
Tanium™ Discoverユーザガイド

バージョン 4.5.144

2022年07月26日



© 2022 Tanium Inc. All Rights Reserved 2ページ

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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Discoverの概要

Discoverにより、インターフェイスのインベントリを検索および管理することができます。エンドポイントにTanium™ Clientをインストールする

ことで、ローカルサブネットやその他定義済みのネットワークセグメントをアクティブにスキャンおよびモニタして、非管理インターフェイスを

検出することができます。

インターフェイスは一意のMACアドレスです。複数のネットワークインターフェイスコントローラ(NIC)を持つエンドポイントは、Discoverでは

複数のインターフェイスとして表示されます。

管理対象インターフェイスは、Tanium Clientが実行されていて、Taniumによって管理されているエンドポイントにあるインターフェイスで

す。非管理インターフェイスはネットワーク上にありますが、Tanium Clientは実行されていないインターフェイスです。

Discoverによって、ネットワーク上の非管理対象インターフェイスに関する情報をリアルタイムに入手することができます。

スキャンの種類

スキャンの種類では、Discoverスキャンを実行するエンドポイントを定義することができます。非管理インターフェイスの全容を把握した

い場合は、分散型スキャンとサテライト型スキャン、一元型スキャンを組み合わせてください。

分散型スキャン

分散型スキャンでは、管理対象エンドポイントを使用して、設定可能な間隔で非管理インターフェイスをスキャン検索したり、検出した

りすることができます。検出データを定期的に更新するため、Discoverはエンドポイントに対してクエリを実行します。これにより、新しい

情報をすぐに利用できます。検出プロセスは、ネットワーク操作に影響を与えずに連続スキャンを実行します。
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サテライト型スキャン

サテライト型スキャンでは、サテライトエンドポイントを利用して、メインネットワークへのブリッジ接続しかなサブネットなど、Tanium

Module Serverから直接到達できない非管理対象インターフェイスをスキャンまたは検出することができます。

サテライトとは、対象に設定されていて安全ないくつかのワークロードをModule Serverに代わって実行するように指定したTanium Client

のことです。ワークロードの実行時、サーバは暗号化された機密データ(認証情報など)をサテライトに送信しなければならないことがあり

ます。このため、スプーフィング攻撃を防ぐには、サテライトに指定するすべてのエンドポイントの妥当性を確認する必要があります。この

ような機密データは、リニアチェーンを使用して送信されることはなく、サテライトのディスクに保存されることもありません。

サテライトの管理についての詳細は、次を参照してください。Tanium Direct Connectユーザガイド：サテライトの管理。

https://docs.tanium.com//direct_connect/direct_connect/managing_satellites.html
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一元型スキャン

一元型スキャンでは、Tanium Module Serverを使用して、クラウドホスト環境や、対象に設定されいるがTanium Clientが存在しない

対象サブネットなど、ローカルネットワークの向こう側の非管理対象インターフェイスを検出することができます。
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非管理インターフェイスの検出用のプロファイル

プロファイルを作成することで、ネットワークにはあるが、Taniumの管理下にはないインターフェイスを検出することができます。各プロファ

イルは、一連のネットワークの包含と除外、検出方法、スケジュール情報で構成します。複数のプロファイルを設定することで、異なる

タイプのスキャンをカバーしたり、1つのネットワークの異なる部分をスキャンしたりすることができます。詳細は、分散型スキャンの実行(65

ページ)、サテライト型スキャンの実行(76ページ)、および一元型スキャンの実行(82ページ)を参照してください。

インストール時に [Automatic configuration with default settings (デフォルト設定を使用して自動構成)] オプションが選択された場

合、デフォルトでは、レベル2のping分散プロファイルが作成されます。このプロファイルを使用または編集することも、新しいプロファイル

を作成することもできます。このプロファイルについての詳細は、「レベル2 (ping)(66ページ)」を参照してください。

検出方法と影響

プロファイルを設定する前に、各種検出方法の影響を把握しておく必要があります。パッシブ検出方法では、エンドポイントの既存の

情報を使用してインターフェイスが検出されるため、ネットワークアクティビティは起きません。アクティブ検出方法では、ネットワークのス

キャンが行われます。

分散型検出には4通りのレベルがあります。サテライト型および一元型Nmapスキャンは、レベル4の分散型スキャンと同等です。検出の

レベルが低いほどパッシブさが増して、ネットワークへの影響は少なくなりますが、提供される情報は限られたものになります。レベルが高

いと、ネットワークに対するアクティブスキャンが実行されますが、ホスト名やオペレーティングシステムなど、提供される非管理インター

フェイスの情報は多くなります。
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検出方式 検出 IPあたりのバイト数 (DNSルック

アップ無効 )

検出 IPあたりのバイト数 (DNSルック

アップ有効 )

分散レベル1 (ARPキャッシュとインターフェイス接続 ) 0 512バイト

分散レベル2 (ping) 74バイト 586バイト

分散レベル3 (Nmapスキャンによるホスト検出 ) 56バイト 586バイト

レベル4 (Nmapスキャンによるホスト検出とOSフィンガープリント、デ

フォルトは1000ポート )

N/A 122000バイト

中央スキャンによるNmap N/A 244000バイト

一元型Amazon EC2環境 N/A N/A

サテライト N/A 244000バイト

すべての値は概算値であり、標準的なネットワーク機器に基づいています。実際の値は、ネットワーク構成によって大きく異なる場合があります。

検出方法とネットワークに対する影響

プロファイルの構成

各プロファイルの対象範囲は、さまざまなネットワーク包含と除外、スケジュールによって決まります。アクティブ検出では、1日に数回、特

定のサブネットに対して検出が実行されるように範囲設定することができます。パッシブ検出はネットワークへの影響が小さいため、1時

間おきにネットワークのより広範な部分がスキャンされるよう範囲設定することができます。

全体として、最高のデータは、サテライト型、一元型Nmap、または分散レベル4 (Nmapスキャンによるホスト検出とOS

フィンガープリント )プロファイルによって提供されます。これらの種類のプロファイルでは、開放されているポートを含む

データが提供され、OSプラットフォームとOSの世代の特定が試みられます。お客様の環境でNmapが使用できない場

合は、レベル2 (ping)スキャンによって一部のOSプラットフォーム情報が生成されます。

レベル3およびレベル1スキャンでは、提供される情報は最小になります。レベル3はポートプローブのないクイックスキャン

ですが、アクティブなARPプローブを使用してすべてのIPアドレスが検出されます。レベル1スキャンはパッシブであり、接

続またはARPキャッシュを調べることで、ネットワークプローブなしでエンドポイントで明らかな情報を割り出します。

一元型Amazon EC2環境のプロファイルでは、AWS EC2インスタンス用のデータのみを提供します。

各種プロファイルで提供されるデータについての詳細は、以下を参照してください。関連情報：プロファイルの種類に

よって異なる返されるデータ(116ページ)。

インターフェイスの管理

ロケーションまたはラベルを適用してインターフェイスを編成します。インターフェイスに関する経時統計を表示することができます。
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ロケーション

地理的、物理的、または論理的なロケーションにインターフェイスを割り当てます。ネットワークアドレス、NAT(ネットワークアドレス変換)

アドレス、およびロケーションの階層を定義します。アドレスは、個別 IP、IP範囲、またはCIDR (classless inter-domain routing)アドレス

で構成できます。ロケーションの階層は、国、州、都市あるいはサイト、建物、階など、大きなロケーションから小さなロケーションの順序

です。階層が定義されると、検出スキャンのインポートプロセスでロケーションとインターフェイスが関連付けられます。詳細は、「ロケー

ション(91ページ)」を参照してください。

ラベル

ラベルには、インターフェイスの識別とグループ化に使用できる詳細な情報やメタデータが含まれています。対応付けられたインターフェ

イスは、ラベルに基づいて分類したり検索したりできます。また、ラベルを自動的に適用したり、特別に定義された条件セットに基づいて

インターフェイスを無視することもできます。ラベル利用の第一歩は、一般的に定義されているラベルのギャラリを使用することです。ラベ

ルについての詳細は、「ラベル(94ページ)」を参照してください。

通知

Discoverは次の種類のイベントを記録します。

l 非管理インターフェイスの検出

l 新しい管理対象エンドポイントの検出

l インターフェイスの消失

Tanium™ Connectに接続があると、Discoverはセキュリティ情報およびイベント管理(SIEM)システム、メール、ファイルなどの接続先にイ

ベントを送信することができます。たとえば、オペレーションチームに対するアラートとしてFound an unmanaged interface (非管理イン

ターフェイス検出)イベントを使用して、非管理インターフェイスにTaniumがインストールされるようにすることができます。

Discover通知接続の設定についての詳細は、「イベント通知用の接続を作成する(103ページ)」を参照してください。

他のTanium製品との統合

Trends

DiscoverはDiscover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。

DISCOVER - INTERFACES (インターフェイス)

Discoverが環境で検出したインターフェイスに関する情報を表示します。[Discover - Interfaces (インターフェイス)] ボードには、次のパ

ネルがあります。

l インターフェイスのカバー率

l 管理までの平均時間

l 消失インターフェイス

l すべてのインターフェイス
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l 管理対象インターフェイス

l 非管理インターフェイス

l 管理不能インターフェイス

DISCOVER - LABELS (ラベル)

インターフェイスに適用されているラベルに関する情報を表示します。[Discover - Labels (ラベルフェイス)] ボードには、次のパネルがあり

ます。

l Discoverラベル数 - 最新

l Disoverラベル数の経時変化

DISCOVER - MODULE HEALTH (モジュール健全性)

Module Server上のDiscoverサービスのリソース使用状況に関する情報を表示します。[Discover - Module Health (モジュール健全

性)] ボードには、次のパネルがあります。

l Discoverモジュールの平均CPU使用率

l Discoverモジュールの平均ヒープメモリ使用量

Discoverにより提供されているトレンドボードのインポート方法の詳細については、Tanium Trendsユーザガイド：初期ギャラリーをイン

ポートする。

https://docs.tanium.com/trends/trends/importing_gallery.html
https://docs.tanium.com/trends/trends/importing_gallery.html
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Discoverでの成功

以下のベストプラクティスに従うことで、Tanium Discoverの価値を最大化し、成功を収めることができます。これらの手順は、管理対象

エンドポイントの割合の増加とエンドポイントをTaniumの管理対象に要する時間の短縮などの主要ベンチマーク指標に沿っています。

手順1：組織的効果を達成する

Discover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。

☐ 展開計画を策定します。

☐ 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 Discoverをインストールします。Discoverのインストール(56ページ)を参照してください。

☐ サービスアカウントを設定します。「Discoverのインストール(56ページ)」を参照してください。

☐ デフォルトのアクショングループのコンピュータを設定します。「Discoverのインストール(56ページ)」を参照してください。

☐ 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 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 Direct Connectをインストールする。詳細は、Tanium Direct Connectユーザガイド：Direct Connectの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/trends/trends/installing.html
https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/installing.html
https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/installing.html
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☐ Tanium Endpoint Configurationを提供するTanium Client Managementをインストールします。Tanium Client Management

ユーザガイド：Client Managementのインストール。

Discoverのインポートで [Tanium Recommended Installation (Tanium推奨のインストール)] ワークフローを使用する

と、以下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 Commputers (全コンピュータ)] 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 Discoverサービスアカウントには、Discoverモジュールのインポートに使用されたアカウントが設定

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(59ペー

ジ)」を参照してください。

レベル2のping分散型プロファ

イル

このプロファイルが作成されて、すべてのTanium Clientに展開されます。このプロファイルについて

の詳細は、「レベル2 (ping)(66ページ)」を参照してください。

手順3：ラベルの定義

☐ Discoverのラベルギャラリーからスタートします。新規展開またはPOC用ラベルのコレクションをインポートします。このコレクションに

は、製造元名に基づく一般的な非管理デバイス用のラベルと、30日間出現しなかったインターフェイスをパージするラベルが含まれ

ています。

☐ これらのサンプルラベルに加えて、実際の環境に合わせてラベルをカスタマイズできます。非管理インターフェイスをTanium Client

のインストール対象にするラベルを定義します。

「ラベル(94ページ)」を参照してください。

手順4：分散型Discoverスキャンの実行

サブネット内のいくつかのエンドポイントにTanium Clientがすでにインストールされている場合は、分散型スキャンを使用できます。管理

対象エンドポイントで分散型スキャンを実行すると、対象ネットワークにある非管理インターフェイスを特定することができます。

☐ 初期展開計画を策定する(22ページ)に基づいて、Discoverプロファイルを作成します。

https://docs.tanium.com/client/client/installing_client_management.html
https://docs.tanium.com/client/client/installing_client_management.html
https://content.tanium.com/files/discoverlabels/latest/
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☐ サブネット単位のデプロイポリシーを使用する場合は、サブネットをテストし、必要なサブネットのすべてがカバーされるまでプロファ

イルにサブネットを追加します。

「分散型スキャンの実行(65ページ)」を参照してください。

手順5：サテライト型スキャンの実行

サテライト型スキャンは、分散型スキャンを使用してスキャンできないサブネット上の非管理対象デバイスをスキャンできるサテライトに

設定されたエンドポイントから実行されます。サテライトはTanium Direct Connectで設定および確認されます。

サテライトの管理についての詳細は、次を参照してください。Tanium Direct Connectユーザガイド：サテライトの管理。

☐ 初期展開計画を策定する(22ページ)に基づいて、Discoverのサテライト型プロファイルを作成する。

☐ サブネット単位のデプロイポリシーを使用する場合は、サブネットをテストし、必要なサブネットのすべてがカバーされるまでプロファ

イルにサブネットを追加します。

サテライト型スキャンの実行(76ページ)を参照してください。

手順6：一元型Discoverスキャンの実行

一元型スキャンはTanium Module Serverから実行され、Amazon Web Services( AWS) や非管理サブネットなどの管理対象エンドポイ

ントが利用できない環境をスキャンすることができます。

☐ AWS環境にスキャンするEC2インスタンスがある場合は、一元型Amazon Web Services EC2クラウドAPIスキャンを作成することがで

きます。このスキャンでは、AWSのAPIを使用して EC2インスタンスに関する情報が取得されます。

☐ Tanium Clientがないサブネットがある場合は、対象サブネットに対して集中Nmapスキャンを実行します。

「一元型スキャンの実行(82ページ)」を参照してください。

手順7：ロケーションの割り当て

Discoverのスキャンを実行する前にネットワークに関する情報を入力しておくと、返されるデータが充実します。スキャンの実行後に、

元々は不明なネットワークが発見される場合があります。ロケーションの情報を更新することで、以降のスキャンでロケーション情報を充

実させることができます。

☐ 組織に存在するネットワーク上のすべてのロケーションの情報元を決定する。通常、ネットワークチームはIPアドレス管理(IPAM)

データベースにこの情報を保持します。

☐ DiscoverにインポートするCSVファイルを作成する。この階層は、インターフェイスがある地域の特定に役立ちます。

https://docs.tanium.com//direct_connect/direct_connect/managing_satellites.html
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「ロケーション(91ページ)」を参照してください。

手順8：Tanium Clientのデプロイ

☐ Discoverラベルを使用して、非管理インターフェイスでインストール済みTanium Clientを対象にする。Tanium Client

Managementユーザガイド：展開を設定する

手順9：Discover指標のモニタ

☐ Trendsメニューで [Boards (ボード )] をクリックし、[IT Operations Metrics (IT運用指標)] をクリックして、[Discover] セクションに

[Interfaces Managed (インターフェイスの管理対象化)] パネルと [Mean Time to Managed (平均管理対象化時間)] パネルを表示

します。

☐ 要件に基づいてTrendsボードをカスタマイズします。たとえば、Discoverの条件に基づいて、ニューヨーク市にある非管理デバイス

のパネルを作成し、その経時変化を観察することができます。

☐ エンドポイントのカバー率をモニタおよびトラブルシューティングする(110ページ)。

☐ 管理までの平均時間をモニタおよびトラブルシューティングする(111ページ)。

https://docs.tanium.com/client/client/deployment_client_management.html#configure_deployment
https://docs.tanium.com/client/client/deployment_client_management.html#configure_deployment
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組織効果の達成

Discoverが提供する価値を最大化するの4つの主な組織ガバナンス手順は次のとおりです。

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)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(22ページ)」を参照してください。

l 展開計画を策定します。「展開計画を策定する(22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(23ページ)」を参照してください。

変更管理

Taniumが提供する新機能を踏まえて、組織に合ったIT資産検出専用の変更管理プロセスを策定します。

l 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Tanium Discoverのアクティビティについて、SLAを更新し、アクティビティ

と主要リソースを連携することができます。

l さまざまなIT資産検出シナリオでの変更またはメンテナンス時期を指定する。ネットワークのARP、Ping、Nmapスキャンなどのス

キャンアクティビティには、計画の策定とテストが必要です。

l 必要なネットワーク制御など、IT資産検出プロセスに対する内部および外部依存関係を特定する。

l SLAに沿ったプロセスの審査と承認を滞りなく進められるよう検出アクティビティ用Tanium運営グループ(TSG)を創設する。

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。次の表は、Taniumから見た、非管理インターフェイスの検

出に向けた組織の職務別リソースの連携のあり方を示しています。ベースラインの一例としてご利用ください。

タスク ITセ

キュリ

ティ

IT運用 ITリス

ク/コン

プライ

アンス

経営陣 根拠

Discoverスキャンの種類の決定 C R/A - - スキャンアクティビ

ティの設定では、綿

密な計画策定、変

更管理、テストを通

じてネットワークへの

潜在的な影響を測

定します。
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タスク ITセ

キュリ

ティ

IT運用 ITリス

ク/コン

プライ

アンス

経営陣 根拠

非管理インターフェイスの分析 C R/A - - スキャンの実行後、

ネットワーク上のす

べてのインターフェイ

スは、管理対象

(Tanium Clientイン

ストール済み)か非

管理インターフェイス

のいずれかに分類さ

れて報告されます。

このリストは、ラベル

プロセスを検討して

開始する際の基準

になります。

管理可能インターフェイスの特定またはカスタムラベル/現行のラベル評価の作

成

C R/A - - Discoverのラベル

ギャラリには、イン

ポートして検出され

たインターフェイスに

適用可能な定義

済みラベルが含まれ

ています。カスタムラ

ベルを作成して、検

出されたインターフェ

イスに適用すること

もできます。

Client展開サービスラベルの適用 /管理不能インターフェイスの特定 C R/A - - Discoverラベルを使

用して、Tanium

Client Management

によるTanium Client

のインストール対象

を設定することがで

きます。ラベルは、

必要に応じて管理

者が自動で適用す

ることも、手動で適

用することもできま

す。
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タスク ITセ

キュリ

ティ

IT運用 ITリス

ク/コン

プライ

アンス

経営陣 根拠

レポートステータス C R/A C/I C/I Trendsボードを使用

してレポートを自動

化するか、SIEMや

CMDBなどの他の

ツールと統合しま

す。経営陣またはそ

の他の所有者と、ア

クションまたは改善

を必要とするレポー

トを共有します。

標準のDiscover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、非管理インターフェイスの検出を改善する意思決定にではなく、データ品質の調

査に時間と労力が費やされます。

展開計画を策定する

Discoverで発生するネットワークトラフィックは最小であるため、適切な関係者と協力して、環境でのDiscoverの使われ方を理解してお

くことが大切です。

l 検出方法のオプションを検討する。次を参照してください。分散型スキャンの実行(65ページ)、サテライト型スキャンの実行(76

ページ)、一元型スキャンの実行(82ページ)、関連情報：プロファイルの種類によって異なる返されるデータ(116ページ)」を参照

してください。

l ネットワークの例外と除外を定義する。スキャン対象から外す必要がある機密ポートと、除外するVPNネットワークを決定しま

す。多くの場合、VPNネットワークのリスト内容は、分離サブネットのリストと同じになります。

l 環境内のサブネットのリスト化する。展開計画を立て、サテライト型と一元型スキャンを設定するには、このリストが必要です。

このリストは、Discoverでのロケーションの定義にも必要です。

l ネットワーク展開計画を作成する。最も簡単なオプションは、プロファイルの作成時にAll Networksを選択し、すべてのネット

ワークを同時にスキャンする方法です。サブネット別にスキャンすることもできます。環境内のすべてのクライアントサブネットをリ

スト化し、サブネットごとに展開計画を作成する。
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l Amazon Web Services (AWS)の展開計画を作成する。Discover APIにクエリを発行するための資格情報をAWSで収集または作

成する。

l サテライト型と一元型Nmapスキャンの場合は、Tanium Clientがインストールされていないネットワークを特定する。

l スキャンのスケジュールとネットワークの許容度を決定する。

l サーバが特定のスキャン時期を必要とするかどうかを判定する。

運用指標

Discoverの達成度

IT資産検出プログラムを正しく運用するには、テクノロジの運用実現と主要ベンチマーク指標を使用した達成度の測定が必要です。

Tanium Discoverプログラムの運用達成度を測定し、指針とするための4つの主要プロセスは次のとおりです。

プロセス 説明

使用法 自組織でTanium Discoverの使用状況と使用のタイミング(Discoverが別のレガシーツールの補助として使用されてい

るかどうかなど)

自動化 エンドポイントに対するTanium Discoverの自動化状況

機能的統合 ITセキュリティ、IT運用、およびITリスク/コンプライアンスチーム間でのTanium Discoverの統合状況 (クライアント展開

の自動化、外部接続先へのデータ送信など)

レポート作成 Tanium Discoverの自動化状況とDiscoverレポートの提出先

ベンチマーク指標

Tanium Discoverプログラムの運用成熟度に沿って価値を最大化し成功を収めるための主要ベンチマーク指標は次のとおりです。

経営陣の指標 インターフェイスのカバー率 管理までの平均時間

説明 検出されたインターフェイスの合計数 (無視されたインター

フェイスは含まず)に対する、Taniumプラットフォームによる

管理対象になっているインターフェイスの割合。

エンドポイントが管理対象にされるか、インターフェイ

スを非管理または管理不能としてマークするまでの

平均日数または平均時間数。

インストルメンテーション 管理対象 /(非管理+管理対象 ) 管理対象クライアントの場合、エンドポイントが初め

て検出されてからから初めて管理されるまでの経過

時間を計算します。

この指標が重要な理由 デバイスがTaniumの管理対象でない場合、そのデバイ

スのセキュリティ保護および管理することはできません。

新しいデバイスを管理対象にするの時間がかかる

と、Taniumツールの有効性が制限されて、危険に

晒される可能性が高くなります。

次の表を使用して、自組織のTanium Discoverの成熟度を判定してみてください。
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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 Discover設定済

みで、初めて非

管理インターフェ

イスを可視化

Tanium Clientで

の非管理インター

フェイスのベースラ

イン表示

Discoverを使用し

て非管理インター

フェイスの監査と

Tanium Clientの

インストール先設

定

Discoverを使用し

て非管理インター

フェイスの監査と

アクション実行

Discoverを使用し

て非管理インター

フェイスの監査と

アクション実行

自動化 少なくとも1つのプ

ロファイルを設定

済み:

l レベル1パッシ

ブスキャ

ン：ARP

(Address

Resolution

Protocol)

l レベル2スキャ

ン：Ping

レベル3または4の

Nmapプロファイル

を定義してカスタ

マイズ設定する

基本ラベルを設

定、Discoverラベ

ルギャラリをイン

ポート

ネットワークに

ギャップがある場

合はサテライト型

または一元型

Nmapスキャンプロ

ファイルを用意す

る

担当チーム向け

に追跡および視

覚化するためのロ

ケーションのカスタ

ム設定

ネットワークとクラ

イアント環境の理

解に基づく、環境

内の未承認のデ

バイスおよびイン

ターフェイスを追

跡するためのカス

タムラベルの作

成、Tanium

Connectを使用し

たアラートワークフ

ローの作成

機能的統合 なし セキュリティアラー

トの誤発生を防

ぐ設定の確認、

Nmap構成の設

定のチューニング

Trendsボードのイ

ンポート、サブネッ

トのギャップスキャ

ン実施

非管理インター

フェイス、または以

前にラベルに基づ

く管理対象であっ

たインターフェイス

へのTanium

Clientのインストー

ルの自動化

チケットシステムに

リアルタイムのア

ラートを設定して

いる。データの相

互関連付けおよ

びインテリジェンス

のためのSIEMが

ある

レポート作成 手動 ; オペレータ

専用のDiscover

ワークベンチダッ

シュボード

手動 ; オペレータ

およびピアグルー

プ専用の

Discoverワークベ

ンチダッシュボード

自動 : 運用担当

とピアグループ専

用のTrendsボード

自動 : オペレータ

から経営陣まで

の関係者用にカ

スタマイズした

Trendsボード

自動 : オペレータ

から経営陣まで

の関係者用にカ

スタマイズした

Trendsボード

指標 Endpoints

Managed (エンドポ

イントのカバー率 )

0～49% 50～64% 65～84% 85～94% 95～100%

管理までの平均

時間

>30日超 8～30日 1～7日 1～24時間 0～3時間
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Discoverの要件

Discoverを使用するに当たっては、以下の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 Discoverを含むTaniumライセンス

l Tanium™ Core Platformサーバ：7.3.314.4250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Discoverで必要なコンピュー

タグループが自動的にインポートされます。All Computers (すべてのコンピュータ).

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

Discoverが機能するには、またはDiscover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。

Discover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(26

ページ)と機能別の依存関係(26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Discover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

Discover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

インポートするDiscoverのみを選択した場合は、依存関係を手動でインポート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

Discover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™ Client Management 1.7.194以降

l Tanium™ Endpoint Configuration 1.2以降(Tanium Client Management 1.5以降では、その一部としてインストールされる)

l Tanium™ Interact 2.8.102以降

l Tanium™ Trends 3.6以降

機能別の依存関係

Discoverの機能には依存関係をもつものがあり、必要とされる最小バージョンは以下に記載の通りです。

l サテライト型スキャンを実行するには、Tanium™Direct Connect 2.1以降が必要です

l Discoverデータをエクスポートするには、Tanium™ Connect 5.0以降が必要です

クライアント拡張機能

Tanium Endpoint Configurationは、エンドポイントにDiscover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

Discoverの機能を実行します。

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。

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 DEC CX - エンドポイントとModule Server間の直接接続がサポートされます。このクライアント拡張機能は、Tanium Direct

Connectによってインストールされます。これはDisconverの機能別依存関係です。

l Discover CX - 衛星ベースのNmap スキャンを実行します。このクライアント拡張機能は、Tanium Discoverによってインストール

されます。

l Extras CX - さまざまなクライアント拡張が使用する再利用可能な機能を含むヘルパーライブラリがサポートされます。このクライ

アント拡張機能は、Tanium Discoverによってインストールされます。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_specific_modules
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#solution_dependencies
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/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/direct_connect/direct_connect/requirements.html#solution_dependencies
https://docs.tanium.com/connect/connect/requirements.html#solution_dependencies
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Tanium™ Module Server
Discoverがインストールされ、Module Serverのホストコンピュータ上でサービスとして実行されます。Module Serverのホストコンピュータの

サイジングへの影響は最小限で、使用状況によって異なります。

詳細は、Tanium Core Platformインストールガイド：ホストシステムのサイジングに関するガイドライン。

エンドポイント

インターネットプロトコルのサポート

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。

サポートされているオペレーティングシステム

Tanium Clientのオペレーティングシステムのサポートについては、以下を参照してください。Tanium Client Managementユーザガイド：ク

ライアントのバージョンとホストシステムの要件。管理対象エンドポイントは、検出スキャンを実行します。

オペレーティ

ングシステ

ム

バージョン 注

Windows Windows 7 SP1以降およびWindows Server 2008 R2 SP1以降

エンドポイントが最新ではなく、Pythonコンテンツが実行されずに、nt._

add_dll_directoryに関するThe specified procedure could

not be foundというエラーが生成される場合は、このMicrosoft Security

Advisoryをご覧ください。

l Windows 7 SP1にはMicrosoft KB2758857が必要で

す。

l Windows Server 2008 R2 SP1にはMicrosoft

KB2758857が必要です。

macOS 10.11以降

Linux Tanium Clientのサポートと同じ

Solaris Tanium Clientのサポートと同じ
Solarisエンドポイントをサテライト指

定することはできません。

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/reference_host_system_sizing_guidelines.html#Tanium_Module_Server
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://support.microsoft.com/en-us/help/2533623/microsoft-security-advisory-insecure-library-loading-could-allow-remot
https://support.microsoft.com/en-us/help/2533623/microsoft-security-advisory-insecure-library-loading-could-allow-remot
https://www.microsoft.com/en-pk/download/details.aspx?id=35936
https://www.microsoft.com/en-pk/download/details.aspx?id=35973
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オペレーティ

ングシステ

ム

バージョン 注

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

てAIXエンドポイントにTanium Clientを展開します。

AIXエンドポイントをサテライト指定す

ることはできません。

レベル1 (ARPキャッシュ) レベル1 (インターフェイス

接続 )

レベル2 (Ping) レベル3/4 (Nmap)およびサテ

ライト

Windows 1

Linux

macOS

Solaris 3 2

AIX 2

1 Windows 2003 ServerおよびWindows XPに対するレベル3および4の検出では、レベル2検出が使用されます。

2 SolarisおよびAIXプラットフォームでのレベル3および4では、レベル2の検出が使用されます。これは、それらプラットフォームでNmapがサポートされな

いためです。

3 SolarisエンドポイントではOS検出が実行されません。

検出メソッドごとのサポートするプラットフォーム

ホストとネットワークセキュリティの要件

Discover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

Discoverの通信には、以下のポートとプロトコルが必要です。

https://docs.tanium.com/client/client/deployment.html#aix_client
https://docs.tanium.com/client/client/deployment.html#aix_client
https://docs.tanium.com/client/client/deployment.html#aix_client
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情報元 接続先 ポート Protocol 目的

Module Server Module

Server

17446 TCPとUDP Discover用の内部用途。外部からはアクセスできません

Module

Server

17447 TCPとUDP Discover用の内部用途。外部からはアクセスできません

スキャンの通信要件

Discoverの通信には、以下のポートおよびプロトコルが必要です。
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情報元 接続先 Scan Type

(スキャンタイ

プ)

ポート Protocol 目的

Tanium

Client

Tanium Clientと同じサブネットにIPアドレスを持

つデバイス

Use host

name

lookup to

resolve host

names (ホス

ト名の解決

にホスト名

ルックアップを

使用 )が選

択されたレベ

ル1またはレ

ベル2の分散

型スキャン

53

135

(Windows

のみ)

5455

(Windows

のみ)

DNS

NBTSTAT

LLMNR

ホスト名の解決にホスト名ルックアップ

を使用するように設定したレベル1また

はレベル2の分散型スキャンには、これ

らのポートの少なくとも1つのトラフィック

が必要です。

レベル2分散

型

なし ICMP レベル2の分散型スキャンには、

Tanium Clientサブネット上のすべての

管理対象エンドポイントから他のすべ

てのデバイスへのICMPエコー要求およ

びエコー応答トラフィックが必要です。

レベル3 なし ARP レベル3の分散型スキャンには、

Tanium Clientサブネット上の管理対

象エンドポイントからのARP要求トラ

フィックが必要です。

レベル4分散

型

最も一

般的な

1000個の

TCPポー

ト (デフォ

ルト設

定 )

ARP

TCP

レベル4の分散型スキャンには、

Tanium Clientサブネット上の管理対

象エンドポイントからのARP要求トラ

フィックが必要です。

また、デフォルトでは、Discoverは

Tanium Clientサブネット上で最も一

般的に使用される1000個のTCPポー

トをスキャンして [OS Generation (OS

の世代 )] フィールドを計算します。こ

の設定はスキャンプロファイルで変更

できます。詳細は、分散型スキャンの

実行 (65ページ)を参照してください。
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情報元 接続先 Scan Type

(スキャンタイ

プ)

ポート Protocol 目的

Module

Server

顧客定義のサブネット 中央スキャン

によるNmap

なし ICMP 一元型Nmapスキャンには、スキャン

で指定されたすべてのIPアドレスへの

ICMPトラフィックが必要です。

最も一

般的で

開放され

ている

1000個の

TCPポー

ト (デフォ

ルト設

定 )

TCP 一元型Nmapスキャンの場合、デフォ

ルトでは、DiscoverはTanium Clientサ

ブネット上で最も一般的に使用され

る1000個のTCPポートをスキャンして

[OS Generation (OSの世代 )] フィー

ルドを計算します。この設定はスキャ

ンプロファイルで変更できます。詳細

は、一元型スキャンの実行 (82ページ)

を参照してください。

ec2.*.amazonaws.com

sts.*.amazonaws.com

ssm.*.amazonaws.com

一元型

Amazon EC2

環境

443 TCP 一元型のAmazon EC2環境スキャン

には、AWSへのアクセス権が必要で

す。
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情報元 接続先 Scan Type

(スキャンタイ

プ)

ポート Protocol 目的

サテライト ローカルネットワーク サテライト なし ARP ローカルネットワークに対するサテライト

型スキャンには、Tanium Clientサブ

ネット上の管理対象エンドポイントか

らのARP要求トラフィックが必要です。

最も一

般的で

開放され

ている

1000個の

TCPポー

ト (デフォ

ルト設

定 )

TCP また、デフォルトでは、Discoverは

Tanium Clientサブネット上で最も一

般的に使用される1000個のTCPポー

トをスキャンして [OS Generation (OS

の世代 )] フィールドを計算します。こ

の設定はスキャンプロファイルで変更

できます。詳細は、サテライト型スキャ

ンの実行 (76ページ)を参照してくださ

い。

リモートサブネット サテライト なし ICMP リモートネットワークに対するサテライト

型スキャンには、スキャンに指定しす

べてのIPアドレスへのICMPトラフィック

が必要です。

最も一

般的で

開放され

ている

1000個の

TCPポー

ト (デフォ

ルト設

定 )

TCP デフォルトでは、DiscoverはTanium

Clientサブネット上で最も一般的に使

用される1000個のTCPポートをスキャ

ンして [OS Generation (OSの世代 )]

フィールドを計算します。この設定は

スキャンプロファイルで変更できます。

詳細は、サテライト型スキャンの実行

(76ページ)を参照してください。

アプリケーションIDベースのルールではなく、TCPベースのルールを使用してTaniumトラフィックのポートを開くようにファイ

アウォールポリシーを設定します。たとえば、Palo Alto Networksのファイアウォールであれば、アプリケーションオブジェク

トやアプリケーショングループではなく、サービスオブジェクトやサービスグループを使用してルールを設定します。

セキュリティの除外

未知のホストシステムプロセスを監視およびブロックするために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/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/security_exceptions.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/security_exceptions.html
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対象デバイ

ス

注 除外タイプ 除外

Module

Server

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

プロセス <Module Server>\plugins\content\discover-proxy\proxyplugin.exe

プロセス <Module Server>\services\twsm-v1\twsm.exe

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

service\TaniumEndpointConfigService.exe

Discoverのセキュリティ除外
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対象デバイ

ス

注 除外タイプ 除外

Windowsエ

ンドポイント

プロセス <Tanium Client>\TaniumCX.exe

Discoverのセキュリティ除外 (続き)
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対象デバイ

ス

注 除外タイプ 除外

プロセス <Tanium Client>\TaniumClientExtensions.dll

Discoverのセキュリティ除外 (続き)
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対象デバイ

ス

注 除外タイプ 除外

プロセス <Tanium Client>\TaniumClientExtensions.dll.sig

Discoverのセキュリティ除外 (続き)
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対象デバイ

ス

注 除外タイプ 除外

(分散レベ

ル3、分散

レベル4、サ

テライトプロ

ファイルの

み)

フォルダ C:\Program Files\Npcap

Discoverのセキュリティ除外 (続き)
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対象デバイ

ス

注 除外タイプ 除外

(分散レベ

ル3、分散

レベル4、サ

テライトプロ

ファイルの

み)

プロセス <Tanium Client>\Tools\Discover\nmap\nmap.exe

Discoverのセキュリティ除外 (続き)
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対象デバイ

ス

注 除外タイプ 除外

(Direct

Connectが

インストール

されている

場合、サテ

ライトプロ

ファイルの

み)

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

(Direct

Connectが

インストール

されている

場合、サテ

ライトプロ

ファイルの

み)

プロセス <Tanium Client>\extensions\TaniumDEC.dll.sig

(サテライト

プロファイル

のみ)

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

(サテライト

プロファイル

のみ)

プロセス <Tanium Client>\extensions\TaniumDiscover.dll.sig

(サテライト

プロファイル

のみ)

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

(サテライト

プロファイル

のみ)

プロセス <Tanium Client>\extensions\TaniumExtras.dll.sig

7.2.xクライア

ント1

プロセス <Tanium Client>\python27\TPython.exe

7.4.xクライア

ント1

プロセス <Tanium Client>\python38\TPython.exe

7.4.xクライア

ント

フォルダ <Tanium Client>\python38

Discoverのセキュリティ除外 (続き)
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対象デバイ

ス

注 除外タイプ 除外

Linuxエンド

ポイント

プロセス <Tanium Client>/TaniumCX

Discoverのセキュリティ除外 (続き)
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対象デバイ

ス

注 除外タイプ 除外

プロセス <Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.so

Discoverのセキュリティ除外 (続き)
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対象デバイ

ス

注 除外タイプ 除外

プロセス <Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.so.sig

Discoverのセキュリティ除外 (続き)
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対象デバイ

ス

注 除外タイプ 除外

(分散レベ

ル3、分散

レベル4、サ

テライトプロ

ファイルの

み)

プロセス <Tanium Client>/Tools/Discover/nmap/nmap

Discoverのセキュリティ除外 (続き)
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対象デバイ

ス

注 除外タイプ 除外

(Direct

Connectが

インストール

されている

場合、サテ

ライトプロ

ファイルの

み)

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

(Direct

Connectが

インストール

されている

場合、サテ

ライトプロ

ファイルの

み)

プロセス <Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.so.sig

(サテライト

プロファイル

のみ)

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

(サテライト

プロファイル

のみ)

プロセス <Tanium Client>/extensions/libTaniumDiscover.so.sig

(サテライト

プロファイル

のみ)

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

(サテライト

プロファイル

のみ)

プロセス <Tanium Client>/extensions/libTaniumExtras.so.sig

7.2.xクライア

ント

プロセス <Tanium Client>/python27/python

7.4.xクライア

ント

プロセス <Tanium Client>/python38/python

Discoverのセキュリティ除外 (続き)
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対象デバイ

ス

注 除外タイプ 除外

macOSエン

ドポイント

プロセス <Tanium Client>/TaniumCX

Discoverのセキュリティ除外 (続き)
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対象デバイ

ス

注 除外タイプ 除外

プロセス <Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.dylib

Discoverのセキュリティ除外 (続き)
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対象デバイ

ス

注 除外タイプ 除外

プロセス <Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.dylib.sig

Discoverのセキュリティ除外 (続き)
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対象デバイ

ス

注 除外タイプ 除外

(分散レベ

ル3、分散

レベル4、サ

テライトプロ

ファイルの

み)

プロセス <Tanium Client>/Tools/Discover/nmap/nmap

Discoverのセキュリティ除外 (続き)
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対象デバイ

ス

注 除外タイプ 除外

(Direct

Connectが

インストール

されている

場合、サテ

ライトプロ

ファイルの

み)

プロセス <Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.dylib

(Direct

Connectが

インストール

されている

場合、サテ

ライトプロ

ファイルの

み)

プロセス <Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.dylib.sig

(サテライト

プロファイル

のみ)

プロセス <Tanium Client>/extensions/libTaniumDiscover.dylib

(サテライト

プロファイル

のみ)

プロセス <Tanium Client>/extensions/libTaniumDiscover.dylib.sig

(サテライト

プロファイル

のみ)

プロセス <Tanium Client>/extensions/libTaniumExtras.dylib

(サテライト

プロファイル

のみ)

プロセス <Tanium Client>/extensions/libTaniumExtras.dylib.sig

7.2.xクライア

ント

プロセス <Tanium Client>/python27/python

7.4.xクライア

ント

プロセス <Tanium Client>/python38/python

1 = TPythonでインストールを許可するには、SHA2サポートが必要です。

Discoverのセキュリティ除外 (続き)
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インターネットのURL

環境にセキュリティソフトウェアが展開されていて、未知のURLを監視およびブロックするようになっている場合、セキュリティ管理者は以

下のURLを許可する必要があります。

l Tanium ServerとTanium Module Serverの両方からの場合 : content.tanium.com

l Tanium Module Serverからの場合 : ec2.*.amazonaws.com、sts.*.amazonaws.com、およびsmm.*.amazonaws.com(Amazon

EC2環境の一元型スキャンの場合)

ユーザロールの要件

次の表は、Discoverを使用するために必要なロールのアクセス権限をまとめています。Discoverユーザを設定する(61ページ)を参照し

て、事前定義のロールをサマリを確認してください。

ロールのアクセス権限と関係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。

アクセス権限

Discover管理

者1、3

Discoverオペ

レータ1、3

Discover

User1
Discover

Read Only

User1

Discoverサー

ビスアカウント1、

2、3、5、6

Discoverエンド

ポイント構成承

認者3、7

Discover

マネージドおよびアンマネー

ジドインターフェイスを表示す

る

SHOW SHOW SHOW SHOW

APIの検出

Discover APIの使用 実行 実行 実行 実行 実行 実行

IT資産の検出

管理対象および非管理対

象インターフェイスのリスト表

示。インターフェイステーブル

のデータのエクスポート。イン

ターフェイスのラベルの適用 /

削除

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

Discoverユーザロールのアクセス権限

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

Discover管理

者1、3

Discoverオペ

レータ1、3

Discover

User1
Discover

Read Only

User1

Discoverサー

ビスアカウント1、

2、3、5、6

Discoverエンド

ポイント構成承

認者3、7

コンポーネントの検出

Discoverアクショングループや

コンピュータグループを含む

バックエンドコンポーネントを

管理する

管理

Discover Connect統合サービ

スアカウント

Discoverサービスアカウントに

よるConnectとの接続

実行

エンドポイント構成の検出

Endpoint Configurationサー

ビスでのDiscover設定変更

の承認

承認

キーの検出

機密データの暗号化に使

用されるキーの循環

循環

所在地アクセス権限の検出

ロケーションとユーザグループ

の対応する権限の定義

書き込み 書き込み

所在地の検出

CSVファイルインポートによる

ロケーションの定義

書き込み 書き込み

手動インポートの検出

インターフェイスの手動イン

ポートで [Discover

Unmanaged Interfaces (非

管理インターフェイスを検

出 )] ボタンを使用

実行 実行 実行 実行

Discover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

Discover管理

者1、3

Discoverオペ

レータ1、3

Discover

User1
Discover

Read Only

User1

Discoverサー

ビスアカウント1、

2、3、5、6

Discoverエンド

ポイント構成承

認者3、7

プロファイルの検出

Discoverプロファイルの表示・

作成・編集・削除

読み取り

書き込み

読み取り

書き込み

読み取り

設定の検出

Discover設定の編集 書き込み

タグの検出

ラベルを作成または削除す

る

書き込み 書き込み 書き込み4

TDS統合サービスアカウントの

検出

DiscoverデータをTanium

Data Service (TDS)に昇格す

るアクセス権の提供

実行

Trendsの検出

TrendsでのDiscoverデータの

操作

書き込み 書き込み 読み取り

Discover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

Discover管理

者1、3

Discoverオペ

レータ1、3

Discover

User1
Discover

Read Only

User1

Discoverサー

ビスアカウント1、

2、3、5、6

Discoverエンド

ポイント構成承

認者3、7

Discover/Trends統合サービ

スアカウント

モジュールサービスアカウント

に対してデータの読み取り/

書き込みアクセス権、情報

元とボードの定義アクセス権

を提供

実行

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 Connect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 Connectユーザガイド：ユーザロール要件。

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。このロールに付与されているEndpoint Configuration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 Endpoint Configurationユーザガイド：ユーザロール要

件。

4所在地アクセス権限が指定されている場合、Discover Userロールがラベルを作成することはできません。

5 このロールは、Tanium Data Serviceアクセス権限を提供します(Tanium Interactを経由 )。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。

6このロールはサテライトアクセス権限を提供します(Tanium Direct Connect経由 )。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。

7Tanium 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。

Discoverユーザロールのアクセス権限 (続き)

アクセス権限 アクセス権限

種別

Discover管

理者1、2

Discoverオ

ペレータ1、2

Discover

User1
Discover

Read Only

User1

Discover

サービスアカウ

ント1、2、3、4、

5

Discoverエン

ドポイント構

成承認者2

コンピュータグループ 管理

読み取り 読み取り 読み取り 読み取り

提供されるDiscover運用管理およびプラットフォームコンテンツアクセス権限

https://docs.tanium.com/trends/trends/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/connect/connect/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/interact/interact/requirements.html#TDS_permissions
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/endpoint_configuration/endpoint_configuration/requirements.html#user_roles
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アクセス権限 アクセス権限

種別

Discover管

理者1、2

Discoverオ

ペレータ1、2

Discover

User1
Discover

Read Only

User1

Discover

サービスアカウ

ント1、2、3、4、

5

Discoverエン

ドポイント構

成承認者2

サーバのステータス 管理

読み取り

ユーザ 管理

読み取り 読み取り

ユーザグループ 管理

読み取り

アクション プラットフォー

ムコンテンツ
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

自アクション プラットフォー

ムコンテンツ
読み取り 読み取り 読み取り 読み取り

パッケージ プラットフォー

ムコンテンツ
読み取り 読み取り 読み取り

プラグイン プラットフォー

ムコンテンツ
読み取り

実行

読み取り

実行

読み取り

実行

読み取り

実行

読み取り

実行

読み取り

実行

保存済みQuestion プラットフォー

ムコンテンツ
読み取り 読み取り 読み取り

書き込み

提供されるDiscover運用管理およびプラットフォームコンテンツアクセス権限 (続き)
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アクセス権限 アクセス権限

種別

Discover管

理者1、2

Discoverオ

ペレータ1、2

Discover

User1
Discover

Read Only

User1

Discover

サービスアカウ

ント1、2、3、4、

5

Discoverエン

ドポイント構

成承認者2

センサー プラットフォー

ムコンテンツ
読み取り 読み取り 読み取り

ロールに付与されているコンテンツセットはTanium Consoleで表示することができます。

1 このロールは、Tanium Trends用のコンテンツセット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コンテンツセットはTanium

Consoleで表示することができます。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 Endpoint Configuration用のコンテンツセット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Endpoint

ConfigurationコンテンツセットはTanium Consoleで表示することができます。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。

3 このロールは、Tanium Connect用のコンテンツセット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ConnectコンテンツセットはTanium

Consoleで表示することができます。詳細は、以下を参照してください。Tanium Connectユーザガイド：ユーザロール要件。

4 このロールは、Tanium Interact経由でTanium Data Service用のコンテンツセットアクセス権限を提供します。

5 このロールは、Tanium Direct Connect用のコンテンツセットアクセス権限を提供します。

提供されるDiscover運用管理およびプラットフォームコンテンツアクセス権限 (続き)

ロール 許可されるアクション

Connectユーザー ログインしているユーザーの場合：

l Discover通知のための接続を構成する

l インターフェイスレポートのエクスポート用接続を設定

Administrator l Discoverの情報元からのTrendsボードの作成

Discoverのためのオプションロール

https://docs.tanium.com/trends/trends/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/connect/connect/requirements.html#user_roles
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Discoverのインストール

Tanium Consoleの [Solutions (ソリューション)] ページから、Discover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 デフォルト設定を使用した自動設定(Tanium Core Platform 7.4.2以降のみ): Discoverは、必要な依存関係およびその他の選

択された製品と一緒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。Discoverの自動設定についての詳細は、「Discoverのイン

ポートでデフォルト設定を使用する(56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：Discoverがインストールされたら、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、推奨デフォルト設定とは異なる設定をDiscoverが必要とする場合にのみ選択します。詳細については、Discoverのインポー

トでカスタム設定を使用する(57ページ)を参照してください。

準備

l リリースノートをお読みください。

l Discoverの要件(25ページ)を確認してください。

l Discoverの以前のバージョンからアップグレードする場合は、以前のバージョンのDiscoverからのアップグレード (63ページ)を参照

してください。

l Discoverのユーザに適切なロールを割り当てます。ユーザロールの要件(50ページ)を確認します。

o Discoverソリューションをインポートするには、Administrator予約ロールが割り当てられている必要があります。

o Discoverアクショングループを設定するには、Content Administrator予約ロール、Content Administrator予約ロール、

またはアクショングループ書き込み権限を持つロールが割り当てられている必要があります。

Discoverのインポートでデフォルト設定を使用する

Discoverのインポートで [Tanium Recommended Installation (Tanium推奨のインストール)] ワークフローを使用すると、以下のデフォ

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 Commputers (全コンピュータ)] 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 Discoverサービスアカウントには、Discoverモジュールのインポートに使用されたアカウントが設定されます。

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(59ページ)」を参照してください。

レベル2のping分散型プロファイル このプロファイルが作成されて、すべてのTanium Clientに展開されます。このプロファイルについての詳細は、

「レベル2 (ping)(66ページ)」を参照してください。

https://kb.tanium.com/Category:Tanium_Discover
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Discoverをインポートしてデフォルトの設定を適用する場合は、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。Discoverのバージョンを確認

する(57ページ)を参照してください。

Discoverのインポートでカスタム設定を使用する

デフォルト設定を自動的に適用しないでをDiscoverをインポートするには、[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ンにします。インポート手順の詳細は、次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。インポート後、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。Discoverのバージョンを確認する(57ページ)を参照してください。

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(59ページ)」を参照してください。

Discoverアクショングループを設定します。Discoverアクショングループを設定する(60ページ)を参照してください。

インポートの頻度を設定します。インポート頻度を設定する(61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

初めてDiscoverワークベンチを起動すると、Tanium Serverは、Discoverに必要なバージョンの必要なTaniumモジュールおよび必要な共

有サービス(ソリューション)がインストールされているかどうかを確認します。必要な依存関係がすべてインストールされていない限り、

Discoverワークベンチを読み込むことはできません。Discoverのインポートで [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。その他

の、Discoverが手動でインポートされて、一部依存関係がインポートされなかった場合、Tanium Consoleは依存関係と必要なバージョ

ンを記載したバナーを表示します。ソリューションの依存関係を参照してください。

バナーに、Discoverの依存関係がインストールされていないことが示された場合は、次の手順を実行します。

1. Tanium Consoleユーザガイドの説明に従って依存関係をインストールします。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。

2. メインメニューから [モジュール] > Discoverに移動してDiscoverの [概要] ページを開き、インストールされていない依存関係を示

すバナーが表示されなくなったことを確認します。

Discoverをアップグレードする

Discoverソリューションのアップグレード手順については、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。アップグレードの完了後、以前のバージョンのDiscoverからのアップグレード (63ページ)を参照して、

必要な移行手順を実行します。バージョンを確認するには、Discoverのバージョンを確認する(57ページ)を参照してください。

Discoverのバージョンを確認する

Discover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。

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/console_solutions.html#import_specific_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_specific_modules
https://docs.tanium.com/discover/discover/requirements.html#solution_dependencies
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/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_specific_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_specific_modules
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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)] > [Discover] に移動してDiscover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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Discoverの設定

Discover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。

エンドポイントの準備をする

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。Discover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(50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。

Discoverを設定する

サービスアカウントを設定する

このサービスアカウントは、Discoverのいくつかのバックグラウンド処理を実行するユーザーです。このユーザには、次のロールとアクセス権

が必要です。

l Tanium Administrator (Tanium管理者)またはDiscover Service Account (Discoverサービスアカウント)ロール。

l Discoverのスキャン対象のコンピュータグループに付与されたアクセス権。

l (任意) [Connect User (Connectユーザー)]ロール、Tanium ConnectでDiscoverイベント通知を送信します。

https://docs.tanium.com/client/client/installing_client_management.html
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/index.html
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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。

Discoverのアクセス権限についての詳細は、「ユーザロールの要件(50ページ)」を参照してください。

Discoverのインポートでデフォルト設定を使用した場合、サービスアカウントにはインポートの実行に使用したアカウント

が設定されます。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。

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

2. [Settings (設定)]をクリックして、[Service Account (サービスアカウント)]タブを開きます。

3. サービスアカウントの設定を更新し、[Save (保存)]をクリックします。

Discoverアクショングループを設定する

スキャンを実行するには、エンドポイントにDiscoverのツールがインストールされている必要があります。それらのツールは、Tanium

Endpoint Configurationによって展開されます。Discoverモジュールをインポートすると、特定のエンドポイントを対象とするアクショング

ループが自動的に作成されます。

Discoverアクショングループに含めるコンピュータグループを選択します。自動構成を選択した場合、デフォルトではDiscoverはAll
Computersを対象とします。手動構成を選択した場合、デフォルトではDiscoverはNo Computersを対象とします。最良の結果を得る

には、All Computersを使用します。

アクショングループにはAll Computersを使用します。

Endpoint Configurationで承認を有効にしている場合は、Endpoint Configurationを展開する前に、Endpoint Configurationで構成

変更を承認にしておく必要があります。

アクショングループを設定するには、Content Administrator予約ロールが割り当てられている必要があります。

1. メインメニューから [Administration (管理)] > [Actions (アクション)] >[Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)]に移動

します。

2. アクショングループの一覧で [Tanium Discover] をクリックします。

3. [Edit (編集)]をクリックし、アクショングループに含めるコンピュータグループを選択して、[Save (保存)]をクリックします。

(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

Discoverアクショングループを設定することができます(Discover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 Discover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

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/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
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ト設定、ツールの展開を参照してください。

インポート頻度を設定する

(オプション)インポートの頻度を設定します。この設定では、検出メソッドを実行した結果を[Interfaces (インターフェイス)]ページにイン

ポートする頻度が決定されます。

DiscoverのOverview (概要)ページで [Settings (設定)] をクリックし、[Global Settings (グローバル設定)] タブに移動します。[Import

Frequency (インポートの頻度)]設定を編集します。

[Import Frequency (インポート頻度)] 設定はデフォルト値(30分ごと)のままにします。

Discoverユーザを設定する

事前に定義されている次の一連のユーザロールを使用して、Discoverのユーザを設定することができます。各ロールの具体的な権限を

確認するには、ユーザロールの要件(50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の割り当

てを管理する。

Discover Administrator (Reputation管理者)

エンドポイントに対するDiscover機能の設定と展開を管理するユーザには、Discover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 Discoverの設定

l プロファイルの作成、編集、削除

l 管理対象インターフェイスと非管理対象インターフェイスの表示。インターフェイスの手動インポート。インターフェイスデータの

エクスポート

l ラベルの作成とインターフェイスへのラベルの適用。インターフェイスのラベルの削除

l 場所の指定とインポート。ユーザグループの対応する場所アクセス権限の適用

l TrendsでのDiscoverデータの操作

Discover Operator

エンドポイントに対するDiscoverの機能の設定とデプロイの大半を管理するユーザには、Discoverオペレータロールを割り当てま

す(通常はTanium Cloud環境に該当)。

このロールは、以下のタスクを実行できます。

l プロファイルの作成、編集、削除

l 管理対象インターフェイスと非管理対象インターフェイスの表示。インターフェイスの手動インポート。インターフェイス

データのエクスポート

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#module_dependencies_settings
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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l ラベルの作成とインターフェイスへのラベルの適用。インターフェイスのラベルの削除

l 場所の指定とインポート。ユーザグループの対応する場所アクセス権限の適用

l TrendsでのDiscoverデータの操作

Discoverユーザ

Discoverスキャン結果を分析して整理するユーザには、Discoverユーザ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 管理対象インターフェイスと非管理対象インターフェイスの表示。インターフェイスの手動インポート。インターフェイス

データのエクスポート

l ラベルの作成とインターフェイスへのラベルの適用。インターフェイスのラベルの削除(場所へのアクセス権限が指定さ

れている場合のみ)

Discover Read Only User (読み取り専用ユーザー)

Discoverのスキャン結果を分析するユーザには、Discover読み取り専用ユーザ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 マネージドおよびアンマネージドインターフェイスを表示する

l インターフェイスに適用されたラベルの表示

Discover Service Account

Discoverのシステムの設定をするアカウントにDiscover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、Discoverのすべてのバックグラウンド処理を実行できます。

Discover Endpoint Configuration Approver

Tanium Endpoint ConfigurationでDiscover設定項目を承認または却下するユーザには、Discoverエンドポイント構成承認者

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 このロールは、Discover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/却下/棄却することができま

す。

l Discoverプロファイルの表示
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以前のバージョンのDiscoverからのアップグレード

以前のバージョンのDiscoverをインストールしている場合は、必要な移行処理を実行します。Discover 4.0以降にアップグレードするに

は、Discover 2.10以降が必要です。2.10より前のリリースを使用している場合は、Taniumサポートにお問い合わせください。詳細は、

「Taniumサポートに問い合わせる(115ページ)」を参照してください。

実際の環境に基づいて、次のいずれかのアップグレードパスを選択します。

l Discover 2.10以降から3.3にアップグレードし、3.3から4.0以降にアップグレードする

l Discover 3.3から4.0以降にアップグレードする。

Discover 2.10以降から3.3にアップグレードする

検出方法の設定が必ずの数にのぼる場合は、Discover 2.10以降から3.3にアップグレードします。Discover 3.3では、検出方法の設定

をプロファイルに移行することができます。このアップグレードが完了したら、Discover 3.3から4.0以降にアップグレードする(64ページ)しま

す。

Discoverモジュールを2.10以降から3.3にアップグレードする

1. Discover 3.3モジュールパッケージの入手については、Taniumサポートにお問い合わせください。詳細は、「Taniumサポートに問い

合わせる(115ページ)」を参照してください。

2. メインメニューから [Administration (管理)] > [Configuration (設定)] > [Solutions (ソリューション)] に移動し、モジュールをイン

ポートします。

3. 保存済みアクションとパッケージ、センサーのリストを確認します。ほとんどの場合、アップグレード処理中に上書きされます。

[Include content set overwrite (コンテンツセットの上書きを含める)] を選択します。[Proceed with Import (インポートを続

行)]をクリックします。

4. アップグレードを確認するには、[Solutions (ソリューション)] ページに戻り、インストールされているDiscoverのバージョンを確認しま

す。

5. アップグレードでは、Discoverのアクションが再作成されます。アクションの承認が有効になっている場合は、これらのアクションをも

う一度承認する必要があります。メインメニューから [Console (コンソール)] > [Actions (アクション)] > [Actions to Approve (承認

するアクション)] に移動します。詳細については、以下を参照してください。Tanium Consoleユーザガイド：アクションの承認の使

用

Discoverアクショングループを設定する

特定のコンピュータグループにツールを展開するアクショングループを設定できるようになりました。詳細は、「Discoverのインストール(56

ページ)」を参照してください。

Npcapなどのネットワークマッピングツールは、スキャンがスケジュールされている場合にのみエンドポイントに配布されます。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/action_approval.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/action_approval.html
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検出方法に対する既存のスケジュール済みアクションは、Discoverをアップグレードすると自動的に削除されます。

Tanium Discoverアクショングループは、Discover 3.0以降で使用されます。このアクショングループを削除しないでくださ

い。

検出方法の設定をプロファイルに移行する

Discover 3.0では、Discoverスキャンの設定と対象が変更されました。3.0より前では、コンピュータグループに検出方法を展開し、別途、

除外を設定していました。Discover 3では、ネットワークの包含と除外、検出方法、スケジュールを含むプロファイルを作成します。プロ

ファイルについての詳細は、「分散型スキャン用のプロファイルを設定する(68ページ)」を参照してください。

Discover 3にアップグレードすると、既存の検出方法をプロファイルに移行することができます。

1. Discoverメニューから [Profiles (プロファイル)] をクリックします。

2. [Discovery Methods (Legacy) (検出方法(レガシー)] セクションで、提案プロファイルを確認します。提案プロファイルを作成する

には、[Create This Profile (このプロファイルを作成)] をクリックします。

3. プロファイルの設定を確認し、[Create (作成)] をクリックします。

4. レガシー検出方法をプロファイルに移行したら、[Delete All Methods (すべての方法の削除)] をクリックして、その他の提案プロ

ファイルと [Discovery Methods (Legacy) (検出方法(レガシー))] セクションを削除します。

レガシー検出方法でスキャン時期に対する [Overrite (非優先化)] 設定が使用されている場合、この設定は新しい

バージョンのDiscoverをインポートしたときに非優先化されます。新しいバージョンのDiscoverツールがエンドポイントに展

開されると、スキャン時期がリセットされ、以前のスキャンデータが削除されます。ただちにスキャンが実行されます。

Discover 3.3から4.0以降にアップグレードする

1. アップグレードプロセスが終了するまでDiscoverを使用しないようにTaniumユーザに通知します。通知しないと、ユーザが進行中

の作業内容を失う可能性があります。

2. Discoverをアップグレードする手順については、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。

3. アップグレードを終えたら、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。

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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分散型スキャンの実行

分散型スキャンは、Tanium Clientが実行されていて、Discoverツールがインストールされているエンドポイントによって実行されます。非

管理対象インターフェイスの特定を終えると、それらインターフェイスにDiscoverラベルを適用することができます。これらのラベルは、

Tanium Client ManagementからのTanium Clientのインストールで展開先として使用して、該当するインターフェイスをTanium Serverの

管理対象にすることができます。Tanium Clientの展開については、次を参照してください。Tanium Client Managementユーザガイド：

展開を設定します。

プロファイルの構成

分散型スキャンには4つのレベルがあります。パッシブおよびアクティブ検出を含む複数のプロファイルを作成することができます。各プロ

ファイルの対象範囲は、さまざまなネットワーク包含と除外、スケジュールによって決まります。アクティブ検出では、1日に数回、特定の

サブネットに対して検出が実行されるように範囲設定することができます。パッシブ検出はネットワークへの影響が小さいため、1時間お

きにネットワークのより広範な部分がスキャンされるよう範囲設定することができます。

分散型スキャンでは、レベル4 (Nmapスキャンによるホスト検出とOSフィンガープリント )のプロファイルによって最高のデー

タを得ることができます。このプロファイルでは、開かれているポートを含むデータが提供され、OSプラットフォームとOSの

世代の特定が試みられます。

お客様の環境でNmapが使用できない場合は、レベル2 (ping)スキャンによって一部のOSプラットフォーム情報が生成

されます。

レベル3およびレベル1スキャンでは、提供される情報は最小になります。レベル3はポートプローブのないクイックスキャン

ですが、アクティブなARPプローブを使用してすべてのIPアドレスが検出されます。レベル1スキャンはパッシブであり、接

続またはARPキャッシュを調べることで、ネットワークプローブなしでエンドポイントで明らかな情報を割り出します。

各種プロファイルで提供されるデータについての詳細は、以下を参照してください。関連情報：プロファイルの種類に

よって異なる返されるデータ(116ページ)。

レベル1 (ARPキャッシュとインターフェイス接続)
レベル1検出は、ARP (Address Resolution Protocol )キャッシュとインターフェイス接続の検出を組み合わせたパッシブディスカバリメソッ

ドです。各エンドポイントにローカルのARPキャッシュから結果が返されるため、レベル1検出でエンドポイントがスキャンされることはありま

せん。

Windows、macOS、Linuxエンドポイントでは、Discoverは、アクティブフォワード (場合によってはバックワード )スキャンを実行しているかの

ように、計算されたスキャン範囲に基づいてARPキャッシュをフィルタリングします。(詳細は、スキャン範囲の計算(68ページ)を参照してく

ださい。) SolarisおよびAIXエンドポイントでは、Discoverはプロファイルのネットワーク包含と除外に基づいてARPキャッシュをフィルタリング

し、最大1000件の結果を返します。

インターフェイス接続方法では、エンドポイントにアクションを送信することで、各管理対象エンドポイントに現在存在しているすべてのIP

接続の収集がトリガされます。対応するMACアドレスは、ローカルのARPキャッシュでインターフェイスを調べることで解決されます。

インターフェイスページの値: arp, connected

https://docs.tanium.com/client/client/deployment_client_management.html#configure_deployment
https://docs.tanium.com/client/client/deployment_client_management.html#configure_deployment
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レベル2 (ping)
レベル2ディスカバリメソッドでは、pingを使ったディスカバリメソッドで非管理インターフェイスが検出されます。

管理対象エンドポイントに対してレベル2検出が開始されると、リニアチェーン内のそのエンドポイントのピアに基づいてスキャン範囲が計

算されます。詳細は、「スキャン範囲の計算(68ページ)」を参照してください。

範囲の計算後、スキャンパッケージはICMP pingを使用して対象 IPアドレスをpingします。応答のないpingの実行時間は3秒です。応

答を返すpingの実行時間はずっと短くなります。

隔離エンドポイントは、デフォルトではスキャンされません。隔離エンドポイントとは、隔離サブネット上にあるエンドポイントを指します。

あるいは、エンドポイントにピアが存在しないため、隔離サブネット上にあるように見えるエンドポイントを指します。分離サブセットについ

ての詳細は、以下を参照してください。Tanium Client Managementユーザガイド：隔離サブネットを構成するを参照してください。分離

エンドポイントのスキャンを有効にするには、検出方法の設定で [Isolated Subnets/Systems (分離サブネット /システム)] オプションの

選択を解除します。

結果がインポートされると、Discoverサービスは以下の処理を行います。

l ホスト名の解決

l インターフェイスが管理または非管理対象かの確認

l MACアドレスと製造元の解決

l ping応答の生存時間(TTL)値に基づいてOSプラットフォームを解決します。Windows、Linux/Mac、またはSolaris/AIX(Solarisエ

ンドポイントではOSプラットフォームは検出されません)

Pingを使った検出では、その時間の間少量のネットワークトラフィックが発生します。ネットワークの狭い範囲で実行したり、長いスケ

ジュール間隔で実行したりすることができます。

密度がまばらなネットワークにレベル2検出を設定する場合は、スキャンがスケジュールの [Reissue every (再発行間隔)] 設定を1時間

またはそれ以上に設定してスキャン時間が重ならないようにします。スキャン時間が重なっていると、スキャン範囲の上限のデータは収

集されなくなります。

インターフェイスページの値: ping

レベル3 (Nmapスキャンによるホスト検出)
レベル3検出では、各エンドポイントでNetwork Mapper(Nmap)ユーティリティを使用して、ネットワークインターフェイスに関する情報を検

索されす。

エンドポイントに対してレベル3検出が開始されると、リニアチェーン内のそのエンドポイントのピアに基づいてスキャン範囲が計算されま

す。詳細は、「スキャン範囲の計算(68ページ)」を参照してください。

Nmapスキャンによるホスト検出では、Taniumの管理対象エンドポイントにスキャンパッケージを自動的に配布することで非管理イン

ターフェイスが検出されます。このパッケージは、ドライバ(Windowsのみ)とライブラリ、実行可能ファイルから構成されています。その後、

NmapスキャンはARPブロードキャストスキャンのみを使用して実行されます。ターゲットへのARP応答が検出されると、エンドポイントは

使用可能とリスト表示されます。インターフェイスのオペレーティングシステムや開いているポートの情報が返されることはありません。レベ

ル3検出ではARPブロードキャストが実行されるため、スキャンの開始時にネットワークアクティビティが急増することがあります。

https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html#IsolatedSubnets


© 2022 Tanium Inc. All Rights Reserved 67ページ

エンドポイント側のファイル：Nmap検出方法では、Windowsエンドポイント上のデバイスドライバ、Npcapが使用されます。Nmapに対し

て有効にする必要がある除外についての詳細は、「ホストとネットワークセキュリティの要件(28ページ)」を参照してください。

Taniumは、NpcapがインストールされていないエンドポイントにNpcapをインストールします。デフォルトではTaniumは、

Npcapがすでにインストールされているエンドポイント上のNpcapバージョンを更新しません。スキャンプロファイルを使用

することで、Taniumによって以前にNpcapがインストールされたエンドポイントのNpcapが更新されるように設定すること

ができます。スキャンとは別にNpcapをインストールしたり、別のベンダによってNpcapがインストールされているエンドポイ

ント上のNpcapを更新したりするには、Discover-Install Npcapパッケージを対象のエンドポイントに展開します。

Taniumは以下のファイルをインストールします。

l nmap.exeからスキャン操作が実行されます。<Tanium Client>\Tools\Discover\nmapディレクトリからスキャン操作を

実行します。

l npcap-[version]-oem.exeおよびvcredist_x86.exe：エンドポイントで実行されて、Nmapが必要とするライブラリとドラ

イバが追加されます。これらの実行可能ファイルは、<Tanium Client>\Downloads\Action_<アクションID>ディレクトリ

から実行されます。Windowsエンドポイントでは、Npcapはオンデマンドでロードされ、エンドポイントの管理者ユーザのみが使

用できます。NpcapのファイルはC:\Program Files\Npcapディレクトリにインストールされます。

Nmapは、Windows 2003 Server、Windows XP、AIX、Solarisではサポートされません。これらのプラットフォームのエンドポイントに対して

Nmapスキャンが設定されている場合、それらエンドポイントにはレベル2スキャンが実行されます。レベル2スキャンはまた、エンドポイント

でのNmapスキャンの実行に問題がある場合にも実行されます。

Npcapのアンインストールについての詳細は、「エンドポイントからNpcapを削除する(113ページ)」を参照してください。

インターフェイスページの値：nmap

レベル4 (Nmapスキャンによるホスト検出とOSフィンガープリント )。
レベル3検出同様、レベル4もNmapを使用して非管理インターフェイスを検出します。レベル4検出には、OSフィンガープリント処理も含

まれます。

デフォルトでは、Discoverは一般的に使用される1000のTCPポートをスキャンして、[OS Generation (OSの世代)] フィールドを計算しま

す。(詳細は、「TCPおよびUDPポートの上位1,000 (nmapのデフォルト )」を参照してください。) プロファイル設定では、スキャンするポート

の設定を変更したり、最初にスキャンする情報元のポートを変更したりできます。[OS Generation (OSの世代)] フィールドはNmapから

の「最有力候補」であり、管理対象インターフェイスについては表示されません。

エンドポイント側のファイル：Nmap検出方法では、Windowsエンドポイント上のデバイスドライバ、Npcapが使用されます。Nmapに対し

て有効にする必要がある除外についての詳細は、「ホストとネットワークセキュリティの要件(28ページ)」を参照してください。

Taniumは、NpcapがインストールされていないエンドポイントにNpcapをインストールします。デフォルトではTaniumは、

Npcapがすでにインストールされているエンドポイント上のNpcapバージョンを更新しません。スキャンプロファイルを使用

することで、Taniumによって以前にNpcapがインストールされたエンドポイントのNpcapが更新されるように設定すること

ができます。スキャンとは別にNpcapをインストールしたり、別のベンダによってNpcapがインストールされているエンドポイ

ント上のNpcapを更新したりするには、Discover-Install Npcapパッケージを対象のエンドポイントに展開します。

Taniumは以下のファイルをインストールします。

https://nullsec.us/top-1-000-tcp-and-udp-ports-nmap-default
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l nmap.exeからスキャン操作が実行されます。<Tanium Client>\Tools\Discover\nmapディレクトリからスキャン操作を

実行します。

l npcap-[version]-oem.exeおよびvcredist_x86.exe：エンドポイントで実行されて、Nmapが必要とするライブラリとドラ

イバが追加されます。これらの実行可能ファイルは、<Tanium Client>\Downloads\Action_<アクションID>ディレクトリ

から実行されます。Windowsエンドポイントでは、Npcapはオンデマンドでロードされ、エンドポイントの管理者ユーザのみが使

用できます。NpcapのファイルはC:\Program Files\Npcapディレクトリにインストールされます。

Nmapは、Windows 2003 Server、Windows XP、AIX、Solarisではサポートされません。これらのプラットフォームのエンドポイントに対して

Nmapレベル3スキャンが設定されている場合、それらエンドポイントにはレベル2スキャンが実行されます。レベル2スキャンはまた、エンド

ポイントでのNmapスキャンの実行に問題がある場合にも実行されます。

Npcapのアンインストールについての詳細は、「エンドポイントからNpcapを削除する(113ページ)」を参照してください。

インターフェイスページの値：nmap

スキャン範囲の計算

Discoverは、スキャン範囲を/22 (1024個のIP アドレス)に制限します。スキャンが実行されると、Tanium Clientはスキャン範囲を自動的

に計算します。

レベル2～4の検出では、通常、スキャンは管理対象インターフェイス間のギャップでのみ実行されます。ギャップでのみスキャンを実行す

ることで、大量のネットワークトラフィックを生成し、IPSやファイアウォールでアラームを発生させる、ネットワークスキャナでよく見られる問

題の多くが排除されます。

他のエンドポイントからのスキャンと重ならないよう、ほとんどのエンドポイントはフォワードスキャンを実行します。バックワードピアがない

エンドポイントは、スキャンでギャップが発生しないようバックワードスキャンを実行します。以下のシナリオを参考に、スキャン範囲の計

算方法をしっかりと理解してください。

シナリオ：フォワードピアとバックワードピアがあるエンドポイントの場合

アドレス192.168.1.10の管理対象エンドポイントには、アドレス192.168.1.20にフォワードピア、アドレス192.168.1.5にバックワードピアがあ

る。

フォワードスキャンは192.168.1.11から192.168.1.19の範囲で起きる。このIPアドレスにはバックワードピアがあるため、バックワードスキャン

は実行されません。

シナリオ：フォワードピアがあるが、バックワードピアがないエンドポイントの場合

アドレス192.168.1.10の管理対象エンドポイントには、アドレス192.168.1.20のフォワードピアがあるが、バックワードピアはない。

フォワードスキャンは192.168.1.11から192.168.1.19の範囲で起きる。エンドポイントにバックワードピアがないため、192.168.1.1 から

192.168.1.9の範囲でバックワードスキャンが実行される。

スキャンは、192.168.1.1から192.168.1.19の範囲で実行される(始点のエンドポイント :192.168.1.10は含まれない)。

分散型スキャン用のプロファイルを設定する

一元型スキャンのプロファイルの設定では、スキャンするネットワークと検出方法、スキャンスケジュールを指定します。
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展開計画に従ってプロファイルを作成します。「展開計画を策定する(22ページ)」を参照してください。サブネット別展

開ポリシーを使用する場合は、すべてのサブネットの使用に慣れるまでテストして、プロファイルにサブネットを追加しま

す。

準備

l ネットワークを部分的にスキャンするには、スキャンするIP範囲またはネットワークが分かっている必要があります。

l (任意)ロケーションファイルを作成して、検出されたインターフェイスに物理的なロケーションをマッピングします。特定のロケー

ションにユーザを割り当てて、特定のユーザグループに対するアクセス権を制限します。ロケーションはDiscoverのスキャンが完了

するたびに評価されるため、ロケーションはいつでも設定することができます。詳細は、「ロケーション(91ページ)」を参照してくださ

い。

最も完全なスキャン結果を得るには、プロファイルを設定する前にロケーションをインポートします。ロケーション

は、後でネットワークに関する追加の情報があると更新することができます。
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プロファイルを作成する

1. プロファイルを追加します。Discoverメニューから [Profiles (プロファイル)] をクリックします。Create Profileをクリックします。

2. プロファイルに名前を付け、プロファイルの種類として [Distributed (分散型)] を選択します。

3. ディスカバリメソッド (レベル1～4)を選択し、ホスト名検索を含めるかどうかを選択します。ホスト名の解決では、影響の少ない検

出方法であっても、多少のネットワークリソースが消費されます。

非管理インターフェイスへのTanium Clientのインストール先の絞り込みに役立つよう、エンドポイントのオペレー

ティングシステム情報を返すスキャンを設定します。レベル4のNmap検出は最良の結果を提供しますが、レベル

2のpingスキャンでも、多少のオペレーティングシステム情報が得られます。

4. TaniumによるWindowsエンドポイントのNpcapドライバの管理方法を選択します。

l エンドポイントの既存のNpcapバージョンを使用し、新しいバージョンに更新しない場合は、Use existing Npcap version
(既存のNpcapバージョンを使用)を選択します。エンドポイントにNpcapがインストールされていない場合は、自動的にイ

ンストールされます。これがデフォルト設定です。
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古いバージョンからDiscover 4.1.240以降に更新する場合は、デフォルトのNpcap管理動作が変更され

て、Npcapが自動的に更新されなくなることに注意してください。引き続きTaniumにエンドポイントの

Npcapの更新を行わせるには、[Update Tanium version of Npcap (Tanium版Npcapを更新)] オプショ

ンを選択します。

Npcapのバージョンを手動で更新する場合は、このオプションを選択します。

l Discover付属のNpcapバージョンを使用するには、[Update Tanium version of Npcap (Tanium版Npcapを更新)] を選

択します。Npcapがエンドポイントにないか、TaniumによってNpcapが以前にインストールされていた場合、そのエンドポイ

ントのNpcapは更新されます。NpcapがTaniumとは別にインストールされていた場合、TaniumはNpcapを更新しません。

以下、推奨設定です。

5. スキャンするポートを指定します。

6. 宛先を設定します。スキャン対象にするネットワークとスキャン対象から除外するネットワークは、対象設定によって決まります。

a. スキャンに含める : スキャンするネットワークを指定します。

通常は、[All Networks (すべてのネットワーク)] を選択して、最も広範な結果が含まれるようにします。[All Networks (す
べてのネットワーク)] オプションでは、Discoverアクショングループに設定されているエンドポイントがアクセスできるすべての

ネットワークがスキャンされます。最良の結果を得るには、Discoverアクショングループにすべてのコンピュータが含まれるよう

に設定します。詳細は、「Discoverのインストール(56ページ)」を参照してください。

特定のネットワークにあるエンドポイントでのみスキャンを実行するには、[Specific Networks (特定のネットワーク)] を選択

し、をクリックします。

この選択により、選択したネットワーク範囲外の結果は最終レポートに含まれなくなります。

特定のコンピュータグループにあるエンドポイントでのみスキャンを実行するには、[Computer Groups (コンピュータグルー

プ)] を選択して、グループを選択します。この選択により、選択したグループの範囲外には、選択したスキャンは実行されな

くなります。

b. スキャンから除外 : スキャン対象から除外するネットワークを指定します。指定されたネットワーク上のエンドポイントではス

キャンを実行されず、これらのネットワーク上のエンドポイントから結果は返されません。次の除外の指定することを検討し

てください。
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l 分離エンドポイント：分離エンドポイントでスキャンが実行されないようにします。これらのエンドポイントがスキャンを

実行できるようにするには、チェックボックスをオフにします。

l 特定ネットワーク：ネットワークが脆弱な重要なデバイスの一覧です。スキャンプロセス中、これらのIPにはアクセスさ

れません。このネットワーク上のエンドポイントでTanium Clientが実行されている場合、そのエンドポイントではス

キャンは実行されません。

l VPNネットワーク：VPNネットワーク：会社のネットワークの外側にあるインターフェイスなどの、対象外にするVPNサブ

ネットの一覧です。VPNネットワークを除外指定しなかった場合、ゲームシステムなどのデバイスやホームネットワー

クからのストリーミングデバイスなどのデバイスが検出されることがありす。レストランや空港などのパブリックネットワー

クで使用されている管理エンドポイントがある場合、VPN除外が定義されていないと、そのネットワーク上のデバイ

スが検出されることがあります。

l ゾーンサーバ：インターネットのゾーンサーバを指定して、インターネット上の場所から接続するエンドポイントを除

外します。ゾーンサーバ経由で接続するエンドポイントが、ゾーンサーバ除外のホスト名を解決できない場合、そ

のエンドポイントではスキャンが実行されません。ゾーンサーバ除外とZone Server名の指定で、すべてのIPアドレス

またはすべてのホスト名を設定します。構成と除外にIPアドレスとホスト名を混在させると、予期しない結果が生じ

る場合があります。

少なくとも、VPNとゾーンサーバ、ネットワーク構成が脆弱な重要なエンドポイントの除外を設定してくださ

い。
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7. スキャンスケジュールおよびスキャン時期を設定することができます。

a. Schedule (スケジュール): スケジュールでは、スキャンを実行する頻度を指定します。

スキャン頻度としては、大半の環境で1時間に1回が推奨されます。レベル2検出を使用する場合は、

[Reissue every (再発行間隔)] を1時間かそれ以上に設定することで、スキャンが終了する前に次のスキャ

ンが開始されないようにすることができます。

b. スキャンウィンドウ(Windows、Mac、Linuxエンドポイントのみ)：エンドポイントで検出プロセス

を実行する具体的な時間を設定します。スキャン時期内に実行されるようにスキャンがスケジュールされていない場合、ス
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キャンでは何も実行されません。

時間には、Tanium Clientまたはサテライトにローカルのエンドポイント時間(それぞれ分散型スキャン、サテライト型スキャ

ン)、またはプロファイルを設定しているTaniumユーザにローカルの時間を指定できます。たとえば、Local Endpoint Time
(現地エンドポイント時間)を選択し、1日に1回エンドポイントをスキャンするスキャン設定を作成して、午後6:30～11:30な

どの営業時間外にスキャンが実行されるように制限することができます。また、スキャン時期の間オフラインになるエンドポイ

ントがある場合は、Override (非優先化)オプションを選択することで、最終スキャンが指定時間より前のエンドポイントをス

キャンすることができます。

スキャン時期のDuration (期間)は、スケジュールセクションの[Reissue every (再発行間隔)] 設定値に [Distribute over
(時間分散)] 設定値を加えた値以上か等しい必要があります。期間がこれらの値の合計値より小さい場合、一部のエン

ドポイントがスキャンされなくなります。

8. Createをクリックします。

検出プロセス

プロファイルを保存すると、次のアクションが実行されます。

1. プロファイルに対するスケジュール済みアクションが作成されます。Discover Content - Execute Scan [profile_name]および

Discover Content - Execute Scan for non-Windows [profile_name]。

2. 定義されたスケジュールに従ってスキャンが実行されます。

3. 検出スキャンの結果は、設定されている [Import Frequency (インポート頻度)] の間にDiscoverにインポートされます。詳細は、

インポート頻度を設定する(61ページ)を参照してください。

Endpoint Configurationで承認を有効にしている場合は、Endpoint Configurationを展開する前に、Endpoint Configurationで構成

変更を承認にしておく必要があります。

スキャン結果

インターフェイスを検出したあとは、[Interfaces (インターフェイス)] ページに以下のアイコンとともにインターフェイスが一覧表示されます。

l : Tanium Clientがインストールされている管理対象のインターフェイス。

l : Tanium Clientがインストールされていなくて、Tanium Clientのインストール候補になる非管理対象のインターフェイス。

l : 管理不能なインターフェイスは、Tanium Clientを実行できないデバイス上にあります。デフォルトでは、管理不能なインター

フェイスには、Tanium ClientでサポートされていないOSプラットフォームが存在し、[Unmanageable OS Platforms (管理不能な

OSプラットフォーム)]の自動ラベルで示されます。管理不能なインターフェイスは管理対象および管理対象外インターフェイス

統計には含まれません。

[Interfaces (インターフェイス)] ページに表示される列は、インターフェイスの検出に使用されたプロファイルの種類と検出方法によって

異なります。詳細は、以下を参照してください。関連情報：プロファイルの種類によって異なる返されるデータ(116ページ)。

スキャン結果を強制的にインポートする

Reissue every (再発行間隔)の時間の経過を待たずに、最新のスキャン結果を強制的にインポートすることができます。
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1. Discoverの[Profiles (プロファイル)] ページに移動します。

2. [Reimport Scan Results (スキャン結果の再インポート)] をクリックします。このボタンをクリックすると：

o レベル1プロファイルのスキャン結果が収集されてインポートされます。

o レベル2と3，4のスキャン結果が収集されます。エンドポイント上で、これらのメソッドがアクティブでない場合、結果

は収集されません。

o サテライトプロファイルのスキャン結果はサテライトから収集されます。

o 一元型プロファイルのスキャン結果は、Tanium Module Serverから収集されます。

[Reimport Scan Results (スキャン結果を再インポート)] をクリックすることで、レベル2や3、4、あるいは分

散型スキャン、サテライト、一元型スキャンが強制的に実行されることはありません。レベル2、3、または4

の分散型スキャンがすでに配布されていて、エンドポイントで有効な場合は、そのスキャン結果が収集さ

れます。サテライト型スキャンの場合、最新のスキャンの結果は関連するサテライトから収集されます。一

元型スキャンの場合、最後スキャンの結果はTanium Module Serverから収集されます。

次に取り組むこと

l スキャンに関する問題のトラブルシューティングについては、「Discoverのトラブルシューティング(108ページ)」を参照してください。

l ラベルを使用してインターフェイスを管理します。詳細については、「インターフェイスの管理 (91ページ)」を参照してください。

l Discoverイベントの通知を設定します。詳細については、「イベント通知用の接続を作成する(103ページ)」を参照してください。
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サテライト型スキャンの実行

サテライト型スキャンを使用して、サテライトに設定されたエンドポイントからリモートサブネットにスキャンを行うことができます。

サテライト型スキャンで非管理対象サブネットをスキャンする

サテライト型スキャンを使用すると、非管理対象サブネットのインターフェイスを検出することができます。Nmap (Network Mapper)ユー

ティリティは、対象ネットワーク上のサテライトからホスト検出とOSフィンガープリント処理を実行することで、ネットワークインターフェイスに

関する情報を検索します。インターフェイスに関するデータを返したサテライトは、[Interfaces (インターフェイス)] ページの [Details (詳
細)] テーブルの [Satellite ID (サテライト ID)] 列に示されます。

サテライト型スキャンはレベル4の分散型スキャンと同等です。

インターフェイスページの値：satellite nmap

デフォルトでは、Discoverは一般的に使用される1000のTCPポートをスキャンして、[OS Generation (OSの世代)] フィールドを計算しま

す。(詳細は、「TCPおよびUDPポートの上位1,000 (nmapのデフォルト )」を参照してください。) プロファイル設定では、スキャンするポート

の設定を変更したり、最初にスキャンする情報元のポートを変更したりできます。[OS Generation (OSの世代)] フィールドはNmapから

の「最有力候補」であり、管理対象インターフェイスについては表示されません。

OSのフィンガープリント処理とホスト名解決の精度は、スキャン対象として選択したネットワークまでの距離によって異なります。検索す

るネットワークホップの距離が長いほど、Nmapによるオペレーティングシステムの特定は難しくなります。

検出されたインターフェイスのMACアドレスが、リモートネットワークスキャンで返されない場合があります。インターフェイスにMACアドレス

がない場合は、そのIPアドレスが一意の識別子として使用されます。

サテライトプロファイルを作成すると、Nmapユーティリティがサテライトにインストールされます。サテライトプロファイルをすべて削除すると、

Nmapユーティリティも削除されます。

サテライト型スキャン用のプロファイルを設定する

サテライト型スキャン用のプロファイルの設定では、使用するサテライトを選択し、スキャンするネットワークを指定して、スキャンスケ

ジュールを設定します。

展開計画に従ってプロファイルを作成します。「展開計画を策定する(22ページ)」を参照してください。

https://nullsec.us/top-1-000-tcp-and-udp-ports-nmap-default
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準備

l ネットワークを部分的にスキャンするには、スキャンするIP範囲またはネットワークが分かっている必要があります。最大4096個の

IPアドレス(/20ネットワーク1つに相当)のネットワークアドレスまたはIP範囲を入力します。

l Tanium Direct Connectでサテライトを設定しておく必要があります。サテライトの設定は、Direct Connectバージョン2.1から行う

ことができます。サテライトの設定の詳細は、次を参照してください。Tanium Direct Connectユーザガイド：サテライトの管理。

サテライトとしては、Windows、macOS、またはLinuxエンドポイントのみ指定することができます。

l (任意)ロケーションファイルを作成して、検出されたインターフェイスに物理的なロケーションをマッピングします。特定のロケー

ションにユーザを割り当てて、特定のユーザグループに対するアクセス権を制限します。ロケーションはDiscoverのスキャンが完了

するたびに評価されるため、ロケーションはいつでも設定することができます。詳細は、「ロケーション(91ページ)」を参照してくださ

い。

最も完全なスキャン結果を得るには、プロファイルを設定する前にロケーションをインポートします。ロケーション

は、後でネットワークに関する追加の情報があると更新することができます。

1. プロファイルを追加します。Discoverメニューから [Profiles (プロファイル)] をクリックします。Create Profileをクリックします。

2. プロファイルに名前を付け、プロファイルの種類として [Satellite (サテライト型)] を選択します。

3. TaniumによるWindowsエンドポイントのNpcapドライバの管理方法を選択します。

l エンドポイントの既存のNpcapバージョンを使用し、新しいバージョンに更新しない場合は、Use existing Npcap version
(既存のNpcapバージョンを使用)を選択します。エンドポイントにNpcapがインストールされていない場合は、自動的にイ

ンストールされます。これがデフォルト設定です。

古いバージョンからDiscover 4.1.240以降に更新する場合は、デフォルトのNpcap管理動作が変更され

て、Npcapが自動的に更新されなくなることに注意してください。引き続きTaniumにエンドポイントの

Npcapの更新を行わせるには、[Update Tanium version of Npcap (Tanium版Npcapを更新)] オプショ

ンを選択します。

Npcapのバージョンを手動で更新する場合は、このオプションを選択します。

l Discover付属のNpcapバージョンを使用するには、[Update Tanium version of Npcap (Tanium版Npcapを更新)] を選

択します。Npcapがエンドポイントにないか、TaniumによってNpcapが以前にインストールされていた場合、そのエンドポイ

ントのNpcapは更新されます。NpcapがTaniumとは別にインストールされていた場合、TaniumはNpcapを更新しません。

以下、推奨設定です。

4. スキャンするポートを指定します。

https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/managing_satellites.html
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5. スキャンの包含と除外の設定で、サテライトがスキャンするネットワークを指定します。

a. スキャンに含める : スキャン対象にするネットワークを指定します。Included Networks (含めるネットワーク)リストからネット

ワークを選択するか、をクリックしてスキャンするネットワークを追加します。選択したネットワークのみがスキャンされます。

b. スキャンから除外 : Included Networks (含めるネットワーク)の一部をスキャン対象から除外するには、[Specific Networks

(特定のネットワーク)] を選択してリストからネットワークを選択するか、をクリックして、スキャン対象から除外するサブネット

またはIPアドレスを追加します。スキャンプロセス中、除外したIPはアクセスされません。たとえば、Included Networks (含め

るネットワーク)で192.168.0.0/20を指定した場合、192.168.1.0/24および192.168.0.1を除外するように指定することができま

す。
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6. スキャンスケジュールおよびスキャン時期を設定することができます。

a. Schedule (スケジュール): スケジュールでは、スキャンを実行する頻度を指定します。

スキャン頻度としては、大半の環境で1時間に1回が推奨されます。

b. スキャンウィンドウ(Windows、Mac、Linuxエンドポイントのみ)：エンドポイントで検出プロセス

を実行する具体的な時間を設定します。スキャン時期内に実行されるようにスキャンがスケジュールされていない場合、ス

キャンでは何も実行されません。

時間には、Tanium Clientまたはサテライトにローカルのエンドポイント時間(それぞれ分散型スキャン、サテライト型スキャ
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ン)、またはプロファイルを設定しているTaniumユーザにローカルの時間を指定できます。たとえば、Local Endpoint Time
(現地エンドポイント時間)を選択し、1日に1回エンドポイントをスキャンするスキャン設定を作成して、午後6:30～11:30な

どの営業時間外にスキャンが実行されるように制限することができます。また、スキャン時期の間オフラインになるエンドポイ

ントがある場合は、Override (非優先化)オプションを選択することで、最終スキャンが指定時間より前のエンドポイントをス

キャンすることができます。

スキャン時期のDuration (期間)は、スケジュールセクションの[Reissue every (再発行間隔)] 設定値に [Distribute over
(時間分散)] 設定値を加えた値以上か等しい必要があります。期間がこれらの値の合計値より小さい場合、一部のエン

ドポイントがスキャンされなくなります。

7. Createをクリックします。

検出プロセス

1. サテライトプロファイルを初めて実行する時、DiscoverはNmapユーティリティをサテライトにインストールします。スキャンは、スケ

ジュールされた間隔で実行されます。

2. 対象ネットワークに対してNmapスキャンを実行します(プロファイル設定で指定)。

サテライト型スキャンのステータスを確認するには、Discoverメニューで [Profiles (プロファイル)] をクリックします。

[Status (ステータス)] 列のアイコンにカーソルを合わせると、ステータスメッセージが表示されます。あるいは、をク

リックしてプロファイルを展開すると、より詳細なステータスとトラブルシューティング情報が表示されます。

3. 定義したReissue every (再発行間隔)の合間にDiscoverに結果をインポートします。

サテライト型スキャンの結果

スキャン結果

インターフェイスを検出したあとは、[Interfaces (インターフェイス)] ページに以下のアイコンとともにインターフェイスが一覧表示されます。

l : Tanium Clientがインストールされている管理対象のインターフェイス。

l : Tanium Clientがインストールされていなくて、Tanium Clientのインストール候補になる非管理対象のインターフェイス。

l : 管理不能なインターフェイスは、Tanium Clientを実行できないデバイス上にあります。デフォルトでは、管理不能なインター

フェイスには、Tanium ClientでサポートされていないOSプラットフォームが存在し、[Unmanageable OS Platforms (管理不能な

OSプラットフォーム)]の自動ラベルで示されます。管理不能なインターフェイスは管理対象および管理対象外インターフェイス

統計には含まれません。

[Interfaces (インターフェイス)] ページに表示される列は、インターフェイスの検出に使用されたプロファイルの種類と検出方法によって

異なります。詳細は、以下を参照してください。関連情報：プロファイルの種類によって異なる返されるデータ(116ページ)。

サテライト型スキャンで検出された非管理対象のインターフェイスには、その検出を行ったサテライトのIDが含まれます。このIDは、

[Interfaces (インターフェイス)] ページの [Details (詳細)] テーブルの [Satellite ID (サテライト ID)] 列に表示されます。

スキャン結果を強制的にインポートする

Reissue every (再発行間隔)の時間の経過を待たずに、最新のスキャン結果を強制的にインポートすることができます。
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1. Discoverの[Profiles (プロファイル)] ページに移動します。

2. [Reimport Scan Results (スキャン結果の再インポート)] をクリックします。このボタンをクリックすると：

o レベル1プロファイルのスキャン結果が収集されてインポートされます。

o レベル2と3，4のスキャン結果が収集されます。エンドポイント上で、これらのメソッドがアクティブでない場合、結果

は収集されません。

o サテライトプロファイルのスキャン結果はサテライトから収集されます。

o 一元型プロファイルのスキャン結果は、Tanium Module Serverから収集されます。

[Reimport Scan Results (スキャン結果を再インポート)] をクリックすることで、レベル2や3、4、あるいは分

散型スキャン、サテライト、一元型スキャンが強制的に実行されることはありません。レベル2、3、または4

の分散型スキャンがすでに配布されていて、エンドポイントで有効な場合は、そのスキャン結果が収集さ

れます。サテライト型スキャンの場合、最新のスキャンの結果は関連するサテライトから収集されます。一

元型スキャンの場合、最後スキャンの結果はTanium Module Serverから収集されます。

次に取り組むこと

l スキャンに関する問題のトラブルシューティングについては、「Discoverのトラブルシューティング(108ページ)」を参照してください。

l ラベルを使用してインターフェイスを管理します。詳細については、「インターフェイスの管理 (91ページ)」を参照してください。

l Discoverイベントの通知を設定します。詳細については、「イベント通知用の接続を作成する(103ページ)」を参照してください。
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一元型スキャンの実行

一元型スキャンを使用して、Tanium Module Serverから、Amazon EC2や非管理サブネットなどの非管理環境をスキャンします。

一元型Nmapスキャンを使用して非管理サブネットをスキャンする

一元型Nmapスキャンを使用すると、非管理サブネットのインターフェイスを検索することができます。Network Mapper (Nmap)ユーティリ

ティは、対象ネットワーク上のModule Serverからホスト検出とOSフィンガープリント処理を実行することで、ネットワークインターフェイスに

関する情報を検索します。

一元型Nmapスキャンは、レベル4の分散型スキャンと同等です。

インターフェイスページの値：一元型Nmap

デフォルトでは、Discoverは一般的に使用される1000のTCPポートをスキャンして、[OS Generation (OSの世代)] フィールドを計算しま

す。(詳細は、「TCPおよびUDPポートの上位1,000 (nmapのデフォルト )」を参照してください。) プロファイル設定では、スキャンするポート

の設定を変更したり、最初にスキャンする情報元のポートを変更したりできます。[OS Generation (OSの世代)] フィールドはNmapから

の「最有力候補」であり、管理対象インターフェイスについては表示されません。

OSのフィンガープリント処理とホスト名解決の精度は、スキャン対象として選択したネットワークまでの距離によって異なります。検索す

るネットワークホップの距離が長いほど、Nmapによるオペレーティングシステムの特定は難しくなります。

検出されたインターフェイスのMACアドレスが、リモートネットワークスキャンで返されない場合があります。インターフェイスにMACアドレス

がない場合は、そのIPアドレスが一意の識別子として使用されます。

一元型Nmapプロファイルを作成すると、NmapユーティリティがModule Serverにインストールされます。一元型Nmapプロファイルをすべ

て削除すると、Nmapユーティリティも削除されます。

一元型Nmapスキャン用プロファイルを設定する

一元型スキャンのプロファイルの設定では、スキャンするネットワークとディスカバリメソッド、スキャンスケジュールを指定します。

準備

l 対象ネットワークの情報を事前に用意します。この情報は、最大4096個のIPアドレス(/20ネットワーク1つに相当)のCIDRアドレス

のコンマ区切りのリストです。

l (任意)ロケーションファイルを作成して、検出されたインターフェイスに物理的なロケーションをマッピングします。特定のロケー

ションにユーザを割り当てて、特定のユーザグループに対するアクセス権を制限します。ロケーションはDiscoverのスキャンが完了

するたびに評価されるため、ロケーションはいつでも設定することができます。詳細は、「ロケーション(91ページ)」を参照してくださ

い。

最も完全なスキャン結果を得るには、プロファイルを設定する前にロケーションをインポートします。ロケーション

は、後でネットワークに関する追加の情報があると更新することができます。

https://nullsec.us/top-1-000-tcp-and-udp-ports-nmap-default
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1. プロファイルを追加します。Discoverメニューから [Profiles (プロファイル)] をクリックします。Create Profileをクリックします。

2. プロファイルに名前を付け、プロファイルの種類として [Centralized (一元型)] を選択します。

3. [Discovery Method (ディスカバリメソッド )] で、[Nmap Scan with Host Discovery and OS Fingerprinting (Nmapスキャンでホス

ト検出とOSフィンガープリント)] を選択します。

4. スキャンするポートを指定します。
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5. スキャン包含では、Tanium Module Serverがスキャンの対象にするのCIDRアドレスセットを指定します。除外(個々のIPアドレスや

サブネットなど)を追加して、指定した包含範囲内のスキャンを制限します。たとえば、対象ネットワークが192.168.0.0/20の場合、

192.168.1.0/24および192.168.0.1を除外するように指定できます。
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6. スキャンスケジュールおよびスキャン時期を設定することができます。

a. Schedule (スケジュール): スケジュールでは、スキャンを実行する頻度を指定します。

スキャン頻度としては、大半の環境で1時間に1回が推奨されます。

b. スキャンウインドウ: ディカバリプロセスを実行する具体的な時間を設定します。

スキャン時期内に実行されるようにスキャンがスケジュールされていない場合、スキャンでは何も実行されません。たとえば、

スキャン設定を作成し、エンドポイントをスキャンする頻度は毎日にし、ただし、午後6:30～11:30など、営業時間外に実

行するようにスキャン実行時間を指定できます。

スケジュールセクションのスキャンウィンドウの [Duration (時間の長さ)] は、[Reissue every (再発行頻度)] の設定値以上

である必要があります。短い場合、スキャンが実行されない場合があります。

7. Createをクリックします。
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検出プロセス

1. 一元型Nmapプロファイルを初めて実行すると、Module ServerにNmapユーティリティがインストールされます。スキャンは、スケ

ジュールされた間隔で実行されます。

2. 対象ネットワークに対してNmapスキャンを実行します(プロファイル設定で定義)。

3. 指定した [Import Frequency (インポート頻度)] の間にDiscoverに結果をインポートします。詳細は、インポート頻度を設定する

(61ページ)を参照してください。

Endpoint Configurationで承認を有効にしている場合は、Endpoint Configurationを展開する前に、Endpoint Configurationで構成

変更を承認にしておく必要があります。

Amazon EC2環境をスキャンする

Amazon EC2環境の非管理対象インターフェイスは、Tanium Module Serverから検出することができます。

インターフェイスページの値：aws api

準備

l ポート443を使用してTanium Module Serverからec2.*.amazonaws.com、sts.*.amazonaws.com、および

sm.*.amazonaws.comにアクセスできるようにネットワークを設定します。

l Tanium Module Server用にプロキシサーバを設定しれている場合は、そのサーバが [Basic (基本)] サーバタイプであることを確

認します。Amazon EC2は [NTLM] サーバタイプをサポートしていません。詳細は、次を参照してください。Tanium Core

Platform展開リファレンスガイド：プロキシサーバの種類

l (任意)ロケーションファイルを作成して、検出されたインターフェイスに物理的なロケーションをマッピングします。特定のロケー

ションにユーザを割り当てて、特定のユーザグループに対するアクセス権を制限します。ロケーションはDiscoverのスキャンが完了

するたびに評価されるため、ロケーションはいつでも設定することができます。詳細は、「ロケーション(91ページ)」を参照してくださ

い。

最も完全なスキャン結果を得るには、プロファイルを設定する前にロケーションをインポートします。ロケーション

は、後でネットワークに関する追加の情報があると更新することができます。

APIユーザを設定する

EC2環境にアクセスするには、APIアクセス権と必要なアクセス権限を持つユーザが必要です。

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/server_proxy_settings.html#types
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/server_proxy_settings.html#types
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1. プログラマティックアクセス権を使用して、Amazon Web Services (AWS)にユーザを作成します。このユーザにはアクセスキーIDと秘

密アクセスキーが必要です。詳細は、以下を参照してください。AWSドキュメント : AWSアカウントでのIAMユーザの作成。

2. AWSで作成したユーザに次のポリシーを添付します。このポリシーは、ユーザのアクセス権をDiscoverの最小要件に制限します。

詳細は、以下を参照してください。AWSドキュメント : 最初の顧客管理ポリシーを作成して添付します。

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": [

"ec2:DescribeImages",

"ec2:DescribeInstances",

"ssm:DescribeInstanceInformation"

],

"Resource": "*"

}

]

}

Amazon EC2の一元型スキャン用プロファイルを設定する

一元型スキャン用のプロファイルの設定では、AWS用の資格情報とスキャンスケジュールを指定します。

1. プロファイルを追加します。Discoverメニューから [Profiles (プロファイル)] をクリックします。Create Profileをクリックします。

2. プロファイルに名前を付け、プロファイルの種類として [Centralized (一元型)] を選択します。

3. [Discovery Method (検出方法)] で、[Amazon Web Services] EC2 Cloud API (AWS EC2クラウドAPI)] を選択します。

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users_create.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/tutorial_managed-policies.html
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4. Tanium Module ServerをAmazon EC2環境に接続するための検出方法の詳細を入力します。

プロファイルを保存した後、シークレットアクセスキーは保持されます。後でプロファイルを編集する場合も、キー

を入力する必要はありません。

5. AWSとの接続をテストします。[Test Credentials (資格情報のテスト)] をクリックします。選択されたすべてのリージョンに対して資

格情報がテストされます。[Regions (地域)] 設定を編集して、IDとキーがアクセス権を持つ地域のみを含めます。

6. AWSにクエリを発行する頻度を定義したスキャンスケジュールを設定します。

7. Createをクリックします。

検出プロセス

Amazon EC2一体型スキャンプロファイルを保存すると、次のアクションが実行されます。

1. スケジュール済み間隔で、Tanium Module ServerはAWS APIを使用してEC2環境にクエリを発行します。

2. AWSからの情報はAWS APIから収集されます。TaniumがEC2インスタンスに個々にアクセスすることはありません。

3. 指定した [Import Frequency (インポート頻度)] の間にDiscoverに結果をインポートします。詳細は、インポート頻度を設定する

(61ページ)を参照してください。
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Discoverでは、複数のNICを持つEC2インスタンスには複数のインターフェイス(NICごとにインターフェイスが1つ)が存在す

ることになります。

Endpoint Configurationで承認を有効にしている場合は、Endpoint Configurationを展開する前に、Endpoint Configurationで構成

変更を承認にしておく必要があります。

一元型スキャンの結果

スキャン結果

インターフェイスを検出したあとは、[Interfaces (インターフェイス)] ページに以下のアイコンとともにインターフェイスが一覧表示されます。

l : Tanium Clientがインストールされている管理対象のインターフェイス。

l : Tanium Clientがインストールされていなくて、Tanium Clientのインストール候補になる非管理対象のインターフェイス。

l : 管理不能なインターフェイスは、Tanium Clientを実行できないデバイス上にあります。デフォルトでは、管理不能なインター

フェイスには、Tanium ClientでサポートされていないOSプラットフォームが存在し、[Unmanageable OS Platforms (管理不能な

OSプラットフォーム)]の自動ラベルで示されます。管理不能なインターフェイスは管理対象および管理対象外インターフェイス

統計には含まれません。

[Interfaces (インターフェイス)] ページに表示される列は、インターフェイスの検出に使用されたプロファイルの種類と検出方法によって

異なります。詳細は、以下を参照してください。関連情報：プロファイルの種類によって異なる返されるデータ(116ページ)。

スキャン結果を強制的にインポートする

Reissue every (再発行間隔)の時間の経過を待たずに、最新のスキャン結果を強制的にインポートすることができます。

1. Discoverの[Profiles (プロファイル)] ページに移動します。

2. [Reimport Scan Results (スキャン結果の再インポート)] をクリックします。このボタンをクリックすると：

o レベル1プロファイルのスキャン結果が収集されてインポートされます。

o レベル2と3，4のスキャン結果が収集されます。エンドポイント上で、これらのメソッドがアクティブでない場合、結果

は収集されません。

o サテライトプロファイルのスキャン結果はサテライトから収集されます。

o 一元型プロファイルのスキャン結果は、Tanium Module Serverから収集されます。

[Reimport Scan Results (スキャン結果を再インポート)] をクリックすることで、レベル2や3、4、あるいは分

散型スキャン、サテライト、一元型スキャンが強制的に実行されることはありません。レベル2、3、または4

の分散型スキャンがすでに配布されていて、エンドポイントで有効な場合は、そのスキャン結果が収集さ

れます。サテライト型スキャンの場合、最新のスキャンの結果は関連するサテライトから収集されます。一

元型スキャンの場合、最後スキャンの結果はTanium Module Serverから収集されます。
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次に取り組むこと

l スキャンに関する問題のトラブルシューティングについては、「Discoverのトラブルシューティング(108ページ)」を参照してください。

l ラベルを使用してインターフェイスを管理します。詳細については、「インターフェイスの管理 (91ページ)」を参照してください。

l Discoverイベントの通知を設定します。詳細については、「イベント通知用の接続を作成する(103ページ)」を参照してください。
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インターフェイスの管理

ロケーションまたはラベルを適用してインターフェイスを編成します。ロケーションは、ユーザが定義した形式でのネットワークおよび物理

的なロケーションの階層情報です。ラベルは一連の条件に基づいてインターフェイスに追加される属性であり、ラベルの条件に一致する

インターフェイスに対するアクションとして無視、パージ、管理不能のマーク付け、通知の送信を設定することができます。

ロケーション

検出されたインターフェイスは、サブネットを地理的または物理的ロケーションにマッピングすることでグループ化することができます。ネット

ワークアドレスおよびネットワークアドレス変換(NAT)アドレス (CIDR、IP、またはIP範囲)をロケーションの階層情報にマッピングすると、

[Interface (インターフェイス)] ページでそれぞれのロケーションに存在するデバイス数の情報を表示することができます。また、ネットワー

クインターフェイス情報へのアクセス権をTaniumユーザグループに割り当てることもできます。

所在地アクセス権限がペルソナで有効になるには、所在地に割り当てられたユーザグループを、代替ペルソナではな

く、ユーザのデフォルトのペルソナに追加する必要があります。ペルソナとユーザグループについての詳細は、次を参照し

てください。Tanium Consoleユーザガイド：ペルソナの管理とTanium Consoleユーザガイド：ユーザグループの管理を参

照してください。

ロケーションの階層の作成では、ネットワークチームと協力してください。通常、ネットワークチームはIPアドレス管理

(IPAM)データベースにロケーション情報を保持します。

ロケーションのスプレッドシートを作成する

コンマ区切り値(CSV)ファイルを作成することでロケーションをインポートすることができます。このファイルはUTF-8エンコード形式である必

要があります。

CSVのヘッダ

CSVファイルの1行目は、少なくとも3つのヘッダを含める必要があります。ネットワーク、NAT、および少なくとも1つの所在地の列。ロケー

ションに複数のヘッダーを持たせて、ロケーション情報を階層化することができます。ロケーションのヘッダーの名前は特定のパターンに従

う必要はありませんが、最初の2つの列にはNetwork値とNAT値が含まれている必要があります。

CSVの値

CSVの値としては、英数字、空白、括弧(())、ナンバー記号 (#)、ハイフン(-)を使用することができます。

l [Network (ネットワーク)] 列 : ネットワーク列の値には、CIDRとIP範囲を混在させることができます。

l [NAT] 列 : NAT列の値には、CIDRとIP範囲を混在させることができます。この列はCSVファイルに必ず存在する必要がありますが、

値は、""を値として使用することで空白のままにすることができます。

l Locations (所在地)の列 : 所在地のヘッダーと値はユーザが定義することができ、一般に最大の地理的所在地(国、地域)

から最小の地理的所在地(都市、オフィス)の順に定義します。場所には最大5列( 例えば、国、州、市、ビル、階) を使用しま

す。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_personas.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_user_groups.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_user_groups.html
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各行の最後が、ファイルに指定された階層内の一意のロケーションであることを確認します。詳細は、以下を参照してください。問題：

ロケーションのCSVファイルのエラー(109ページ)。

CSVの例

"ネットワーク","NAT","国","州","サイト","建物","階"

"10.0.0.0/24","","United States","New York","NYC","300 Madison","33"

"10.1.5.100-10.1.5.250","","United States","New York","NYC","300 Madison","30"

"10.2.1.0/24","10.2.2.200-10.2.2.205","United States","North Carolina","RTP","Pinnacle 3005","5"

ロケーションをインポートする

Discover上の既存のロケーションは、ロケーションを含むCSVファイルのアップロードのたびに削除され、新しいファイルか

ら階層情報に置き換えられます。

1. Discoverメニューから、[Locations (ロケーション)]をクリックします。

2. [Import Locations (所在地をインポート)] をクリックして、作成したCSVファイルをアップロードします。ロケーション値が評価され、

インターフェイスのリストに適用されます。

3. [Locations (ロケーション)] タブにロケーション一覧が表示されます。ロケーションは必要に応じて検索できます。検索結果に基づ

いてフィルタリングしたCSVファイルをエクスポートするには、[Export Locations (所在地をエクスポート)] をクリックします。

ロケーションにアクセス権限を割り当てる

ロケーションに基づいてDiscoverのデータへのアクセス権をユーザグループで割り当てることができます。ユーザグループにロケーションへの

アクセス権限が付与されると、そのグループのユーザは、指定されたロケーションにあるインターフェイスのみを表示することができます。
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ロケーションにアクセス権限を割り当てる前、すべてのユーザはすべてのロケーションを表示することができます。ロケー

ションに対するアクセス権限を割り当てた後、ユーザがインターフェイスを表示するには、そのユーザにロケーションアクセ

ス権限を割り当てる必要があります。Tanium管理者、Discover管理者、およびDiscoverオペレータユーザはすべてのイ

ンターフェイスを見ることができます。ロケーションのアクセス権限が定義されている場合、Discover Userロールのユーザ

はラベルを作成できなくなります。

1. Discoverモジュールに対するアクセス権を持つユーザ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：ユーザグループの管理。

2. Discoverメニューで [Locations (ロケーション)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Create Permissions (権限の作成)] をクリックし

ます。

3. ユーザグループと関連場所を選択します。ロケーションに子のロケーションがある場合は、すべての子が選択されます。

[Save (保存)] をクリックします。

ロケーションの結果

検出スキャンのインポートプロセスでは、ロケーションが評価されて、インターフェイスに適用されます。[Interfaces (インターフェイス)] >
[Locations (所在地)] チャートでは、所在地でフィルタリングすることができます。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_user_groups.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_user_groups.html
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このチャートには、割り当てられているアクセス権限に関係なくすべてのインターフェイスが表示されますが、下のグリッドのインターフェイス

には、割り当てられている権限に基づいてユーザに許可されて情報だけが表示されます。

ラベル

ラベルを作成することで、組織やチーム、製造元など、さまざまな属性でインターフェイスをグループ分けすることができます。プリンタ、IP

電話、ルーターやスイッチなどのネットワークデバイスを含め、Taniumが管理していないデバイスにマークを付けることもできます。

Discoverのラベルギャラリー

Discoverのラベルギャラリーを参照すると、Discoverでよく定義されているラベルを表示することができます。(ラベルギャラリーは、

[Discover Overview (Discoverの概要)] > [Help (ヘルプ)] ページから表示することもできます。) ギャラリーを使用して自動ラベルを作成

することで、インターフェイスにメンテナンスや一般的なデバイスタイプ、一般的なサーバ構成のマークを付けることができます。実際の環

境によって関係のないラベルもあるため、リスト内容をよく確認して、インポートするラベルを決定してください。ラベルギャラリーからのラベ

ルのインポートについては、「ラベルを管理する (95ページ)」を参照してください。

ひな形のラベルコレクションとしてCollection of labels for New Deployment or POC (新規展開/POC用ラベルコレクショ

ン)をインポートし、環境に合わせてカスタマイズしてください。このコレクションには、製造元名に基づく一般的な非管理

デバイス用のラベルと、30日間出現しなかったインターフェイスをパージするラベルが含まれています。このコレクションは

ひな形として適していますが、実際の環境に合わせてラベルをカスタマイズする必要があります。非管理インターフェイス

をTanium Clientのインストール対象にするラベルを定義します。

インターフェイスに手動でラベルを付ける

1つのインターフェイスに、複数のラベルを定義できます。ラベル情報はDiscoverにインベントリと共に保存され、次のスキャンまで保持さ

れます。

https://content.tanium.com/files/discoverlabels/latest/
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ラベルを作成する

l [Interfaces (インターフェイス)] ページでインターフェイスにラベルを付けることができます。ラベルを付けるインターフェイスを選択

し、[Add Label (ラベルの追加)] をクリックします。選択したインターフェイスに既存のラベルを適用します。

l [Labels (ラベル)] ページからラベルを作成するには、Discoverメニューに移動して、[Labels (ラベル)] をクリックし、[Create Label
(ラベルの作成)] をクリックします。

インターフェイスに自動ラベルを手動で追加することはできません。自動ラベルは、ラベル条件に基づいてのみインター

フェイスに適用されます。インターフェイスに自動的にラベルを付ける(96ページ)をご覧ください。

ラベルを管理する

ラベルは、[Labels (ラベル)] ビューで管理することができます。ラベルはJSONファイルの形式でインポートしたり、エクスポートしたりできま

す。

l ラベルの定義をインポートまたはエクスポートするには、[Import Labels (ラベルをインポート)]または[Export All (すべてエクス

ポート)]をクリックします。ラベルを選択して、[Export (エクスポート)] をクリックしてエクスポートすることもできます。

l ラベルをクリックすると、ラベルの詳細が表示されます。どのインターフェイスがラベル、ラベルのエクスポート、編集、削除に接続

されているかを見ることができます。ラベルを削除すると、関連するすべてのインターフェイスからそのラベルが削除されます。

インターフェイスを無視する

インターフェイスを無視すると、そのインターフェイスが一覧から削除されて、[Interfaces (インターフェイス)] > [Ignored (無視)] ページの

リストに追加されます。無視されたインターフェイスは、ビューおよびカウントに含まれません。

l インターフェイスを無視するには、インターフェイスを選択し、[Ignore (無視)] をクリックするか、自動ラベルを作成してインター

フェイスを無視します。

l インターフェイスの追跡を再開するには、[Interfaces (インターフェイス)] > [Ignored (無視)] ページでインターフェイスを更新しま

す。

自動ラベルでインターフェイスを無視すると、インターフェイスの手動設定でその無視を上書きすることはできません。インターフェイスを

手動で無視した場合は、Discoverメニューの [Ignored (無視)] でインターフェイスを見つけ、[Unignore (無視解除)] をクリックします。

インターフェイスを管理不能とマークする

デフォルトでは、事前定義のUnmanageable OS Platforms (管理不能OSプラットフォーム)自動ラベルは管理不能マークが付いたイン

ターフェイスを示し、[Interfaces (インターフェイス)] > [Unmanageable (管理不能)] ページに表示されます。
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l [Interfacesインターフェイス] ページからインターフェイスに手動で管理不能のマークを付けるには、リストからインターフェイスを

選択し [Mark Unmanageable (管理不能マーク)] をクリックします。このアクションでは次のラベルが適用されます。Manually
Marked Unmanageable (手動の管理不能マーク)。

l カスタム基準に基づいてインターフェイスに自動的に管理不能マークを付けるには、[Mark Unmanageable (管理不能マーク)]ラ
ベルアクティビティを使用します。インターフェイスに自動的にラベルを付ける(96ページ)をご覧ください。

l 手動の管理不能マークの付いたインターフェイスに後で管理可能マークを付けるには、[Interfaces (インターフェイス)] >
[Unmanageable (管理不能)] ページでそのインターフェイスを更新します。

管理可能のマークが付けられたインターフェイスが、Unmanageable OS Platforms (管理不能OSプラットフォーム)自動ラベル付け基準

で管理対象外とみなされても、インターフェイスは管理可能のままになります。

インターフェイスに自動的にラベルを付ける

多数のインターフェイスにラベルを付ける必要がある場合は、インターフェイスに自動ラベルを設定することを検討してください。インター

フェイスには、Discoverの非管理インターフェイス操作が実行されるたびに自動ラベルが付けられます。インターフェイスにラベルを適用す

るだけでなく、ラベルの条件に一致するインターフェイスに対する実行するアクションを設定することもできます。

1. 次のいずれかの方法で自動ラベリングを設定します。

l ラベルを作成するときに、ラベルの種類を [Automatic (自動)] に変更します。

l 既存のラベルを自動的に作成するには、[Labels (ラベル)]ビューを開いてから、[Edit (編集)]をクリックします。ラベルの種

類を [Automatic (自動)] に変更します。

2. [Conditions (条件)] に設定した条件に一致するインターフェイスに適用するアクティビティを選択します。

l Retain (保持): 一致するインターフェイスを Discoverデータベースに保持します。Retain Activibity (保持アクティビティ)と
条件はそれぞれ、少なくとも1つ選択および追加する必要があります。

o ラベル付け

n Label：インターフェイスにラベルを適用します。

n Mark Unmanageable (管理不可能とマーク): インターフェイスに管理不能(Tanium Clientの実行不可)

マークを付けます。
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o 通知と昇格

n Notify (通知): Tanium Connectを使用してインターフェイスに関する通知を送信します。

n Promote (昇格)：他のモジュールで使用できるよう非管理対象インターフェイスのデータをTanium Data

Serviceに昇格します。昇格できるのは非管理インターフェイスだけです。ネットワークスキャンでインター

フェイスが検出された場合、そのインターフェイスにはMACアドレスも必要です。

[Promote (昇格)] を選択すると自動的に条件が適用されます。追加の条件は必要あ

りません。

Tanium Data Serviceについての詳細は、次を参照してください。Tanium Consoleユーザ

ガイド：収集したセンサー結果を管理する。

l Ignore (無視): [Ignored Interfaces (無視対象のインターフェイス)] のリストにインターフェイスを追加します。

l Purge (パージ): Discoverデータベースの条件に一致するインターフェイスを削除します。

3. アクティビティを適用する条件を追加します。これらの条件と各種検出方法で返される情報については、以下を参照してくださ

い。関連情報：プロファイルの種類によって異なる返されるデータ(116ページ)。

複数値条件

IP Address (IPアドレス)、Hostname (ホスト名)、Labels (ラベル)の条件は、パターンや範囲マッチングに対応しています。これらの

条件のそれぞれに対応するマイナスのバージョンがあります。正規表現はサポートされていません。

l <value>が以下と等しい：完全一致、たとえば192.168.1.195

l 以下の範囲内にアドレスがある：IPアドレスの場合は、192.168.1.195-192.168.1.197、192.168.1.0/24などの

範囲(CIDRを含む)。

l 以下のパターンにマッチする<value>がある：*(複数文字)と?(単一文字)を使用できるglob検索。たとえば

192.168.1.???は最後のオクテットが3桁のIPを検索します。

パターンは、値全体が一致する必要があります。

l Has a <value> that contains: 値の部分一致

l を含む：<value>少なくとも1つの値の一致

4. 条件を適用し、Matching Interfaces (一致インターフェイス)を確認します。

5. ラベルを作成します。

検出メソッドの結果をインポートするたびに、ラベリングがインターフェイスに適用されます。

例：最後に検出された日付に基づいて、インターフェイスを自動的に無視またはパージする

30日間出現しなかったインターフェイスをパージします。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_sensors.html#manage_sensor_collection
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_sensors.html#manage_sensor_collection
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[Ignored Interfaces (インターフェイスの無視)] ページにインターフェイスを移動するか、Discoverからインターフェイスを削除する

自動ラベルをセットアップすることで、短期間の間ネットワークに存在する一過的デバイスに対処することができます。

たとえば、過去30日現れなかったインターフェイスを無視することができます。このラベルを設定するには、以下のオプションを選択

します。条件としてLast Discovered (前回出現)、Older Than (より古い)、30 days (30日)を選択し、ラベルアクティビティとして

Ignore (無視)を選択します。

インターフェイスを削除するには、[Purge (パージ)]をラベルアクティビティとして選択します。インターフェイスがパージされると、その

インターフェイスに関するすべての履歴情報がDiscoverおよびDiscoverデータベースから完全に削除されます。インターフェイスに関

する履歴情報の一部を保管したい場合は、無視のラベルアクティビティを検討してください。

バージョン4.4で初めてDiscoverをインストールし、Tanium推奨インストールのワークフローを使用した場合は、よ

り徹底した [Purge Stale Interfaces (古いインターフェイスをパージ)] ラベルを使用した方が良い場合もありま

す。このラベルは、24時間の間表示されなかったクラウドインターフェイスと、7日の間表示されなかった他のすべて

のインターフェイスをパージするように設定されています。これらの設定は、[Labels (ページ)] から変更することがで

きます。

例：ワイルドカード文字を使用して、インターフェイスに自動的にラベルを付ける

自動ラベルでは、ワイルドカードとしてアンダースコア(_)文字を使用することができます。

たとえば、インターフェイスのラベルをMACアドレスでフィルタリングするとします。以下のMACアドレスが存在します。

02-0F-B5-61-AB-01
02-0F-B5-38-1F-39
02-0F-B5-98-5B-69
02-0F-B5-55-0C-21
02-0F-B5-32-FA-E1

自動ラベルを設定することができます。Mac Address (MACアドレス) contains (含む) B5-3_-

次のインターフェイスと一致します。

02-0F-B5-38-1F-39
02-0F-B5-32-FA-E1

インターフェイスのデータを表示する

[Interfaces (インターフェイス)] ページでは、いくつかの異なるカテゴリ別にインターフェイスを表示することができます。結果をカスタマイズ

およびフィルタリングし、その結果をCSVファイルにエクスポートできます。

[Summary (サマリ)] ページに加えて、[Unmanaged (非管理)]、[Unmanageable (管理不能)]、[Managed (管理)]ペー

ジを利用することもできます。

チャートを表示する

インターフェイスのデバイスの種類、ロケーション、ラベルを表す棒グラフを表示できます。
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1. Discoverメニューで、[Interfaces (インターフェイス)]をクリックします。製造元、ロケーション、ラベル別にグラフを表示できます。たと

えばManaged (管理)またはUnmanaged (非管理)などの有効なボタンをクリックすることで、インターフェイスのタイプに基づいて

チャートをフィルタリングできます。

2. さらにフィルタを追加するには、Filters (フィルタ)の [+Add (+追加)] をクリックして、フィルタの詳細を指定します。

インターフェイスを検出したデータの情報元を特定する

[Interfaces (インターフェイス)] ページ [Details (詳細)] テーブルにある[ディスカバリメソッド ] の値は、インターフェイスを検出したデータの

情報元に対応しています。

検出方式 データの情報元

arp 分散レベル1のスキャン

connected 分散レベル1のスキャン

ping 分散レベル2のスキャン

nmap 分散レベル3または4のスキャン

aws api Amazon EC2環境の一元型スキャン

centralized nmap 一元型Nmapスキャン

satellite nmap サテライト型スキャン

managed Discover - 管理対象インターフェイスの保存済みQuestion
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データグリッドに列を追加する

[Interfaces (インターフェイス)] ページの任意のデータグリッドで、そのグリッドの列をカスタマイズすることができます。[Customize

Columns (列のカスタマイズ)] をクリックします。その列で結果をソートしたり、データグリッドに列を追加したり、結果をフィルタリングしたり

することができます。

データをエクスポートする

インターフェイスの現在のデータグリッドをCSVファイルにエクスポートするには、[Export Data (データのエクスポート )] をクリックします。エク

スポートには、データグリッドに表示されているデータが含まれます。

CSVファイルの [Unmanageable (管理不能)] 列は、エンドポイントがTanium Clientによって管理可能かどうかを示します。

[Unmanageable (管理不能)] 列の数字の意味は、次の表に示す通りです。

Number ラベル

0 管理対象または管理可能 (自動 )

1 管理不能 (自動 )

2 手動で管理可能とマーク

3 手動で管理不能とマーク

Tanium Trendsでデータを表示する

綿密に定義されたラベルがあると、Tanium Trendsで[Discover - Labels (ラベル)] ボードを使用して、現在のラベル数と

ラベル数の経時変化を表示することができます。
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Discoverデータのエクスポート

DiscoverからTanium™ Connectにインターフェイスとイベント情報をエクスポートすることができます。

データエクスポートの推奨方法は、ConnectでDiscoverデータの情報元を利用する方法です。詳細は、「Connect送信先にインターフェ

イスデータをエクスポートする(101ページ)」を参照してください。

CSVファイルにエクスポートする

インターフェイスの現在のデータグリッドをCSVファイルにエクスポートするには、[Export Data (データのエクスポート )] をクリックします。エク

スポートには、データグリッドに表示されているデータが含まれます。

CSVファイルの [Unmanageable (管理不能)] 列は、エンドポイントがTanium Clientによって管理可能かどうかを示します。

[Unmanageable (管理不能)] 列の数字の意味は、次の表に示す通りです。

Number ラベル

0 管理対象または管理可能 (自動 )

1 管理不能 (自動 )

2 手動で管理可能とマーク

3 手動で管理不能とマーク

Connect送信先にインターフェイスデータをエクスポートする

電子メールやファイル、HTTP、ソケットレシーバ、Splunk、SQL ServerなどのConnect接続先のインターフェイスのレポートをDiscoverで作

成するには、接続を作成します。Connect 4.10以降が必要です。

以下のレポートでインターフェイスをエクスポートできます。

すべて

Discover内のすべてのインターフェイスをエクスポートします。

無視

無視とマークされたインターフェイスをエクスポートします。このリストは[Ignored Interfaces (無視されたインターフェイス)]ページ

にも表示されます。

ラベル付き

設定された自動ラベルを含めて、ラベル付けされたすべてのインターフェイスをエクスポートします。
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マネージド

Tanium Clientがインストールされたインターフェイスをエクスポートします。

ラベルなし

ラベルが何も付いていないインターフェイスをエクスポートします。

管理不能

管理不能としてマークされたインターフェイスをエクスポートします。

非管理

Tanium Clientがインストールされていないインターフェイスをエクスポートします。

作成する接続

次の接続を作成することで、考えられるネットワークの問題、Tanium Clientのインストール、インベントリ化が難しいデ

バイスを追跡することができます。

目的 Source Type (情報元の種類 ) 選択 接続先

Taniumへの報告がなくなったクライアントに関するアラート。ネット

ワークの問題である可能性があります。

Event (イベント) > Discover

Notifications (Discoverの通知 )

Lost

Interface

SIEM、ヘルプデスクま

たはメールアラート

複数のTaniumインストール環境のインターフェイスステータスの経

営陣向けロールアップの生成

Tanium Discover 管理対

象、非管

理

レポートツール

インベントリ化が難しいデバイス(IPテレフォニー、プリンター、セキュリ

ティカメラ、モノのインターネットデバイス)の分類

Tanium Discover 管理不能 レポートツール

Tanium ConnectでDiscover用に作成する接続

インターフェイスをエクスポートするための接続を作成する

1. 接続を作成します。

a. メインメニューから、Tanium Connectを開きます。[Create Connection (接続の作成)] をクリックします。

b. 接続に名前を付けます。

2. ソースセクションで、[Tanium Discover]ソースを選択します。使用したいレポートを選択します。

3. 送信先を選択します。
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4. フィルタを適用します。特定のラベルをエクスポートする場合、フィルタを適用するとよいでしょう。

たとえば、Lost Interfaceのタグが付いているすべてのインターフェイスをエクスポートする場合、正規表現フィルタを適用し、

[Labels (ラベル)] 対象列に一致させるテキストとしてLost Interfaceと入力します。

5. 形式設定とスケジュールを選択します。

6. [Save (保存)] をクリックします。

イベント通知用の接続を作成する

Discoverイベントに関するデータ通知は、電子メール、SIEM、Splunkなどの宛先に送信できます。通知を設定するには、Connectとの接

続を作成します。通知の構成には、次のDiscoverイベントグループを使用できます。

l Discover Label Notifications (Discoverラベル通知)

o 選択した一連の自動通知ラベルに基づいて、通知を設定します。個別ラベルまたは一群のラベル用の通知を作成す

るか選択することができます。このオプションを使用するためのカスタム通知ラベルを定義する必要があります。

l Discover Notifications (Discover通知)

o All labels (すべてのラベル)：設定されたすべての自動通知ラベルに対して通知を作成します。

o New unmanaged interface (新しいアンマネージドインターフェイス)：Discoverは、ご使用の環境内で新しいアンマネー

ジドインターフェイスを見つけました。この動作は、事前設定された新しいアンマネージドインターフェイスのラベルによっ

て制御されます。

o Newmanaged interface (新しいマネージドインターフェイス)：Discoverは、ご使用の環境内で新しいマネージドエンド

ポイントを見つけました。この動作は、事前設定された新しいマネージドインターフェイスのラベルによって制御されま

す。
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l Lost interface (喪失したインターフェイス)：Discoverは、以前に管理されていたアンマネージドインターフェイスを見つけ

ました。インターフェイスにLostのマークを付けるには、次の条件が満たされている必要があります。

n 1日の間、[Managed Interfaces (管理対象インターフェイス)] ページに表示されなかった

n [Last Discovered (前回検出)] 列に値がある

n 過去4時間のアクティブ検出(Nmapスキャン、接続、またはシンプルpingスクリプト )の結果で非管理インターフェ

イスと表示された

この動作は、事前設定された新しい喪失インターフェイスのラベルによって制御されます。インターフェイスの喪失を決

定する条件を更新するには、喪失したインターフェイスラベルのデフォルト設定を変更します。

前提条件

l Connectをインストールしている必要があります。詳細は、以下を参照してください。Tanium Connectユーザガイド：Tanium

Connectのインストールを参照してください。

l 接続を作成するには、Connect User (Connectユーザ)ロールが必要です。ユーザロールの設定ついての詳細は、以下を参照

してください。Tanium Core Platformユーザガイド：ユーザにロールを割り当てる。

l 通知に使用する自動ラベルが通知アクティビティを生成し、正しいデータを提供するように設定されていることを確認します。自

動ラベルについての詳細は、「インターフェイスに自動的にラベルを付ける(96ページ)」を参照してください。

Connectで通知を設定する

1. 接続を作成します。

a. メインメニューから、Tanium Connectを開きます。[Create Connection (接続の作成)] をクリックします。

b. 接続に名前を付けます。

https://docs.tanium.com/connect/connect/installing.html
https://docs.tanium.com/connect/connect/installing.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_users.html#Assign_roles
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2. データソースを設定します。

a. [Source (情報元)] で [Event (イベント)] 情報元を選択します。

b. [Discover Notifications (Discoverの通知)] を選択し、使用するイベントグループを選択します。

l [Discover Label Notifications (Discoverラベル通知)]イベントグループ向けに、通知を送信するラベルを選択しま

す。

ラベル通知は、定義済みのラベルではなく、自分が追加したラベルに使用できます。ユーザ定義のラベルがない場

合、Discover Label Notification (Discoverラベル通知)イベントグループは表示されません。
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l [Discover Notifications (Discover通知)]イベントグループ向けに、通知を送信する1つまたは複数のDiscoverイベ

ントを選択します。

3. (任意)データをフィルタリングします。

オプションで、新しい項目、正規表現、演算子、またはデータ列の一意の値をフィルタリングできます。
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4. 接続先を設定します。

[Select Destination (送信先を選択)]メニューにリスト表示された、いずれかの接続先を選択します。通知の一般的なオプション

には、Email、SIEM、およびSplunkがあります。ただし、使用可能な送信先ならどれでも使用できます。詳細については、Tanium

Connectユーザーガイドを参照してください。必要なフィールドに必要事項を入力して、[Create Connection (接続の作成)]をク

リックします。

https://docs.tanium.com/connect/index.html
https://docs.tanium.com/connect/index.html
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Discoverのトラブルシューティング

Discoverが正常に機能しない場合は、問題のトラブルシューティングまたは設定の変更が必要になることがあります。トラブルシューティ

ングのために情報を収集してTaniumに送信するには、ログおよびその他関連情報を収集します。

ログを収集する

情報は、ブラウザでダウンロードできる圧縮ZIPファイルとして保存されます。

1. Discoverの [Overview (概要)] ページで [Help (ヘルプ)] をクリックし、[Troubleshooting (トラブルシューティング)] タブをクリックし

ます。

2. [Collect (収集)]をクリックします。ZIPファイルの準備ができたら、[Download (ダウンロード )] をクリックします。

discover-support.[timestamp].zipファイルがローカルのダウンロードディレクトリにダウンロードされます。

3. Taniumサポートに問い合わせて、ZIPファイルを送信する最適なオプションを決めてください。詳細は、Taniumサポートに問い合わ

せる(115ページ)を参照してください。

Tanium Discoverは、次のディレクトリにあるdiscover.logファイルにログ情報を保存しています：<Module

Server>/services/discover-service-files/discover.logディレクトリ。

エンドポイントからトラブルシューティング情報を収集する

Client Managementを使用すると、エンドポイントに直接接続して、ログやその他の痕跡物の束を収集することができます。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Shared Services (共有サービス)] > [Client Management (クライアント管理)]
をクリックします。

2. Client Managementのメニューで、[Client Health (クライアントの健全性)]をクリックします。

3. [Direct Connect (直接接続)] 検索ボックスに、IPアドレスまたはコンピュータ名をフルにまたは一部を入力します。

検索が終了すると、検索結果が表示されます。

4. 検索結果からコンピュータ名をクリックしてエンドポイントに接続します。

5. [Gather (収集)] タブをクリックします。[Domain (ドメイン)]セクションで、トラブルシューティング情報を収集するカテゴリまたは

Taniumソリューションを選択します。

6. [Gather from Endpoint (エンドポイントから収集)]をクリックします。

選択したログと痕跡物がエンドポイントから収集されます。[Must Gathers (必須収集)]セクションにパッケージが表示され、パッ

ケージにはタイムスタンプと呼応する名前が付きます。

7. [Run State (実行状態)] 列にFinished (終了)と表示されたら、パッケージを選択し、[Download (ダウンロード )] をクリックして、ト

ラブルシューティング情報を含むZIPファイルをダウンロードします。

エンドポイントとの直接接続についての詳細は、『Tanium Direct Connectユーザガイド』を参照してください。

Client Managementでのクライアントの健全性機能の使用についての詳細は、「Tanium Client Managementユーザガイド：クライアント

の健全性監視」を参照してください。

https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/index.html
https://docs.tanium.com/client_management/client_management/client_health.html
https://docs.tanium.com/client_management/client_management/client_health.html
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Discoverのスキャン範囲を表示する

検出を実行する前にスキャン対象の範囲を表示したり、すでに実行済みの検出のトラブルシューティングを行うことができます。管理対

象インターフェイス間の計算ギャップを確認するには、Discover Scan Range (Discoverのスキャン範囲)センサーとDiscover Scan Range
- Unix (スキャン範囲の検出 - Unix)センサーを使用します。Discover Scan Range - Unix (Discoverのスキャン範囲 - Unix)センサーは

SolarisおよびAIXプラットフォーム用です。

たとえば、次のようなQuestionで使用できます Get Computer Name and Operating System and Tanium Client IP

Address and Discover Scan Range and Discover Scan Range - Unix from all machines. 結果には、各マネー

ジドエンドポイントとその前方および後方のピアの間の範囲が表示されます。

問題：スキャンの実行で結果が返されない

結果が返されるには、Discoverツールがエンドポイントに配布されている必要があります。結果が表示されない場合は、以下のことを

行ってください。

l Discoverアクショングループの設定を確認する。「Discoverのインストール(56ページ)」を参照してください。

l Discoverアクショングループのステータスを確認する。メインメニューから、[Administration (運用管理)] > [Actions (アクション)]
> [Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)] に移動します。

問題：スキャンされていないエンドポイントがある

一部エンドポイントがスキャンされないことがあります。たとえば、Question Get Discover Last Scan Range from all

machinesに対して[no results]が返されます。

スケジュール済みアクションのStart at (開始時刻)時刻を、プロファイルに設定されているスキャン時期のOpening Timeの数分後に調

整してみてください。

1. プロファイルの開始時期の開始時刻を取得します。Discoverメニューから [Profiles (プロファイル)] をクリックします。profile_name

にカーソルを合わせ、Edit (編集) をクリックします。[Scan Window (スキャン時期)] セクションで、[Openting Time (開始時刻)]

設定の値を確認します。

2. メインメニューから [Console (コンソール)] > [Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)] に移動し

ます。Tanium Discoverアクショングループをクリックします。

3. プロファイルに関連付けられているスケジュール済みアクションを選択します。[Discover Content - Execute Scan [profile_name]
(コンテンツの検出 - スキャンの実行 [profile_name])] または [Discover Content - Execute Scan for non-Windows [profile_
name](コンテンツの検出 (非ウィンドウのスキャン実行) [profile_name] )] を選択します。[Edit (編集)] をクリックします。

4. Start at (開始時刻)時刻を編集して、プロフィール中のOpenting Timeの数分後になるように設定します。開始を編集します。

問題：ロケーションのCSVファイルのエラー

Error: Network specified for a parent. (親にネットワークが指定されました。) Networks can only be

specified at the lowest level of the hierarchy. (ネットワークは、階層の最下位レベルにのみ指定できます。)とい

うメッセージがワークベンチに表示され、ロケーションのファイルをインポートできない場合は、CSVファイルのすべて行に階層内で一意の

ロケーションが指定されていることを確認します。
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たとえば、次のCSVファイルを考えてみてください。

CSVファイルに指定された階層をツリーとみなすと、各行は分岐です。行1では、Michigan枝を持つUnited States分岐が作成されます。

行8では、France分岐が作成されます。行11ではGermany分岐とBerlin枝が作成されます。

行13は階層内で一意のロケーションで終了していないため、エラーが生成されます。行11では、Germany分岐が作成されていて、行13

ではGermanyしか指定されていません。行13は、すでに作成済みのロケーションで終了しています。行14同様、行13で別のドイツの州

が指定されていた場合、行13ではエラーは生成されません。

FAQ (よくある質問) 管理対象インターフェイスの数がシステムステータスで表示さ

れる数よりも多い理由は？

Discoverでマネージドインターフェイスの数を比較すると、システムステータスページで報告されるTanium Clientの数よりも多くなる場合

があります。

この差異は想定されたものです。インターフェイスは固有のMACアドレスです。複数のネットワークインターフェイスコントローラ(NIC)を搭

載した1台のTanium Clientは、Discoverでは複数のインターフェイスとして表示されます。1つのコンピュータで複数の仮想マシンが実行

されている場合、そのコンピュータについて、仮想化ソフトウェアが報告するインターフェイス数が多くなることがあります。

エンドポイントのカバー率をモニタおよびトラブルシューティングする

次の表は、Endpoints Managed (%) (エンドポイントのカバー率(%))指標が期待値を下回っている場合の要因と、実施可能な是正措

置をまとめています。
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理由 是正措置

インストール方法のギャップ l インフラストラクチャにすでに組み込まれている既存のツールを使用する。

l 次のような標準的なツールを使用する(環境内の潜在的なシステムの一部しかカバーされないこ

とがある)。

o SCCM - 簡単な展開メカニズム(Windowsのみ)

o グループポリシー - 正しく設定することでTanium Clientを展開可能 (Windowsのみ)

o Salt - あらゆる環境 (クロスプラットフォーム)へのソフトウェアのインストールに使用される一般的

なツール

l Tanium Client ManagementなどのTaniumが提供するインストール方法を使用する

資格情報のギャップ Taniumが提供するインストール方法のいずれかを使用するには、資格情報を使用してシステムにアク

セスする必要があります。さまざまな管理チームや展開チームと協力して、システムへのインストールに

使用する資格情報を入手してください。サーバまたはワークステーションのサポートチームと協力して、

そうした分野の情報を入手してください。

ネットワークのギャップ DMZなどの「保護された」ネットワークやその他の機密エリアへのクライアントのインストールでは、しばし

ば問題が起きることがあります。それらの問題は技術的な問題ですが、通常、技術的なハードルは

ポリシーおよびアクセス権限の問題です。適切な関係者と協力して、環境でのTaniumの使われ方を

理解しておいてください。これらの保護されたネットワークにTanium Clientをインストールできるよう制限

緩和の取り決めをしてください。

管理までの平均時間をモニタおよびトラブルシューティングする

次の表は、管理までの平均時間指標が期待値に満たない場合の要因と、実施可能な是正措置をまとめています。

理由 是正措置

自動化なし Tanium Discoverによってクライアントを検出することはできますが、是正措置がなければ、プロジェクト

が停滞する可能性があります。Discoverラベルを使用して、Tanium Client Managementによるインス

トールの象設定までインストールを自動化することがポイントになります。可能なかぎりユーザ操作を

排除するか、Discoverラベルに基づくワークフローを作成してアイテムが検出されたときにヘルプデスクチ

ケットまたは簡単なメールリストが作成されるようにします。

https://www.youtube.com/watch?v=hnKIOsrAJJk&amp;t=14s
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理由 是正措置

最適化されていない検出設定 l 構成設定を調整する。

重要な要素は、スキャンの頻度とデータのインポートの頻度です。どのようなネットワーク環境で

も、Discoverスキャンが「低影響」になるように設定します。スキャン頻度としては、大半の環境で1

時間に1回が推奨されます。1時間に1回のスキャンは、影響はほぼゼロであり、非管理インター

フェイスに対してアクションを実行するのに十分な速さです。推奨されるインポートは30分おきであ

り、環境への影響はほとんどありません。

l スキャンの必要がないネットワークの部分をスキャン対象から除外する。

どのような組織であれ、成功するには、必ず例外が必要になります。Discoverにはきめの細かいコ

ントロールがあるため、スキャンしたくないものを除外することができます。詳細情報：Taniumコミュ

ニティの記事 : Getting Surgical with Endpoint Discovery: Using Targeting and Exclusions in

Tanium Discover(英語 )。

l OSの詳細を提供する検出方法を選択する。

オペレーティングシステムによってインストール要件が左右される場合 (たとえば、インストールを担

当するチームがオペレーティングシステムによって異なるなど)、適切な検出方法を選択することが

重要です。オペレーティングシステムに関する実際的な情報を入手するには、Nmapを使用した

OSフィンガープリント処理 (レベル4の分散型スキャンまたは一元型スキャン)が必要です。レベル2

のpingスキャンでは、必ずというわけではありませんが、OS情報が提供されることがあります。

l Discoverのラベルを使用して、環境をより深い理解に基づいてアイテムを管理対象にする。

Taniumのラベルギャラリーを使用して一般的なラベルをインポートすると、既存のインターフェイスの

管理の可否を判断できます。以下を参照してください。Taniumコミュニティの記事 : Discoverのラ

ベル - インポート可能な一般的なラベル(英語

l ベストプラクティス

o Taniumコミュニティのディスカッション: ホームネットワークがスキャンされないようにTanium

Discoverを設定するには、どうすればよいですか?

o Taniumコミュニティのディスカッション: 検出されたIT資産の可視性 - ビューからのデバイスの削

除

o Taniumコミュニティのディスカッション: 検出されたIT資産の可視化 - 管理可能なリソースの検

出

o Taniumコミュニティのディスカッション: Tanium Discoverのデータに、オンラインでなくなったIT資

産が表示されます。Tanium Discoverデータベースをクリーンに保つには、どうすればよいです

か?

https://community.tanium.com/s/article/Getting-Surgical-with-Endpoint-Discovery-Using-Targeting-and-Exclusions-in-Tanium-Discover
https://community.tanium.com/s/article/Getting-Surgical-with-Endpoint-Discovery-Using-Targeting-and-Exclusions-in-Tanium-Discover
https://community.tanium.com/s/article/Getting-Surgical-with-Endpoint-Discovery-Using-Targeting-and-Exclusions-in-Tanium-Discover
https://community.tanium.com/s/article/Discover-Labels-Common-labels-available-for-import
https://community.tanium.com/s/article/Discover-Labels-Common-labels-available-for-import
https://community.tanium.com/s/question/0D50e00004ZSI4GCAX/how-do-i-configure-tanium-discover-so-that-home-networks-are-not-scanned
https://community.tanium.com/s/question/0D50e00004ZSI4GCAX/how-do-i-configure-tanium-discover-so-that-home-networks-are-not-scanned
https://community.tanium.com/s/question/0D50e00004gz3S4CAI/visibility-of-discovered-assets-removing-devices-from-view
https://community.tanium.com/s/question/0D50e00004gz3S4CAI/visibility-of-discovered-assets-removing-devices-from-view
https://community.tanium.com/s/question/0D50e00004gz3OMCAY/visibility-of-discovered-assets-finding-likely-manageable-resources
https://community.tanium.com/s/question/0D50e00004gz3OMCAY/visibility-of-discovered-assets-finding-likely-manageable-resources
https://community.tanium.com/s/question/0D50e00004gyblZCAQ/i-see-assets-in-my-tanium-discover-data-that-are-no-longer-online-how-do-i-keep-my-tanium-discover-database-clean
https://community.tanium.com/s/question/0D50e00004gyblZCAQ/i-see-assets-in-my-tanium-discover-data-that-are-no-longer-online-how-do-i-keep-my-tanium-discover-database-clean
https://community.tanium.com/s/question/0D50e00004gyblZCAQ/i-see-assets-in-my-tanium-discover-data-that-are-no-longer-online-how-do-i-keep-my-tanium-discover-database-clean
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理由 是正措置

地域所有権 しばしば大企業では、サポート体制が地域によって異なります。インストールを支援する必要がある所

有チームに説明を提供するには、それぞれの地域に属するシステムを把握しておくことが重要です。ロ

ケーションを使用して、データをエクスポートまたは視覚化します。この3部構成の記事をご覧ください。

l Taniumコミュニティの記事 : Add a new dimension to your endpoint data with locations - Part 1

(英語 )

l Taniumコミュニティの記事 : Add a new dimension to your endpoint data with locations - Part 2

(英語 )

l Taniumコミュニティの記事 : Add a new dimension to your endpoint data with locations - Part 3

(英語 )

環境に関する理解 適切な展開には、何が機能していて、何が機能していないのかの理解が必要になることがあります。

Discoverのデータグリッドとチャートにより、環境をリアルタイムビューを得ることができます。経時的な変

化を俯瞰することで、展開状況を理解し、より大きなグループにまたがるさまざまなアイデアを出して活

かすことができます。俯瞰ビューを得るには、Tanium TrendsでDiscoverのボードを使用します。Tanium

コミュニティの記事 : Trendsを使用して、Discoverインターフェイスの経時変化を視覚化してください。

エンドポイントからNpcap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Npcapを削除するアクションを展開することができます。

1. Interactで、Npcapを削除するコンピュータを対象に設定します。

l Discover 4.3以降を使用してNpcapがインストールされているコンピュータの場合は、以下の対象絞り込みQuestionを実

行します。

Get Endpoint Configuration - Tools Status from all machines with Is Windows equals

True

l Npcapがインストールされている、その他のすべてのコンピュータ、あるいはNpcapがインストールされた方法が不明なコン

ピュータの場合は、以下の対象絞り込みQuestionを実行します。

Get Discover - Installed Npcap Version from all machines

2. 結果で、Npcap(Endpoint Configurationパッケージを使用している場合)またはバージョン(Discoverパッケージを使用している場

合)を選択し、Npcap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：Question

の結果の管理。

3. [Deploy Action (アクションを展開)] をクリックします。

https://community.tanium.com/s/article/Add-a-New-Dimension-to-Your-Endpoint-Data-with-Locations-in-Tanium-Discover-3-0
https://community.tanium.com/s/article/Add-a-New-Dimension-to-Your-Endpoint-Data-with-Locations-in-Tanium-Discover-3-0
https://community.tanium.com/s/article/Add-a-New-Dimension-to-Your-Endpoint-Data-with-Locations-in-Tanium-Discover-3-0-Part-2
https://community.tanium.com/s/article/Add-a-New-Dimension-to-Your-Endpoint-Data-with-Locations-in-Tanium-Discover-3-0-Part-3
https://community.tanium.com/s/article/Add-a-New-Dimension-to-Your-Endpoint-Data-with-Locations-in-Tanium-Discover-3-0-Part-3
https://community.tanium.com/s/article/Use-Trends-to-Visualize-Discover-Interfaces-Over-Time
https://community.tanium.com/s/article/Use-Trends-to-Visualize-Discover-Interfaces-Over-Time
https://docs.tanium.com/interact/interact/results.html#Drill_Down
https://docs.tanium.com/interact/interact/results.html#Drill_Down
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4. [Deploy Action (アクションを展開)] ページで、パッケージを選択します。

l Endpoint Configurationパッケージを使用している場合は、次の手順を実行します。

a. [Deployment Package (展開パッケージ)] ボックスにEndpoint Configuration - Uninstallと入力し、Endpoint
Configuration - Uninstall Tool [Windows]を選択します。

b. Tool Name (ツール名)でNpcapを選択します。

c. (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。

l Discoverパッケージを使用している場合は、次の手順を実行します。

a. [Deployment Package (展開パッケージ)] ボックスにDiscover - Uninstall Npcapと入力します。

b. (任意) デフォルトでは、パッケージはTaniumがインストールしたバージョンのNpcapのみをアンインストールします。イ

ンストールされているすべてのNpcapをアンインストールするには、[Remove Any Npcap Version (すべてのNpcap
バージョンを削除)] を選択します。

5. Show preview to continueをクリックします。

6. 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。

エンドポイントからDiscover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Discover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、Discoverの行を選択し、必要に応じてドリルダウンして、Discover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。

5. [Tool Name (ツール名)]でDiscover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。

https://docs.tanium.com/interact/interact/results.html#Drill_Down
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l Discover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Discover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) Discover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。

Discoverをアンインストールする

1. メインメニューから [Administration (管理)] > [Configuration (構成)] > [Solutions (ソリューション)]に移動します。Discoverの下

で、[Uninstall (アンインストール)]をクリックします。[Proceed with Uninstall (アンインストールに進む)]をクリックしてプロセスを完

了します。

2. 残りのDiscover関連の予定済みアクションとアクショングループを削除します。詳細については、以下を参照してください。Tanium

Consoleユーザガイド：アクショングループを削除します。

3. エンドポイントでアーティファクトの検出を確認します。次のQuestionを実行をします：Get Has Discover Artifacts =

"true" from all machines. このQuestionの実行によってエンドポイントが返され、エンドポイントから痕跡を取り除く場合

は、Taniumサポートにお問い合わせください。詳細は、Taniumサポートに問い合わせる(115ページ)を参照してください。

4. Discoverプラグインスケジュールの有無を確認します。メインメニューから、[Administration (運用管理)] > [Configuration (構
成)] > [Common (共通)] > [Plugin Schedules (プラグインスケジュール)]をクリックします。Discoverのプラグインスケジュールが存

在する場合は、Taniumサポートにお問い合わせください。

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://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/action_groups.html#Delete
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/action_groups.html#Delete
https://support.tanium.com/
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関連情報：プロファイルの種類によって異なる返さ

れるデータ

プロファイルスキャンからは一意のデータが返されます。このデータは、プロファイルの種類と実行されたスキャンによって異なります。たとえ

ばEC2とレベル4の検出では、検出されたインターフェイスに関するオペレーティングシステム情報が返されますが、他のレベルの検出方

法では返されません。

レベル

1

(ARP)

レベル

2

(Ping)

レベル3

(Nmap)

レベル4

(Nmap+

ホスト )

サ

テラ

イト

中央

スキャ

ンによ

る

Nmap

一元

型

AWS

EC2

管理

対象イ

ンター

フェイス

に対す

るス

キャン

の場合

クラウドプロバイダ

クラウドのタグ

インスタンスに割り当てられているタグ。

AWSドキュメント：Amazon EC2リソースに対するタグ付け

コンピュータID

検出方式

管理対象化
1

最初の表示

ホスト名

イメージID

仮想マシンの作成元のイメージ。

インスタンスID

インスタンスの一意の識別子。1つのインスタンスが複数のMACア

ドレスを持つことができます。

インターフェイスページに返される情報 - プロファイルの種類別

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Using_Tags.html
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レベル

1

(ARP)

レベル

2

(Ping)

レベル3

(Nmap)

レベル4

(Nmap+

ホスト )

サ

テラ

イト

中央

スキャ

ンによ

る

Nmap

一元

型

AWS

EC2

管理

対象イ

ンター

フェイス

に対す

るス

キャン

の場合

インスタンスの状態

インスタンスのライフサイクルの現在のフェーズ( 実行中、停止中

など) 。

AWSドキュメント：インスタンスのライフサイクル

インスタンスの種類

インスタンスのホストコンピュータのハードウェアの種類。

AWSドキュメント：インスタンスの種類

インターフェイス

特定のラベルを使用しているインターフェイス数。ラベルページに

のみ表示。

IPアドレス

管理ステータス

管理対象インターフェイスの場合は1、非管理インターフェイスの

場合は0です。

ラベル

プロファイルでラベルがインポートされると、それらラベルがインター

フェイスに適用されます。詳細については、ラベル(94ページ)を参

照してください。

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Last Discovered (最後の検出 )

インターフェイスが前回検出された日時。この属性は、インターフェ

イスの喪失がフラグ付けされた時点を判断するために使用されま

す。

(接続

の結

果の

み)

インターフェイスページに返される情報 - プロファイルの種類別 (続き)

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-lifecycle.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-types.html
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レベル

1

(ARP)

レベル

2

(Ping)

レベル3

(Nmap)

レベル4

(Nmap+

ホスト )

サ

テラ

イト

中央

スキャ

ンによ

る

Nmap

一元

型

AWS

EC2

管理

対象イ

ンター

フェイス

に対す

るス

キャン

の場合

Last Managed (最後の管理 )

最後にインターフェイスが管理対象インターフェイスとして返された

時点。この属性は、インターフェイスの喪失がフラグ付けされた時

点を判断するために使用されます。

最後の表示

どれかの検出メソッドで最後にインターフェイスが検出された時

点。この値は、すべての検出メソッドから返されます。この属性

は、インターフェイスが喪失されたとしてフラグ付けされた時点の判

断には使用されません。

起動時間

インスタンスが起動された時刻。

ロケーション

アップロードされたCSVファイルに基づくロケーション。検出方法に

従ってロケーションがインポートされると、それらのロケーションがイン

ターフェイスに適用されます。ロケーション(91ページ)

MAC 2 3

手動で無視

[Ignore (無視 )]をクリックすることで無視のマークが設定されたイン

ターフェイス。

メーカー

MACアドレスから得られたネットワークカードメーカー

4

NAT IPアドレス

インターフェイスページに返される情報 - プロファイルの種類別 (続き)
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レベル

1

(ARP)

レベル

2

(Ping)

レベル3

(Nmap)

レベル4

(Nmap+

ホスト )

サ

テラ

イト

中央

スキャ

ンによ

る

Nmap

一元

型

AWS

EC2

管理

対象イ

ンター

フェイス

に対す

るス

キャン

の場合

Open Ports(開いているポート)

Nmapのスキャン対象になっているか、または検出方法の設定で

指定されたポートの一覧の一般的な1000個のポート。

OSの世代

Nmap (レベル4)：OSフィンガープリントに基づくOSバージョンの第

一候補。ラベル条件としてOS世代を選択するかどうか、慎重に

検討してください。管理対象インターフェイスのOSの世代が表示

されることはありません。

AWS：Amazon APIから返された特定のOS。この情報は、IAMロー

ルに"ssm:DescribeInstanceInformation"権限が設定され

ていて、インスタンスにAmazon EC2 SSM (Simple Systems

Manager)が設定されている場合に検出されます。

OSプラットフォーム

オペレーティングシステム。

5

オーナーID

プロファイル名

インターフェイスが検出されたプロファイル。

管理不能

管理不能なインターフェイスは、Tanium Clientを実行できないデ

バイス上にあります。デフォルトでは、管理不能なインターフェイス

には、Tanium ClientでサポートされていないOSプラットフォームが

存在し、[Unmanageable OS Platforms (管理不能なOSプラット

フォーム)]の自動ラベルで示されます。

インターフェイスページに返される情報 - プロファイルの種類別 (続き)
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レベル

1

(ARP)

レベル

2

(Ping)

レベル3

(Nmap)

レベル4

(Nmap+

ホスト )

サ

テラ

イト

中央

スキャ

ンによ

る

Nmap

一元

型

AWS

EC2

管理

対象イ

ンター

フェイス

に対す

るス

キャン

の場合

Virtual Network Id (仮想ネットワークID)

仮想プライベートクラウドに構成されているネットワーク。

ゾーン

インスタンスに関連付けられているリージョン。

AWSドキュメント：利用可能なリージョン

1 管理対象化は、インターフェイスが非管理対象から管理対象に変わった場合にのみ返されます

2 サテライト型スキャンの場合は、スキャンがサテライトと同じネットワークで実行された場合にのみMACが返されます。

3 一元型Nmapスキャンの場合は、スキャンがTanium Module Serverと同じネットワークで実行された場合にのみMACが返されます。

4 一元型AWS EC2スキャンの場合、検出されたどのインターフェイスについてもメーカーとしてAWSが返されます

5 SolarisエンドポイントではOSプラットフォームは検出されません

インターフェイスページに返される情報 - プロファイルの種類別 (続き)

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html#concepts-available-regions
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