リモート脆弱性アセスメントは自動的に更新されます。

アセスメントに関連付けられている基準、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。
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調査結果とアセスメントのエクスポート

Tanium Connectで接続を作成して、コンプライアンスおよび脆弱性の調査結果を、メールやファイル、HTTP、ソケットレシーバ、

Splunk、SQL Serverなどの接続先にエクスポートすることができます。

以下の手順では、すべてのコンプライアンス調査結果とすべての脆弱性調査結果をエクスポートします。1つずつアセス

メントをエクスポートする手順については、アセスメントをエクスポートする(98ページ)を参照してください。

Connectの [Tanium Comply (Assessments) (Tanium Comply (アセスメント))] 情報元を使用して脆弱性アセスメント

をエクスポートすることができます。脆弱性アセスメントのエクスポート (130ページ)を参照してください。これは、以前の

バージョンでTanium Comply情報元が提供していたのと同じ機能です。

準備

l ConnectユーザロールでConnectにアクセスできる必要があります。

l 列をカスタマイズするには、Connect 4.9.49以降とComply 2.10.841以降が必要です。

調査結果をエクスポートする

1. Connectメニューで [Connection (接続)]をクリックし、[Create (接続の作成)]をクリックします。

2. [General Information (一般情報)]セクションで接続の名前と説明を入力します。

3. [Advanced (詳細)]セクションで以下を設定します。

l ログレベル：デフォルトでは、ログは [Information (情報)] に設定されます。ロギングの量を減らすために、ログレベルを

[Warning (警告)]、[Error (エラー)]、または[Fatal (致命的)]に設定できます。

l 最小合格率 : 接続が成功するために処理する必要がある予想行の最小率(%)。
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4. [Configuration (設定)] セクションで、次のようにして [Source and Destination (情報元と接続先)] を設定します。

a. [Source (情報元)] として [Tanium Comply (Findings) (Tanium Comply (調査結果))] を選択します。

b. [Finding Type (調査結果タイプ)] リストで、[Compliance (コンプライアンス)]、[Vulnerability (脆弱性)]、[Remote
Vulnerability (リモート脆弱性)] のいずれかを選択します。

c. [Filter by Group (グループでフィルタ)] フィールドで、フィルタリングするコンピュータグループを1つ選択します。

d. [Filter by Report (レポートでフィルタ)] フィールドで、定義済みレポートを選択します。このレポートで定義されているフィル

タで、調査結果のデータがエクスポートされます。

e. 必要に応じて、接続元の詳細設定を変更します。

l クエリのタイムアウト：リクエストとタイムアウト時間を指定します。

l Batch Size (バッチサイズ)：エクスポートする行数を指定します。

5. 接続先を設定します。

[Destination (接続先)] リストから接続の接続先を選択します。選択した接続先の構成情報を指定します。接続先の設定設

定に関する詳細は、Tanium Connectユーザガイド：接続先の接続先を参照してください。

6. データの形式を設定します。形式の設定については、Tanium Connectユーザガイドで選択した接続先の種類に関するセクショ

ンを参照してください。

7. (任意) [Configure Output (出力を設定)] セクションで [Filter (フィルタ)] を設定します。

フィルタを使用して、送信先に送信する前に接続元から取得するデータを変更できます。

設定できるフィルタの種類についての詳細は、Tanium Connectユーザガイドを参照してください。

https://docs.tanium.com/connect/connect/overview.html#destinations
https://docs.tanium.com/connect/connect/index.html
https://docs.tanium.com/connect/connect/index.html


© 2022 Tanium Inc. All Rights Reserved 130ページ

8. (任意) エクスポートするデータの列をカスタマイズすることができます。[Column (列)] セクションで、使用可能な [Soruce (情報

元)] の項目を選択し、[Value Type (値の型)] と [Customization (カスタマイズ)] を設定します。次を参照してください。Tanium

Connectユーザガイド：メール用のデータ書式を設定する。

[First Found Date (最初の発見日)] 列と [Last Found Date (最終発見日)] 列を含めるようにした場合(デフォルトでは含まれな

い)、Tanium InteractでCVEセンサーを登録する必要があります。登録しないと、次のエラーになります。

9. 接続のスケジュールを設定します。スケジュールに従って接続を実行する方法については、Tanium Connectユーザガイド：接続を

スケジュールするを参照してください。スケジュールに従って実行するように接続を有効にします。

[Enable (有効化)]を選択します。残りの接続を設定するときにスケジュールを設定できます。スケジュールが有効になっていない

場合は、手動で実行するときにのみ接続が実行されます。

10. [Save (保存)]または [Save and Run (保存して実行)]をクリックします。

エクスポート対象の列(132ページ)を参照してください。

脆弱性アセスメントのエクスポート

Tanium Connectで接続を作成して、脆弱性あるいはリモート脆弱性の調査結果のデータを、メールやファイル、HTTP、ソケットレシー

バ、Splunk、SQL Serverなどの接続先にエクスポートすることができます。

接続を作成する

1. Connectメニューで [Connection (接続)]をクリックし、[Create (接続の作成)]をクリックします。

2. [General Information (一般情報)]セクションで接続の名前と説明を入力します。

3. [Advanced (詳細)]セクションで以下を設定します。

l ログレベル：デフォルトでは、ログは [Information (情報)] に設定されます。ロギングの量を減らすために、ログレベルを

[Warning (警告)]、[Error (エラー)]、または[Fatal (致命的)]に設定できます。

l 最小合格率 : 接続が成功するために処理する必要がある予想行の最小率(%)。

4. [Configure (設定)] セクションで、Source and Destination (接続元と接続先)を次のように設定します。

a. [Source (情報元)] として [Tanium Comply (Assessments) (Tanium Comply (アセスメント))] を選択します。

b. [Assessment Type (アセスメントタイプ)] リストでは、デフォルトで [Vulnerability (脆弱性)] が選択されており、これは

Connectで唯一サポートされているレポートタイプです。

c. [Assessment Name (アセスメント名)] リストからアセスメントを選択します。

d. アセスメントからエクスポートされる行は、[Include Endpoint findings (エンドポイントの調査結果を含める)] および

[Include CVE details (CVEの詳細を含める)] オプションによって決まります。これらのオプションのいずれかまたは両方を選

択します。

https://docs.tanium.com/connect/connect/email.html#format
https://docs.tanium.com/connect/connect/email.html#format
https://docs.tanium.com/connect/connect/connections.html#schedule
https://docs.tanium.com/connect/connect/connections.html#schedule
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e. 必要に応じて、接続元の詳細設定を変更します。

l Question Timeout (Questionのタイムアウト )：リクエストとタイムアウト時間を指定します。

l Polling Interval (ポーリング間隔)：接続がアクティブな間、Complyが更新データのポーリングを行う頻度を指定し

ます。

l Batch Size (バッチサイズ)：エクスポートする行数を指定します。

l Question Completion Percentage (Question完了率)：回答を返したエンドポイントの割合。エンドポイント数がこ

の割合に達すると、調査結果がエクスポートされます。

f. 接続先を設定します。

[Destination (接続先)] リストから接続の接続先を選択します。選択した接続先の構成情報を指定します。接続先の

設定設定に関する詳細は、Tanium Connectユーザガイド：接続先の接続先を参照してください。

5. データの形式を設定します。形式の設定については、Tanium Connectユーザガイドで選択した接続先の種類に関するセクショ

ンを参照してください。

6. (任意)Filter (フィルタ)を設定します。

フィルタを使用して、送信先に送信する前に接続元から取得するデータを変更できます。

設定できるフィルタの種類についての詳細は、Tanium Connectユーザガイドを参照してください。

7. (任意) エクスポートするデータの列をカスタマイズすることができます。[Column (列)] セクションで、使用可能な [Soruce (情報

元)] の項目を選択し、[Value Type (値の型)] と [Customization (カスタマイズ)] を設定します。次を参照してください。Tanium

Connectユーザガイド：メール用のデータ書式を設定する。

[first_found_date] または [last_found_date] 列を含めるようにした場合、Tanium InteractでCVEセンサーを登録する必要があり

ます。登録しないと、次のエラーになります。

8. 接続のスケジュールを設定します。スケジュールに従って接続を実行する方法については、Tanium Connectユーザガイド：接続を

スケジュールするを参照してください。スケジュールに従って実行するように接続を有効にします。

[Enable (有効化)]を選択します。残りの接続を設定するときにスケジュールを設定できます。スケジュールが有効になっていない

場合は、手動で実行するときにのみ接続が実行されます。

9. [Save (保存)]または [Save and Run (保存して実行)]をクリックします。

エクスポート対象の列(132ページ)を参照してください。

接続をテストしてデータを確認する

1. Connectメニューで[Connections (接続)]をクリックします。

2. Complyのレポート用に作成した接続をクリックします。

https://docs.tanium.com/connect/connect/overview.html#destinations
https://docs.tanium.com/connect/connect/index.html
https://docs.tanium.com/connect/connect/index.html
https://docs.tanium.com/connect/connect/email.html#format
https://docs.tanium.com/connect/connect/email.html#format
https://docs.tanium.com/connect/connect/connections.html#schedule
https://docs.tanium.com/connect/connect/connections.html#schedule
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3. [Run Now (今すぐ実行)]をクリックします。接続を実行ことを確定します。

4. 実行のサマリを表示します。

5. その接続に設定した接続先でアセスメントまたは調査結果を表示します。

エクスポート対象の列

すべてのタイプの調査結果およびアセスメントについて、次の列がエクスポートの対象になります。

コンプライアンスの調査結果 脆弱性の調査結果 リモート脆弱性の調査結果 脆弱性アセスメント

コンピュータ名 コンピュータ名 IPアドレス computerName

IPアドレス IPアドレス MACアドレス ipAddress

Operating System Generation Operating System Generation MACベンダ CVE

オペレーティングシステム オペレーティングシステム Service Name (サービス名 ) first_found_date

ルール CVE サービスポート last_found_date

ルールID CVE年 サービスバージョン score

標準 Title (タイトル) OS名 title

基準のバージョン Severity (重要度 ) OSバージョン severity

プロファイル CVSSスコア CVE attack_vector

バージョン CVSSベクトル CVEサマリ oval_source

ステータスのカテゴリ CVE作成日 CVE発行日 oval_definition

ステータス CVE変更日 CVE更新日 mitre_link

説明 MITREリンク CVE CVSSスコア nist_link

根拠 NISTリンク CVEリンク secpod_link

テキスト修正 Secpodリンク solution_links

CCE OVAL定義 created_date

CCI OVAL情報元 last_modified_date

Severity (重要度 ) ソリューションのリンク 処置

処置 details

条件 1 criteria1
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コンプライアンスの調査結果 脆弱性の調査結果 リモート脆弱性の調査結果 脆弱性アセスメント

詳細 score_mapping

id_mapping

1 Microsoft Excelで、は脆弱性CSVファイルのエクスポートにある改行が適切に処理されません。回避策として、別のツールでファイルを表示したり、

CSVエクスポートにあるcriteria列を除外したりできます。

(続き)
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調査結果を使用したレポートの作成

調査結果は、特定の一時点でエンドポイントをチェックした結果です。アセスメントを実行すると、[Compliance (コンプライアンス)] タブ
の [Findings (調査結果)] ページまたは [Vulnerability (脆弱性)] タブにその結果が表示されます。[Findings (調査結果)] ページに提

供されているカテゴリを使用して、結果をフィルタリングし、その結果をレポート形式で保存することができます。レポートはカスタマイズ

し、利用可能なデータの任意の組み合わせで再実行することができます。

コンプライアンス調査結果をフィルタリングする

Complyメニューで [Findings (調査結果)] をクリックします。コンプライアンスアセスメントの調査結果は、[Compliance (コンプライアン

ス)] タブに表示されます。

コンピュータグループで調査結果をフィルタリングしたり、[All Filters (すべてのフィルタ)] リンクを展開して、次の追加のフィルタを使用した

りできます。ルールID、ルール、エンドポイント、スキャン方法(任意、クライアントベース、リモート認証ベース)、オペレーティングシステム

生成、オペレーティングシステム、基準、プロファイル、ステータスカテゴリ(不合格、合格、情報)、IPアドレス。

[Customize Columns (列をカスタマイズ)] をクリックすると、調査結果のグリッドのカテゴリを追加/削除することができます。

定義されているコンプライアンス調査結果のフィールド

以下のいずれかのカテゴリを使用して、調査結果をフィルタリングすることができます。編集フィールドで入力を開始すると、使用可能な

項目が表示されます。

l 基準とプロファイル：チェックとルールのコレクション、およびエンドポイントの最終的なステータスを特定するためにチェックを組み

合わせる方法のロジック。

l Rule：基準1つと、カスタムプロファイルでその基準に適用されている任意の数のフィルタ。

l エンドポイント 評価対象
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l オペレーティングシステム：対象にインストールされているオペレーティングシステム

l すべての調査結果：アセスメントで見つかったすべての結果を一覧表示します。各調査結果の [Get more details (詳細を取

得)] アイコン をクリックすると、その調査結果の情報を含むポップアップが表示されます。

脆弱性調査結果をフィルタリングする

Complyメニューで [Findings (調査結果)] をクリックします。脆弱性アセスメントの調査結果は、[Vulerability (脆弱性)] タブに表示さ

れます。

コンピュータグループや重大度で調査結果をフィルタリングしたり、[All Filters (すべてのフィルタ)] リンクを展開して、次の追加のフィルタ

を使用したりできます。チェックID、CVE年、CVSSスコア、エンドポイント、スキャン方法(任意、クライアントベース、リモート認証ベース)、

オペレーティングシステム生成、オペレーティングシステム、タイトル、IPアドレス。

[Customize Columns (列をカスタマイズ)] をクリックすると、調査結果のグリッドのカテゴリを追加/削除することができます。
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定義されている脆弱性調査結果のフィールド

以下のいずれかのカテゴリを使用して、調査結果をフィルタリングすることができます。

l チェックID：CVE ID。例：CVE-2020-0810

l エンドポイント 評価対象

l オペレーティングシステム：対象にインストールされているオペレーティングシステム

l 重大度 High (高)、Medium (中)、Low (低)、Info (情報)。情報は、CVSSスコアが未定の脆弱性を表します。
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l すべての調査結果：アセスメントで見つかったすべての結果を一覧表示します。各調査結果の [Get more details (詳細を取

得)] アイコン をクリックすると、その調査結果の情報を含むポップアップが表示されます。

調査結果を使用してレポートを作成する

[Findings (調査結果)] ページの [Save As (名前を付けて保存)] ボタンを使用すると、現在のビューからレポートを作成することができま

す。

[Save Report (レポートを保存)] ページで、以下の操作を行います。

1. [Report Name (レポート名)] を入力します。レポートのデフォルト名が自動的に生成されます。

2. 必要に応じて、レポートの説明を入力します。

3. [Content Set (コンテンツセット)] を選択します。「Tanium Core Platformユーザガイド：コンテンツセットの情報に対するRBACの

管理。

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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4. [Save (保存)] をクリックします。

Complyメニューの [Reports (レポート)] をクリックすると、レポートを表示することができます。
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レポートの操作

レポートの表示

レポートは、一連の調査結果について保存されたフィルタとグループの組み合わせです。調査結果からレポートを作成したり、別のレ

ポートからレポートを作成したりできます。

l コンプライアンスおよび脆弱性レポートは [Client (クライアント)] タブに表示されます。

l リモート脆弱性レポートは [Remote (リモート)] タブに表示されます。

デフォルトで、Comply Report Reviewerロールを持つユーザは、ユーザが管理権限を持っていないコンピュータグループ

を対象にしたレポートも含めて、すべてのレポートを表示できます。

report_mr_enabled設定が [true (真)] に設定されている場合、ユーザは管理権限を持つコンピュータグループを

対象にしたレポートのみを表示できます。この設定を有効な場合、ユーザは、レポートが対象にしているすべてのコン

ピュータグループに対する管理権限を持つ場合にのみレポートを表示できます。1つのレポートが複数のコンピュータグ

ループを対象にしていて、ユーザがそれらコンピュータグループの一部に対する管理権限しか持っていない場合、ユーザ

はそのレポートを表示できません。

maintain_management_rights設定は、デフォルトではfalseに設定されています。trueに設定した場合、レポートの

元の作成者の管理権限は、レポートに対する保存済みアクションが再作成されたときに保存されます。保存済みアク

ションは、レポートスケジュールが編集されるか、またはレポート脆弱性フィードが更新されたときに再作成されます。こ

の設定を使用すると、管理者以外のユーザは、自分が作成したレポートのスケジュールのみを変更できます。

コンプライアンスレポートの結果

リスト内のコンプライアンスレポートをクリックすると、レポートの詳細ページが表示されます。詳細ページは、レポートの作成に使用され

た調査結果のもう1つのビューです。使用可能なフィルタとフィールドを使用して、レポートをさらに絞り込んだり、変更したりできます。レ

ポート名の横の三角形を展開し、[Edit (編集)] ボタンをクリックすると、[Description (説明)] を変更したり、別の [Content Set (コンテ

ンツセット)] を選択したりできます。
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[Cancel (キャンセル)] ボタンをクリックすると、編集を中止して、元のレポートに戻ることができます。[Revert (元に戻す)] ボタンをクリック

すると変更が取り消されて、元のレポートに戻ります。[Save As (別名で保存)] ボタンをクリックすると、適用されたフィルタを使用して新

しいレポートを作成することができます。
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脆弱性レポートの結果

リスト内の脆弱性レポートをクリックすると、レポートの詳細ページが表示されます。詳細ページは、レポートの作成に使用された調査

結果のもう1つのビューです。使用可能なフィルタと [Save As (別名で保存)] ボタンを使用して新しいレポートを作成することで、レポー

トをさらに絞り込んだり変更したりできます。

[Remediation Instructions (処置方法)] と [Solution (解決策)] については、レポートの調査結果で [Get More Details (詳細を表

示)] アイコン をクリックします。

新しいレポートを作成する

[Comply] > [Reports (レポート)] > [Client (クライアント)] または [Remote (リモート)] タブから新しいレポートを作成することができます。

[Create Report (レポートを作成)] ボタンをクリックして、レポートタイプを選択します。これで、選択したタイプ用の [Findings (調査結

果)] ページが表示されます。調査結果を使用してレポートを作成する(137ページ)を参照してください。

Patchとの統合

Complyのスキャンエンジンは、脆弱性の定義とオペレーティングシステムのパッチ定義の両方をスキャンします。Tanium Patchがインス

トールされていて、スキャンエンジンが同じCVEに関連する脆弱性定義とパッチ定義を検知した場合、ComplyはPatchに必要なパッチが

あるか確認します。Patchでパッチが見つかった場合、[Get More Details (詳細を表示)] ウィンドウの [Details (詳細)] セクションにPatch

のリンクが表示されます。

Patchのリンクをクリックして、Patchで対応するページを開きます。そのページから、[Install (インストール)] をクリックするとインストールデ

プロイメントを作成できます。

参照 : Patchユーザガイド : パッチの展開を参照してください。

https://docs.tanium.com/patch/patch/deploying_patches.html
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Patchを使用して、オペレーティングシステムのパッチとソフトウェアアップデートを展開し、脆弱性レポートで検知される

前に、ソフトウェアとオペレーティングシステムの脆弱性を予防的に修正し、解消することができます。

Assetとの統合

エンドポイントで調査結果をフィルタリングすると、個々のエンドポイント のAssetアイコンをクリックして詳細を表示することができま

す。詳細ポップアップで [View Details in Asset (Assetで詳細を表示)] ボタンをクリックすると、Tanium Assetに移動できます。

保存済みQuestionを表示する

[Overview (概要)] ページのComplyダッシュボードには、こちらで説明しているComplyの結果のデータ視覚化情報を提供するTanium

Trendsボードがあります。Trends(12ページ)。
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[Summary (サマリ)] セクションのボードのタイトルをクリックすると、選択したボードの結果を取得した保存済みQuestionがTanium

Interactに表示されます。

保存済みQuestionのビューでは、[Edit (編集)] ボタンをクリックすることで、InteractでそのQuestionを編集することができます。詳細な

手順については、Tanium Consoleユーザガイドの保存済みQuestionの管理を参照してください。

リモート脆弱性レポートのエクスポート

レポートをエクスポートするには、次の手順に従います。

1. [Reports (レポート)] ページで [Remote (リモート)] タブを選択します。

2. レポートを選択して、[Export (エクスポート)] アイコン をクリックします。一度に複数のレポートをエクスポートすることはできませ

ん。複数のレポートが選択されていると、エクスポートアイコンは表示されません。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html
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3. レポートのタイプに合わせ、[Export Report (レポートをエクスポート)] ウィンドウで以下を入力します。

4. [Report Name (レポート名)] を入力します。

5. 必要に応じて [Description (説明)] を入力します。

6. [File Name (ファイル名)] を入力するか、あらかじめ入力されている名前を使用します。

7. [Format (フォーマット):] に [HTML] または [CSV] を選択します。

8. [Export (エクスポート)]をクリックします。

[Exports (エクスポート)] タブをクリックすると、エクスポートしたレポートのステータスを表示することができます。[Complete (完了)] する

までは、[Running (実行中)] と表示されます。
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エクスポートしたレポートのダウンロード

1. レポートをインポートするには、[Reports (レポート)] > [Exports (エクスポート)] タブに移動します。

2. エクスポートしたレポートを選択し、[Download (ダウンロード )] をクリックします。

3. [Download (ダウンロード )] ボタンをクリックして、レポートを含むzipファイルをインポートします。
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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、ユーザロールの要件(39ページ)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、展開する基準

で利用できるチェックの一部のみを指定できます。

[Comply] メニューから、[Setup (セットアップ)] > [Compliance (コンプライアンス)]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

1. [Custom Profiles (カスタムプロファイル)] タブで [Create (作成)] ボタンをクリックします。

2. [New Custom Profile (新規カスタムプロファイル)] ページで、[Name (名前)] と [Description (説明)]を入力します。

3. [Rules (ルール)] セクションの [Standard (基準)] ドロップダウンリストから基準を選択します。

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。

[Advanced Filter (詳細フィルタ)] をクリックして、カテゴリでルールをフィルタリングします。
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5. [Add Selection to Profile (プロファイルに選択を追加)]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。

追加したルールを削除するには、そのルールを選択し、[Remove Selection From Profile (プロファイルから選択を削除)]をクリッ

クします。

6. 基準(CIS Microsoft Windows Server 2008、2012など)によっては、特定のルールについてセレクタの選択が必要になります。[選択

したルール]セクションの [セレクタ]列には、それらルールのドロップダウンリストが表示されます。CIS Windowsの例では、ルールご

とにMS (Member Server)またはDC (Dcomain Controller)セレクタを設定します。

複数のルールに対するセレクターを設定または変更するには、その複数のルールを選択して [Change Selector (セレクタを変更)]
をクリックします。

7. 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、[カスタマイズ可

能]列に値 true (真)、[Default Values (デフォルト値)]列にルールのデフォルト値が表示されます。

アセスメントで使用されているカスタムプロファイルは削除できません。先にアセスメントを削除し、その後でカスタムプロ

ファイルを削除する必要があります。
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ルール値をカスタマイズする

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。
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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)]フィールドを変更します。

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
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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 Values (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。

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インポートする

1. [Import (インポート)] > [Custom Profile (カスタムプロファイル)] をクリックします。

2. [Import Custom Profile (カスタムプロファイルをインポート)] ウィンドウで [Description (説明)] を入力します。

3. [Standard (基準)] ドロップダウンリストから基準を選択します。

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。

カスタムプロファイルはカスタマイズ用ファイルを使って指定することもできます。この機能は、SCAP 1.2以降でサ

ポートされています。

カスタムプロファイルの複製

1. カスタムプロファイルを選択し、[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をクリックします。

カスタムプロファイルの編集

1. カスタムプロファイルを選択し、[Edit (編集)] をクリックします。

2. [Details (詳細)]セクションで、[Title (タイトル)]と[Description (説明)]を編集できます。

3. [Rules (ルール)] セクションで追加のルールを選択するか、[Standards (基準)] ドロップダウンリストから新しい基準を選択してそ

の他のルールを選択します。

新しい基準の選択した場合、過去に選択したルールは有効でなくなります。ルールが無効な場合、[Selected

Rules (選択したルール)]リストの[Valid (有効)]列の値にNoが表示されます。選択した無効なルールの合計

数を示すリストの下に警告も表示されます。

4. [Update (更新)]をクリックします。
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5. 選択したルールのいずれかが無効な場合、無効なルールをカスタムプロファイルから自動的に削除する確認ウィンドウが表示さ

れます。[OK]をクリックします。

6. 選択したカスタムプロファイルが1つ以上のアセスメントで使用されている場合は、確認ウィンドウが表示されます。アセスメントを

すぐに再展開する場合は、[Redeploy and Continue (再展開して続行)] をクリックします。そうでない場合は、[Continue (続行)]

をクリックします。変更があるアセスメントを再展開しなかった場合は、そのアセスメントの横には警告 が表示されます。

カスタムチェック

Complyでカスタムチェックを作成して、エンドポイントで標準に含まれていない条件を確認できます。カスタムチェックには、Windowsでは

PowerShellかVBScript、Linux/macOSではbashシェルスクリプトを指定できます。PowerShellスクリプトはファイル拡張子として.ps1、

VBScriptファイル.vbsを使用している必要があります。

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、ユーザロール

の要件(39ページ)を参照してください。
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1. [Comply] メニューから [Setup (セットアップ)] > [Compliance (コンプライアンス)]を選択します。

2. [Custom Checks (カスタムチェック)] タブで [Create (作成)] ボタンをクリックします。

3. [New Custom ID (新規カスタムチェック)] ウィンドウで、[Name (名前)] と [Description (説明)] を入力します。

4. [Check Criteria (チェック基準)] セクションで、このチェックの [ID] を入力します。
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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. 編集フィールドにチェックの [Rationale (根拠)] を入力します。

8. [Fix Text (テキストを修正)] フィールドに、チェックを処置するための情報を入力します。

9. Create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、新しい設定コンプライアンスレポートの

作成時にページの[カスタムチェック]セクションで利用できるようになります。

アセスメントで使用されているカスタムチェックを削除することはできません。先にアセスメントを削除し、その後でカスタム

チェックを削除する必要があります。

カスタムチェックの結果は、カスタムチェックの出力の最終行に示されます。この値は、他の全出力の後の1行に自動的に表示され、以

下の結果の一つを返すはずです。

結果は大文字と小文字が区別されます。

結果 説明

pass すべての条件を満たしています。

fail すべての条件を満たしてはいません。

error (エラー) コンプライアンス評価は完了できませんでした。そのため、エンドポイントコンプライアンスの

ステータスは確認されませんでした。

不明 結果は不明です。

カスタムIDマッピング

カスタムIDのマッピングでは、カスタムチェックまたはルール識別子に特定のタグが関連付けられている結果にカスタム列を作成することで

きます。

1. [Comply] メニューから [Setup (セットアップ)] > [Compliance (コンプライアンス)]を選択します。

2. [Custom ID Mappings (カスタムIDマッピング)] タブで [Import (インポート)] ボタンをクリックします。

3. [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。

4. [Browse (参照)] をクリックし、カスタムIDマッピングファイルがある場所に移動します。

5. [Import (インポート)]をクリックします。これで [Custom ID Mappings (カスタムIDのマッピング)] の下にカスタムIDが表示され、新し

いコンプライアンスアセスメントを作成する時に [Advanced Settings (詳細設定)] セクションで利用できるようになります。

アセスメントで使用されているカスタムIDを削除することはできません。先にアセスメントを削除し、その後でカスタムIDを

削除する必要があります。
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カスタムIDマッピングでは次のファイル形式を使用します。Rule id|custom id

例 : xccdf_org.cisecurity.standards_rule_1.1.1_Create_Separate_Partition_for_tmp|company_policy_
rule_42

アセスメントには、1つのカスタムIDマッピングのみ関連付けることができます。ただし、基準とカスタムチェックは複数個を

関連付けることができます。基準およびカスタムチェックの選択では、アセスメントの対象が単一のアクショングループで

あることを確認してください。

カスタムチェックまたはIDマッピングをエクスポートする

カスタムチェックやカスタムIDマッピングは、以下を行い、エクスポートすることで表示、編集、再利用することができます。

1. [Setup (セットアップ)] > [Compliance (コンプライアンス)] ページで、[Custom Checks (カスタムチェック)] タブをクリックします。

2. カスタムチェックを選択して、[Export (エクスポート)] をクリックします。他方のTanium Consoleでこのエクスポート済みファイルを

選択します。

3. カスタムチェックをインポートするTanium Consoleにログインして、[Custom Checks (カスタムチェック)] タブに移動します。

4. [Create (作成)] ボタンをクリックして、[Custom Check (カスタムチェック)] を選択します。

5. [New Custom Check (新規カスタムチェック)] ウィンドウで、最初のTanium Consoleでエクスポートしたファイルに対して入力した

内容と同じ情報をフィールドに入力します。

6. [Browse (参照)] をクリックして、手順2でエクスポートしたファイルを選択します。

7. Createをクリックします。

カスタムチェックにカスタムIDがある場合は、上記の手順でカスタムIDをエクスポートしてインポートします。ただし、この操作は [Custom
ID Mappings (カスタムIDマッピング)] タブから行います。
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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、ユーザロールの要件(39ページ)を参照してください。

カスタムIDマッピングおよびカスタムスコアを使用して、レポートするフレームワークにCVEを合わせます。

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. [Comply] メニューから [Setup (セットアップ)] > [Vulnerability (脆弱性)]をクリックします。

2. [Custom Vulnerability Scores (カスタム脆弱性スコア)] タブで、[Import Mapping (マッピングをインポート)] ボタンをクリックし、

[Custom Score (カスタムスコア)] を選択します。

3. [Import Score Mapping (スコアマッピングをインポート)] ウィンドウで [Name (名前)] と [Prefix (プレフィクス)]、[Description (説
明)] を入力します。
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4. [Browse (参照)] をクリックして、スコアマッピングファイルがある場所に移動し選択します。

5. [Import (インポート)]をクリックします。これで [Custom Scores (カスタムスコア)] にカスタムスコアが表示されます。

6. 該当するカスタムスコアを選択し、[Create Assessment (アセスメントを作成)] ボタンをクリックして、[Custom Score (カスタムスコ

ア)] タブから直接新しいアセスメントを作成します。

アセスメントで使用されているカスタムスコアを削除することはできません。先にアセスメントを削除し、その後でカスタム

スコアを削除する必要があります。

カスタムIDマッピングには次のファイル形式を使用します。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. [Comply] メニューから [Setup (セットアップ)] > [Vulnerability (脆弱性)]をクリックします。

2. [Custom IDs (カスタムID)] タブで、[Import Mapping (マッピングをインポート)] ボタンをクリックし、[Custom ID (カスタムスID)] を
選択します。

3. [Import Custom ID Mapping (カスタムIDマッピングをインポート)] ウィンドウで [Name (名前)] と [Prefix (プレフィクス)]、
[Description (説明)] を入力します。

4. [Browse (参照)] をクリックし、カスタム脆弱性 IDマッピングファイルがある場所に移動して選択します。

5. [Import (インポート)]をクリックします。これで [Custom IDs (カスタムID)] にカスタムスIDが表示されます。
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6. 該当するカスタムIDを選択し、[Create Assessment (アセスメントを作成)] ボタンをクリックして、[Custom ID (カスタムID)] タブから

直接新しいアセスメントを作成します。

アセスメントで使用されているカスタムIDマッピングを削除することはできません。先にアセスメントを削除し、その後でカ

スタムIDマッピングを削除する必要があります。

カスタムIDマッピングでは次のファイル形式を使用します。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

情報保証脆弱性管理(IAVM)は、国防総省(DOD)が管理する脆弱性情報のソースであり、共通アクセスカード (CAC)でのみアクセスで

きます。

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. [Comply] メニューから [Setup (セットアップ)] > [Vulnerability (脆弱性)]をクリックします。

2. [IAVM Mappings (IAVMマッピング)] タブで、[Browse (参照)] ボタンをクリックし、カスタムIAVMファイルを選択します。
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3. [Import (インポート)]をクリックします。[IAVM Mappings (IAVMマッピング)] ページに前回アップロード時間と、IAVM IDおよびスコア

のマッピング数が表示されます。

4. [Create Assessment (アセスメントを作成)] ボタンをクリックして、[IAVM Mappings (IAVMマッピング)] タブから直接新しいアセスメ

ントを作成します。

新しいIAVMマッピング定義をインポートすると、既存のマッピング定義が置き換えられます。

アセスメントで使用されているIAVMマッピングを削除することはできません。先にアセスメントを削除し、その後でIAVM

マッピングを削除する必要があります。

IAVMマッピングを適用するには、脆弱性アセスメントの作成でIAVM IDマッピングとスコアマッピングの両方を追加する必

要があります。新しいマッピングを結果に適用するには、IAVMマッピングを使用したアセスメントの再展開が必要になり

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. レポート用にカスタムIDのハッシュを取得します。このためには、[Vulnerability Reports (脆弱性アセスメント)] ページでアセスメン

ト名をクリックし[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といった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付けます。
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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)

使用しているTanium Consoleがバージョン7.5.2より古く、Complyのバージョンが2.11の場合、ここに記載

のセンサーは非推奨で非表示になっています。センサーの非表示を解除する方法については、次を参照

してください。Tanium Consoleユーザガイド：センサーの詳細を表示する。

3. [Ask Question (Questionの実行)]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。

カスタムIDマッピングをダウンロードする

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て、エクスポートをクリックします。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_sensors.html#View
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アプリケーション設定の管理

Complyアプリケーション設定のデフォルト値への変更は、まずラボまたはステージング環境でテストして、どのような影響

があるか理解してください。アプリケーション設定を変更するには、Comply Administratorロールが必要です。Comply

のロールの詳細については、ユーザロールの要件(39ページ)を参照してください。

1. Complyの [Overview (概要)]ページから設定 をクリックします。

2. [General (全般)] タブで、変更する設定の行の [Edit (編集)]をクリックします。

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

次の設定があります。

全般設定 デフォルト

値

定義

question_threshold 90 報告があったマシンの割合。この割合に達すると、ComplyからQuestionの結果が返されます。

enable_manual_groups False Complyでのコンピュータグループの手動サポートの有効化

report_question_reissue_

seconds

18000 レポートの保存済みQuestionを再発行する頻度

is_airgapped False インターネットからの、このモジュールサーバのエアギャップ化

vuln_feed_options_storage ローカル 脆弱性フィードオプションの保存方法。ローカル = ブラウザのローカルストレージに保存。サーバ =

Complyのサーバに保存

report_mr_enabled False ユーザ管理権限に基づくレポートのフィルタリングの有効化
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全般設定 デフォルト

値

定義

maintain_management_

rights

True レポートの更新時の管理権限の維持

tanium_request_timeout_

seconds

60 Tanium Serverからの応答待ち時間 (秒 )。この時間が経過すると、エラーになります。

log_level でバグ 有効なログレベル(トレース、デバッグ、情報、警告、エラー、致命的 )

assessment-status-error-

threshold

5 アセスメントをエラー状態とみなすスキャンエラー率の閾値

assessment-age-action-

duration

60 経過時間に基づくアセスメントで保存済みアクションを再発行する頻度 (分 ) - 最小：30、最大：240

新しいアプリケーション設定を追加したり、既存のアプリケーション設定を削除したりすることはできません。アプリケー

ション設定のデフォルト値を更新できるだけです。削除 をクリックすると、設定がデフォルト値に戻ります。設定そのもの

は削除されません。
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トラブルシューティング

名前にComplyを含むTaniumのコンテンツを絶対に手動で削除しないでください。Taniumコンテンツを削除すると、

Complyが正しく機能しなくなる可能性があります。

ログファイルを検索する

テクニカルサポートと協力したトラブルシューティングでは、エンドポイントまたはTanium Module Serverでのログファイルの検索が必要に

なることがあります。

エンドポイントのログファイル

エンドポイントでは、Complyのログファイルは次のパスに作成されます。<Tanium

Client>\extensions\comply\data\results\<scan name>\*-stdout.txt

Tanium Module Serverのログファイル

Tanium Module Serverでは、Complyのログファイルは次のパスに作成されます。<Module Server>\services\comply-

service\logs

ここにサービスログファイルがあります。

アップグレード後のエンドポイントのResultsディレクトリ

Comply 2.11にアップグレードすると、エンドポイントのTools/Comply/resultsディレクトリが、

extensions/comply/data/resultsに移行します。

デフォルトでは、レガシーの結果は、サービスによって移行され、ECF設定がある場合を除き、7日間保持されます。

Tools/Comply/resultsおよびTools/Comply/benchmarksフォルダは、30日後に自動的に削除されることに注意してください。

アップグレード後、エンドポイントの調査結果が不完全

Tanium Complyのアップグレード後に、ツールを展開して、データを移行する必要があるため、調査結果の完了に時間がかかる場合が

あります。
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アップグレード後、カスタムプロファイルを使用するレポートの調査結果が誤って

いるまたは見つからない

Tanium Complyをアップグレードすると、以前のバージョンのコンプライアンスレポートが自動的にアセスメントに移行されます。カスタムプ

ロファイルまたはカスタマイズ用ファイルを使用したコンプライアンスレポートがある場合は、アップグレード後にそれらのアセスメントを再展

開する必要があります。再展開しなかった場合、対応する調査結果が見つからないか、正しく表示されない場合があります。

調査結果が見つからないか正しくないことを確認するには、[User Preferences (ユーザ設定)] でQuestionの [Hide
error results (エラー結果を非表示)] の無効化が必要になる場合があります。

アセスメントを再展開するにあたっては、エンドポイントのComplyのツールが最新バージョンにアップグレードされている

必要があります。

アップグレード後に脆弱性レポートが見つからない

Comply 2.9を新しいバージョンにアップグレードすると、コンプライアンスレポートは新しいバージョンに移行されますが、脆弱性レポートは

移行されません。これは、クエリフィルタで、Comply 2.9およびそれ以前のレポートで見られたのと同じ結果が新しいバージョンのComply

でも提供されるようにできないための意図的な措置です。Comply 2.10以降では、OSベースの高度な脆弱性レポートが提供されます。

展開物が想定していた通りに実行されない

展開物が想定していた通りに実行されない場合は、次のエラーメッセージがないか確認してください。

このデプロイに含まれる一部のマシンはデプロイを行うことができません。

対象エンドポイントに、展開物を格納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。

Some machines included in this deployment don't have the system utilities required to complete a

scan (その展開の対象になっているマシンの一部に、スキャンの完了に必要なシステムユーティリティがありません)。

Linux/MacOSエンドポイントに、Complyが正常に動作するために必要なUnixユーティリティがインストールされていません。

サポートバンドルを収集する

テクニカルサポートと協力してトラブルシューティングを行う場合は、Comply関連のログを含むサポートバンドルの収集が必要になる場

合があります。

サポートバンドルを収集するには、Comply Administratorロールが必要です。Complyのロールの詳細については、ユーザロールの要件

(39ページ)を参照してください。
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1. Complyのメインページで、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 (サポート依頼)] セクションで、[Create Package (パッケー

ジを作成)] をクリックし、Taniumサポートに提供するファイルからなるサポートバンドルをダウンロードします。Taniumサポートに問

い合わせる(171ページ)を参照してください。

Complyのカバー率を監視およびトラブルシューティングします

次表は、Complyカバー率指標でエンドポイントが要注意または未対応と報告される理由と、実施可能な是正措置をまとめています。

理由 是正措置

エンドポイントに最新のスキャンエンジンが

インストールされていない

l 各展開物が対象とするコンピュータグループに、該当するすべてのエンドポイントが含まれているこ

とを確認します。展開物を見直し、抜けているコンピュータグループがないことを確認します。

l 最新のエンジンがインストールされていることを確認します。Complyに付属のTanium Scan Engine

(JovalCMベース)またはAmazon Coretto JREの更新がある場合は、Complyのメインページに黄色

いバナーが表示され、エンジンの更新があることが示されます。

エンドポイントに最新のComplyツールがイ

ンストールされていない

[Comply Action Group (Complyアクショングループ)]がAll Computersを対象にしていることを確認しま

す。

Complyツールかスキャンエンジン、または

JREがない特定のエンドポイント

既存の展開物が対応するすべてのアーキテクチャ(ビット数 )およびプラットフォームを対象にしていること

を確認します。たとえば、一部の環境に、まだ32ビットLinuxとWindowsエンドポイントがあると仮定しま

す。これらのエンドポイントには、専用の展開物が必要です。

Complyが正常に実行できない可能性が

ある特定のエンドポイントの問題

必要な最小ディスク容量 (200 MB)に満たないなど、Complyが正常に実行できなくなる可能性がある

エンドポイントの問題がないか確認します。
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理由 是正措置

Complyツールがエンドポイントに正常に

展開されない

[Comply Action Group (Complyアクショングループ)]がAll Computersを対象にしていることを確認しま

す。Complyのアクションは常に明示的であり、アクショングループの対象設定に制限を設ける必要は

ありません。

エンドポイントのコンプライアンス分布を監視およびトラブルシューティングする

次表は、エンドポイントのコンプライアンス分布指標が予想を下回る場合の要因と、実施可能な是正措置をまとめています。

理由 是正措置

エンドポイントがコンプライアンスレポートに

含まれていない

エンドポイントが、正しい対象のコンピュータグループに存在し、そのコンピュータグループがコンプライア

ンスレポートの明示的な対象になっていることを確認します。コンプライアンスレポートが定期的なスケ

ジュールで実行されていることを確認してください。

初期レポートスケジュールの実行時にオ

フラインだったエンドポイントが設定コンプラ

イアンスアセスメントに含まれていない

設定コンプライアンスアセスメントのスケジュールを変更して [Using report age (レポートの経過日数

を使用 )] を使用し、週1回アセスメントを実行するのではなく、アセスメント結果の最大履歴を7日に

設定します。詳細は、コンプライアンスアセスメントの作成 (87ページ)を参照してください。

この設定では、Complyは7日よりも新しい調査結果が存在しない限り、エンドポイントをエンドポイント

を次々とチェックし、エンドポイントがオンラインになった時点で評価を試みます。この設定により、グロー

バル組織および「24時間対応」モデルにおいて、タイムゾーンや元のスキャン実行時間に関係なく、管

理対象エンドポイントがオンラインになった時点で世界中のエンドポイントを次々にスキャンできるように

なります。

元のレポートに含まれていたシステムに結

果がない

対象エンドポイントがレポートの構成に従った適切なオペレーティングシステムおよびプラットフォームで

あることを確認します。たとえば、コンプライアンス基準によってWindows Server 2008に特有で、

Windows Server 2008 R2には当てはまらないものがあります。コンプライアン基準は対象OS専用に開

発されていることがあり、異なるOSが対象に設定されていると機能しないことがあります。

基準のコンテンツがローカルの要件に適

合していない

l カスタムプロファイルを使用するか、カスタマイズ用ファイルをインポートして、ビジネスニーズに合わせ

てコンプライアンス性チェックをカスタマイズしてください。

l 既存の基準でカバーされないものを評価するには、カスタムチェックを作成します。

l カスタムIDマッピングを使用して、ローカルの指針またはフレームワークにチェックを合わせてください。

詳細は、コンプライアンス結果のカスタマイズと脆弱性結果のカスタマイズを参照してください。

サードパーティのコンテンツの互換性とバ

グ

インポートしたコンテンツが、定義済みの次のような要件を満たしていることを確認してください。

l コンプライアンス基準がSCAP基準に準拠し、OVAL定義が含まれている必要があります。インポート

する基準の要件についての詳細は、個々の基準のインポートとカテゴリの割り当てを参照してくだ

さい。

l テーラリングは、SCAP1.2以降でのみサポートされています。テーラリング用ファイルのインポートにつ

いての詳細は、「新しいカスタムプロファイルをアップロードする」を参照してください。
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脆弱性が重要または高のエンドポイントを監視およびトラブルシューティングする

次表は、脆弱性の重要度が重要または高のComplyエンドポイントが期待を下回る場合の要因と、実施可能な是正措置をまとめて

います。

理由 是正措置

エンドポイントが脆弱性レポートに含まれ

ていない

エンドポイントが、正しい対象のコンピュータグループに存在し、そのコンピュータグループが脆弱性レ

ポートの明示的な対象になっていることを確認します。脆弱性レポートが定期的なスケジュールで実

行されていることを確認してください。

OVALチェックは、ローカルに作成されたガイ

ドや業界フレームワークに沿っていない

カスタムIDマッピングおよびカスタムスコアを使用して、レポートするフレームワークにCVEを合わせます。

詳細は、脆弱性の結果のカスタマイズを参照してください。

脆弱性調査結果の特定までの平均時間を監視およびトラブルシューティングす

る

次表は、脆弱性評価結果を特定するComplyの平均時間が期待を下回る場合の要因と、実施可能な是正措置をまとめています。

理由 是正措置

新たに公開 /検出された脆弱性が脆弱

性アセスメントで検出されていない

Tanium Vulnerability Library (TVL)が自動的に更新されるように設定されていることを確認します。詳

細は、デフォルトの脆弱性情報のソースを参照してください。

Complyは最新の定義を使用できるようレポートを自動的に更新しますが、アセスメントはその最新の

定義を使って再度実行する必要があります。

新たに発表または検出された脆弱性が

検出されるが、時間がかかる

最良の結果を得るには、月に1回または2回、既知の脆弱性のすべてすべてに対応した全体アセスメ

ントを実行してください。そうしたサイズの大きな全面的なアセスメントに加えて、パフォーマンスに悪影

響を及ぼすことなく頻繁に実行できるよう、重大度が高またはクリティカルの脆弱性定義のみを使用

したサイズの小さな軽量アセスメントを設定します。たとえば、軽量のアセスメントは毎週実行したり、3

日に1回実行したりします。

脆弱性アセスメントで目的の脆弱性が

対象に設定されていない

アセスメント設定で、そのアセスメントで意図としていた適切な重大度、CVE年、およびコンピュータグ

ループが対象になってるかどうかを確認します。

CVEが公開されているが、OVAL定義がな

い

Taniumコミュニティに、Taniumを使用した特定のCVEの発見および改善に関する情報がないか確認

してください。たとえば、Use Tanium to Find and Remediate CVE-2020-0796 (SMBv3 Remote Code

Execution Vulnerability)などの情報です。

コンプライアンス調査結果を改善するための平均時間を監視およびトラブル

シューティングする

次表は、コンプライアンス評価結果を改善するComplyの平均時間が期待を下回る場合の要因と、実施可能な是正措置をまとめて

います。

https://community.tanium.com/s/article/Use-Tanium-to-Find-and-Remediate-CVE-2020-0796-SMBv3-Remote-Code-Execution-Vulnerability
https://community.tanium.com/s/article/Use-Tanium-to-Find-and-Remediate-CVE-2020-0796-SMBv3-Remote-Code-Execution-Vulnerability
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理由 是正措置

設定コンプライアンスの調査結果の対処

に時間がかかりすぎる、あるいは組織が

要求する時間よりも長くかかる

ポリシーの施行に関する組織のポリシーを見直し、Tanium Enforceを組織のエンドポイントのコンプラ

イアンス違反を防止する仕組みにすることを検討します。

組織のエンドポイントがコンプライアンス違

反になっているが、コンプライアンスレポー

トで変化が特定されないかぎり、組織で

そのことが認識されることがない

Tanium Integrity Monitorを実装するか、Complyを使用して対象を絞り込んだコンプライアンスレポー

トを設定して頻繁に実行することで、重要な設定コンプライアンス問題をほぼリアルタイムで監視する

ことを検討してください。

脆弱性調査結果の特定までの平均時間を監視およびトラブルシューティングす

る

次表は、脆弱性評価結果を改善するComplyの平均時間が期待を下回る場合の要因と、実施可能な是正措置をまとめています。

理由 是正措置

脆弱性調査結果の対応や改善に時間

がかかりすぎる

Tanium PatchとTanium Deployを使用して、オペレーティングシステムのパッチとソフトウェアアップデート

を迅速に展開し、ソフトウェアおよびオペレーティングシステムの脆弱性を修正して解消することを検

討してください。

修正するまで非常に長期間にわたってエ

ンドポイントが脆弱性のあるエンドポイント

として表示される

重要度が高および重要の脆弱性に対してはより積極的なスキャンアプローチを取ることを検討してく

ださい。

Tanium Connectを使用して適切な関係者向けの自動アセスメントを設定します。詳細は、脆弱性

アセスメントのエクスポートを参照してください。

エンドポイントからComplyのツールを削除する

エンドポイントまたはコンピュータグループからComplyツールを削除するアクションをデプロイすることができます。使用できるアクションは、

WindowsエンドポイントとWindows以外のエンドポイントとで分かれています。

1. Interactで、ツールを削除するコンピュータを対象にします。たとえば、特定のオペレーティングシステムを対象とするQuestionを実

行するとしましょう。

Get Endpoint Configuration - Tools Status from all machines with Is <OS> equals True。例 : 

Get Endpoint Configuration - Tools Status from all machines with Is Windows equals True

2. 結果で、Complyの行を選択し、必要に応じてドリルダウンして、Complyツールを削除する対象を選択します。詳細は、以下を

参照してください。Tanium Interactユーザガイド：ドリルダウン：

3. [Deploy Action (アクションを展開)] をクリックします。

4. [Deploy Action (アクションを展開)] ページの [Enter package name here (ここにパッケージ名を入力)] ボックスにEndpoint

Configuration - Uninstallを入力し、対象に設定するエンドポイントに従ってEndpoint Configuration - Uninstall Tool
[Windows]または Endpoint Configuration - Uninstall Tool[Non-Windows]を選択します。

https://docs.tanium.com/interact/interact/results.html#Drill_Down


© 2022 Tanium Inc. All Rights Reserved 169ページ

5. [Tool Name (ツール名)]でComplyを選択します。

6. (任意) デフォルトでは、削除したツールを再インストールすることはできません。ツールを自動的に再インストールできるようにする

には、[Block reinstallation (再インストールをブロック)]を選択解除します。ほぼすぐに再インストールが行われます。

再インストールがブロックされた場合は、手動でブロックを解除する必要があります。

l Complyがツールを再インストールできるようにするには、対象エンドポイントに従って Endpoint
Configuration - Unblock Tool[Windows]またはEndpoint Configuration - Unblock Tool[Non-
Windows]パッケージを選択します。

l ツールを手動で再インストールする場合は、Endpoint Configuration - Reinstall Tool[Windows]または

Endpoint Configuration - Reinstall Tool[Non-Windows]パッケージを展開する際に [Unblock Tool] を
選択します。

7. (任意) エンドポイントからすべてのComplyデータベースとログを削除するには、[Soft uninstall (ソフトアンインストール)]を選択解

除します。

8. (任意) Complyのツールと依存関係があるすべてのツールあるいは他のモジュールのツールと依存関係がないすべてのツールも削

除するには、[Remove unreferenced dependencies (参照されていない依存関係の削除)] を選択します。

9. Show preview to continueをクリックします。

10. ページ下部に結果グリッドが現れて、アクション対象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。

エンドポイント設定を有効にしている場合、ツールがエンドポイントから削除されるには、エンドポイント設定でツールの

削除が承認されている必要があります。

Complyをアンインストールする

Comply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Complyの痕跡物をクリアして、サーバからComplyをアンインス

トールします。

エンドポイントからComplyのコンテンツを削除する

1. メインメニューで [Interact]をクリックします。

2. 削除するComplyのコンテンツとツールがあるエンドポイントを対象にしたQuestionを実行します。たとえば、Get Comply -

Tools Version from all machinesを実行すると、Complyツールがインストールされているすべてのエンドポイントが返さ

れます。

3. 削除するComplyのコンテンツとツールがあるエンドポイントを選択します。

4. [Deploy Action (アクションを展開)] をクリックします。

5. [Deploy Action (アクションの展開)]ページの [Enter package name here (ここにパッケージ名を入力)]フィールドにComply
- Removeと入力します。
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6. 適宜、Comply - Remove Client Files - WindowsかComply - Remove Client Files - Unixのいずれかを選択します。詳細は、以

下を参照してください。Tanium Platformユーザガイド：スケジュール済みアクションの管理を参照してください。

7. Complyのすべて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。特定のコンテンツやツールを削除する場合は、それらにチェックを入れます。

8. Show preview to continueをクリックします。

9. ページ下部に結果グリッドが現れて、アクション対象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。

Tanium Module ServerからComplyソリューションを削除する

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (設定)] > [Solutions (ソリューション)] に移動します。

2. [Comply] セクションで [Uninstall (アンインストール)]をクリックします。

3. 削除されるコンテンツを確認して、[Uninstall (アンインストール)]をクリックします。

4. ご使用の設定に従って、パスワードを入力するか、[Yes (はい)]をクリックして、アンインストールプロセスを開始します。

5. [Solutions (ソリューション)] ページに戻り、Complyに [Import (インポート)] ボタンがあることを確認します。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html
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Taniumサポートに問い合わせる

Taniumサポートに問い合わせるには、https://support.tanium.comにサインインします。

https://support.tanium.com/
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関連情報：サポートされているエンジンとJRE
Complyは次のエンジンをサポートしています。

サポートされているエンジンとJREは、内部検証後に公開されています。定期的な更新が推奨されます。

CIS-CAT

バージョン ファイル名

3.0.78 ciscat-full-bundle-2021-12-20-v3.0.78.zip

Tanium Scan Engine
Comply 2.3以降には、以下が含まれています。Tanium Scan Engine (JovalCMで動くスキャンエンジン).

SCC

バージョン ファイル名

5.1

scc-5.1_Windows_bundle.zip

scc-5.1_ubuntu16_amd64_bundle.zip

scc-5.1_macosx10_x86_64_bundle.zip

scc-5.1_rhel6_i686_bundle.zip

scc-5.1_rhel6_x86_64_bundle.zip

scc-5.1_rhel7_x86_64_bundle.zip

5.1 (埋め込み*)

scc-5.1_Windows_bundle.zip

scc-5.1_ubuntu16_amd64_bundle.tar.gz

scc-5.1_macosx10_x86_64_bundle.tar.gz

scc-5.1_rhel6_i686_bundle.tar.gz

scc-5.1_rhel6_x86_64_bundle.tar.gz

scc-5.1_rhel7_x86_64_bundle.tar.gz
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バージョン ファイル名

5.2.1

scc-5.2.1_Windows_bundle.zip

scc-5.2.1_ubuntu16_amd64_bundle.zip

scc-5.2.1_macosx10_x86_64_bundle.zip

scc-5.2.1_rhel6_i686_bundle.zip

scc-5.2.1_rhel6_x86_64_bundle.zip

scc-5.2.1_rhel7_x86_64_bundle.zip

5.2.1 (embedded*)

scc-5.2.1_Windows_bundle.zip

scc-5.2.1_ubuntu16_amd64_bundle.tar.gz

scc-5.2.1_macosx10_x86_64_bundle.tar.gz

scc-5.2.1_rhel6_i686_bundle.tar.gz

scc-5.2.1_rhel6_x86_64_bundle.tar.gz

scc-5.2.1_rhel7_x86_64_bundle.tar.gz

5.3.1 scc-5.3.1_Windows_bundle.zip

scc-5.3.1_ubuntu16_amd64_bundle.zip

scc-5.3.1_macosx10_x86_64_bundle.zip

scc-5.3.1_rhel6_i686_bundle.zip

scc-5.3.1_rhel6_x86_64_bundle.zip

scc-5.3.1_rhel7_x86_64_bundle.zip

5.3.1 (埋め込み済み*) scc-5.3.1_Windows_bundle.zip

scc-5.3.1_ubuntu16_amd64_bundle.tar.gz

scc-5.3.1_macosx10_x86_64_bundle.tar.gz

scc-5.3.1_rhel6_i686_bundle.tar.gz

scc-5.3.1_rhel6_x86_64_bundle.tar.gz

scc-5.3.1_rhel7_x86_64_bundle.tar.gz
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バージョン ファイル名

5.4 scc-5.4_Windows_bundle.zip

scc-5.4_ubuntu16_amd64_bundle.zip

scc-5.4_macosx10_x86_64_bundle.zip

scc-5.4_rhel6_i686_bundle.zip

scc-5.4_rhel6_x86_64_bundle.zip

scc-5.4_rhel7_x86_64_bundle.zip

5.4 (埋め込み型*) scc-5.4_Windows_bundle.zip

scc-5.4_ubuntu16_amd64_bundle.tar.gz

scc-5.4_macosx10_x86_64_bundle.tar.gz

scc-5.4_rhel6_i686_bundle.tar.gz

scc-5.4_rhel6_x86_64_bundle.tar.gz

scc-5.4_rhel7_x86_64_bundle.tar.gz

*埋め込みファイルは、SCC zip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。

Joval
Tanium Scan Engine (TSE)は、ECFを使用してライセンスファイルと共にパッケージ化・配布されます。バージョン6.3.5以降、エンジンは

JovalCM (TaniumがOEM製作をしているエンジンのベンダ)で動作し、ライセンスファイルの形式が変更されています。このため、新しいラ

イセンスはエンジンの古いバージョンと下位互換性がありません。Joval/TSEエンジンのどのバージョンも、そのリリース日から少なくとも1

年間はサポートされます。

次の表にバージョンとサポート情報を示します。

バージョン リリース サポートのEOL

6.4.1.1 2021年12月1日 日付不明

6.4.0 2021年6月30日 日付不明

6.3.9 2021年5月4日 2022年6月30日

6.3.8 2021年4月13日 2021年5月4日

6.3.7 2021年3月19日 2022年4月13日
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バージョン リリース サポートのEOL

6.3.6 2021年2月5日 2022年3月19日

6.3.5 2020年12月11日 2022年2月5日

6.3.4 2020年11月6日 2021年12月11日

6.3.3 2020年10月30日 2021年11月6日

6.3.2 2020年11月25日 2021年10月30日

6.3.1 2020年9月11日 2021年9月25日

6.3.0 2020年8月14日 2021年9月11日

6.2.2 2020年8月7日 2021年8月14日

6.2.1 2020年6月2日 2021年8月7日

バージョン6.3.5より古いTanium Scan Engine (TSE)を使用している場合は、最新バージョンにアップグレードすることをお勧めします。この

アップグレードは、[Comply] > [Setup (セットアップ)] > [Configuration (設定)] ウィンドウから行うことも、エアギャップ環境用にComplyを

設定する(55ページ)に記載しているエアギャップ用手順を使って行うこともできます。

JRE (Java Runtim Environment)

オペレーティングシステム オペレーティングシステムの

バージョン

サポートされているJREディストリビューションとバージョン Complyを

使用した展

開可不可

Microsoft Windows Server Microsoft Windows Server

2008 R2

Oracle提供のJavaバージョン8ディストリビューション はい

Microsoft Windows Server

2012および2012 R2

l Complyで提供されているJRE

l OracleまたはAmazon提供のJavaバージョン8のディストリビューション

はい

Microsoft Windows Server

2016以降

l Complyで提供されているJRE

l OracleまたはAmazon提供のJavaバージョン8のディストリビューション

はい

Microsoft Windows

Workstation

Microsoft Windows 7以降 l Complyで提供されているJRE

l OracleまたはAmazon提供のJavaバージョン8のディストリビューション

はい

macOS OS X 10.11 El Capitan以降 l Complyで提供されているJRE

l OracleまたはAmazon提供のJavaバージョン8のディストリビューション

はい
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オペレーティングシステム オペレーティングシステムの

バージョン

サポートされているJREディストリビューションとバージョン Complyを

使用した展

開可不可

Linux Amazon Linux 1 AMI

(2016.09, 2018.03)

l Complyで提供されているJRE

l Amazon提供のJavaバージョン8ディストリビューション

はい

Amazon Linux 2 LTS l Complyで提供されているJRE

l Amazon提供のJavaバージョン8ディストリビューション

はい

Oracle Linux 5.x以降 Oracle提供のJavaバージョン8ディストリビューション はい3

Debian 8.x以降 l Complyで提供されているJRE

l OracleまたはAmazon提供のJavaバージョン8のディストリビューション

はい

Red Hat Enterprise Linux

(RHEL) 5.x

Oracle提供のJavaバージョン8ディストリビューション はい6

Red Hat Enterprise Linux

(RHEL) 6.x以降

l Complyで提供されているJRE

l OracleまたはAmazon提供のJavaバージョン8のディストリビューション

はい

CentOS 6.x 以降 l Complyで提供されているJRE

l OracleまたはAmazon提供のJavaバージョン8のディストリビューション

はい

SUSE Linux Enterprise

Server (SLES) 12.x以降

l Complyで提供されているJRE

l OracleまたはAmazon提供のJavaバージョン8のディストリビューション

はい

openSUSE 12.x以降 l Complyで提供されているJRE

l OracleまたはAmazon提供のJavaバージョン8のディストリビューション

はい

Ubuntu 14.x以降 l Complyで提供されているJRE

l OracleまたはAmazon提供のJavaバージョン8のディストリビューション

はい

AIX1 IBM AIX 7.1 TL1SP10以降 2 IBM JRE 8 はい3

OpenJDK JREのバージョン8とHotSpot JVM はい4

IBM AIX 7.2 IBM JREバージョン8 はい3

OpenJDK JREのバージョン8とHotSpot JVM はい4
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オペレーティングシステム オペレーティングシステムの

バージョン

サポートされているJREディストリビューションとバージョン Complyを

使用した展

開可不可

Solaris5 Oracle Solaris 10 SPARC Oracle JRE 8 はい6

Oracle Solaris 10 x862 Oracle JRE 8 はい6

Oracle Solaris 11 SPARC Oracle JRE 8 はい6

Oracle Solaris 11 x862 Oracle JRE 8 はい6

1通常、AIXエンドポイントにはIBM JREがすでにインストールされています。サポートされているバージョンは、Complyスキャンで使用できます。

264ビットのみ。

3Complyを利用した展開は、64ビット IBM JRE 8 にのみ対応しています。このJREをComplyで展開するには、再パッケージする必要があります。詳細

は、「AIXエンドポイントへの展開用にIBM JREを再パッケージする」を参照してください。

4Complyを利用した展開は、バージョン8にのみ対応しています。特定のOpenJDK JREリリースについては、OpenJDKリリースサイトでサポートされて

いるサービスパックレベルかどうかを確認してください。AdoptOpenJDK: 最新リリース。

5通常、SolarisエンドポイントにはOracle JREがすでにインストールされています。サポートされているバージョンは、Complyスキャンで使用できます。

6Complyを利用した展開は、バージョン8にのみ対応しています。

Amazon Coretto JRE (Java Runtime Environment)のバージョン11.xはサポートされているWindowsエンドポイント用で

す。

https://adoptopenjdk.net/releases.html
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関連情報：リモート認証ベースのスキャンのセキュ

リティ上のベストプラクティス

リモート認証ベースのスキャン(RAS)はローカルスキャンよりもリスクが大きいため、ITおよびセキュリティ組織は、RASを実行している間、必

要なレベルの可視性と制御手段を維持する必要があります。

現在のところ、ネットワークで非管理対象エンドポイントが新たに検出された場合、そのエンドポイントが正当か、ある

いは攻撃者のものかをプログラムで判断する手段はありません。攻撃者が制御するエンドポイントに対して認証ベース

のスキャンを試みるツールがあると、攻撃者は他のエンドポイントで有効な資格情報を学習し、その資格情報を利用

してネットワークに基づく位置からピボットしてスキャン対象のエンドポイントへのアクセス権を不正に取得する可能性が

あります。IT/セキュリティ製品の資格情報のスプレーについては、https: //www.atredis.com/blog/2020/1/26/flamingo-

captures-credentialsを参照してください。

TaniumはComply内にいくつかの軽減対策を実装することで、この機能を利用しながら、お客様が晒されるリスクを制限できるようにし

ています。次のセクションでは、リモート認証ベースのスキャンを使用する際のセキュリティ上のベストプラクティスと、RASでリスクを最高に

低減する方法を説明しています。

1. 第一に、Taniumでは、リモートスキャンよりもローカルスキャンを優先することを推奨します。Tanium Clientでエンドポイントを管理

できる場合は、エンドポイントにTanium Clientをインストールしてください。それが最優先すべき最も安全な方法です。

2. RASアセスメント用の資格情報の準備では、できる限りパスワードではなくSSHキーを選ぶことを推奨します。悪意のある攻撃者

が公開キーを盗むことに伴うリスクは、パスワードを盗まれるのと比較してわずかです。現在のところ、SSH認証はWindows以外の

エンドポイントにのみ使用できます。

3. リモート認証ベースのスキャンに使用されるパスワードは定期的に循環させる必要があります。また、水平ピボットの範囲が制限

されるよう、RASの対象ではないエンドポイントに対してパスワード形式の資格情報を再利用しないでください。

4. 個々のエンドポイントに対する多数の認証を試みることは避けてください(キッチンシンクアプローチ)。ネットワークに悪意のあるエ

ンドポイントが1つあり、100件のパスワード資格情報があるアセスメントがある場合、スキャンでは、その悪意のあるエンドポイント

に対してそのすべての資格情報が試みられて、100個ある資格情報のすべてが侵害される可能性があります。このアプローチは、

パフォーマンスにも影響する可能性があります。そうではなく、アセスメントの準備では、スキャンごとに絞り込んだ少数の資格情

報が使用されるよう論理的に意味のある方法を検討してください。たとえば、1つのアセスメントでルータをグループ化し、そのグ

ループ用に1つの資格情報リストを設定して、他のアセスメントにはそのリストを利用しないようにします。

5. 可能な限り、Include newly discovered endpoints on recurring scans (繰り返しスキャンで新しく検出されたエンドポイントを

取り込む)オプションは利用しないでください。デフォルトでは、スキャンが繰り返される場合、Complyは最初のスキャンで到達可

能だったエンドポイントのみをスキャンします。新しくオンラインになったエンドポイントは、新しいエンドポイントを自動的に取り込む

ようにアセスメントの対象設定を変更するか、そのオプションを選択していない限り、スキャンされません。このことは、攻撃者が不

正なネットワークアクセス権を得ていたとしても、Taniumユーザが指示していない限り、攻撃者が制御するエンドポイントに

Complyのスキャンで資格情報が自動的に送信されることはないことを意味します。このオプションには、新しいエンドポイントがオ

ンラインになった場合に設定を変更する必要がないという利点がありますが、攻撃者のエンドポイントに対して認証が行われて、

資格情報を侵害されることことになるため、重大なリスクを伴います。

https://www.atredis.com/blog/2020/1/26/flamingo-captures-credentials
https://www.atredis.com/blog/2020/1/26/flamingo-captures-credentials
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関連情報 : AIXエンドポイントへの展開用にIBM
JREを再パッケージする

準備

通常、AIXエンドポイントにはIBM JREが事前にインストールされており、Complyスキャンで使用することができます。

Complyを利用すると、OpenJDK JREバージョン8のサポートされているバージョンを、AIX 7.1 TL1SP10以降またはAIX 7.2を実行しているエ

ンドポイントに展開できます。特定のOpenJDK JREリリースについては、OpenJDKリリースサイトでサポートされているサービスパックレベ

ルかどうかを確認してください。AdoptOpenJDK: 最新リリース。

OpenJDK JREバージョン8はAIX 6.1に対応していません。このため、AIX 6.1エンドポイントではIBM JREを使用する必要があります。

必要に応じて、Complyを使ってIBM Java SEバージョン8 (64ビット )をAIXエンドポイントに展開することはできますが、そうするためには、

Complyが対応している形式に再パッケージする必要があります。

JREパッケージを再作成する

AIXマシンで、次の手順を実行する必要があります。

1. IBM Java SE Version 8 (64ビット )をダウンロードします IBM: Developer Kits for Java Standard Edition on AIX。

2. AIXマシンのコマンドラインから次の手順を実行します。

a. ダウンロードしたJREファイルを、ファイルを抽出先のディレクトリに移動します。

b. ファイルの移動先ディレクトリにディレクトリを変更します。

c. 以下のコマンドを実行します。コマンドでは次の変数を使用します。

l <downloaded file name>: IBMのWeb サイトからダウンロードしたファイル。例 : Java8_

64.jre.8.0.0.610.tar.gz。

l <extracted file name>: 抽出されたファイル。例 Java8_64.jre 。

l <extracted file path>: ファイルの抽出先のディレクトリ。例 : Java8_64。

l <file name for resulting file>: 生成されるファイルに指定する名前。この名前には、JREのバージョンを

正確に反映させる必要があります。例 : Java8_64.jre.8.0.0.605.tar.gz。

gzip -dc <downloaded file name> | tar -xof -
restore -<extracted file name>qxvdf。
cp -R usr/lpp/<extracted file name>/inst_root/etc/<extracted file

path>/jre/lib/* usr/<extracted file path>/jre/lib/
cd usr/<extracted file path>/

https://adoptopenjdk.net/releases.html
https://developer.ibm.com/javasdk/support/aix-download-service/
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tar -cvf /tmp/<file name for resulting file>.tar jre
cd /tmp
//元のファイルを/tmpにダウンロードした場合は、2 つのファイルが同じ名前になるため、

//次のコマンドを使用して元のファイルを削除して、新しい.tarファイルが作成されるようにする必要が

あります。

// /tmp 以外の場所にファイルをダウンロードした場合は、最後のコマンドにスキップします。

rm -rf <downloaded file name>
gzip <file name for resulting file>.tar

以下は、実際のファイル名とパスを指定したコマンドの例です。

ファイルには、JREバージョンが正確に反映した名前を付ける必要があります。例 : Java8_

64.jre.8.0.0.605.tar.gz。ほとんどの場合、ファイル名は、ダウンロードした元のJREのファイル名と

一致します。

例
以下は、Complyを使って展開できるファイルを生成するコマンドの例です。

この例では、次の入力を使用します。

l ダウンロードしたJREのバージョンは8.0.0.605です。

l ダウンロードしたJREのファイル名は、Java8_64.jre.8.0.0.605.tar.gzになります。

l ファイル抽出要のディレクトリは/tmp/jre_extractです

l 結果として生成されるJREファイルは、Java8_64.jre.8.0.0.605.tar.gz(ダウンロードした元のJREファイルと同じ)です。

cd /tmp/jre_extract
gzip -dc Java8_64.jre.8.0.0.605.tar.gz | tar -xof -
restore -qxvdf Java8_64.jre
cp -R usr/lpp/Java8_64.jre/inst_root/etc/java8_64/jre/lib/* usr/java8_

64/jre/lib/
cd usr/java8_64/
tar -cvf /tmp/Java8_64.jre.8.0.0.605.tar jre
cd /tmp
gzip Java8_64.jre.8.0.0.605.tar

これらのコマンドによって、Complyを使ってAIXエンドポイントに展開できるファイルJava8_64.jre.8.0.0.605.tar.gzが生成されま

す。
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