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Assetの概要
Assetを使用すると、組織のインベント リの完全かつ最新のビューを取得できます。Assetは、Tanium Clientによって管理されるコン
ピュータ、サーバ、または仮想マシンです。インベント リは、オフラインIT資産から最新のデータを持つライブIT資産データを集計します。
すべての資産の概要を表示するレポート を作成したり、特定のコンピュータやユーザにド リルダウンすることができます。

ソース
ソースは、Assetがデータを取得する方法を定義します。デフォルト では、AssetはTaniumに保存されたQuestionを使用して、エンド ポ
イント に関する情報を取得し、IT資産データベースを作成します。これらの保存されたQuestionは、定期的に実行されてデータベース
を更新します。
Assetインベント リデータは、SQL Serverデータベースの外部データを使用して拡張できます。通常エンド ポイント では利用できない
データをAssetデータスト アにインポート することで、部門、コスト センター、建物、場所などの情報のフィルタとレポート 作成を有効にする
ことができます。

オンラインおよびオフラインのIT資 産データの集約
Assetは、オンラインとオフラインの両方の資産データを1つの完全なレポート データセット に集約します。このデータは、設定可能な基準
でスケジュールされた保存済みQuestionから作成されます。Tanium Assetの質問に回答したデバイスはすべて、Assetレポート に表示
されます。更新されていないIT資産を保持する時間を設定できます。

事前定義レポート
Assetには、一連の事前定義レポート が付属しているので、監査と在庫管理の準備に役立ちます。
l

全資産

l

物理マシンのサマリ

l

仮想マシンのサマリ

l

プラット フォームのサマリ

l

すべてのユーザ

l

すべてのソフト ウェア

l

すべてのMicrosoftソフト ウェア

l

すべてのAdobeソフト ウェア

l

IT資産使用期間

l

紛失デバイスのIT資産使用期間

l

新規デバイスのIT資産使用期間
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サマリレポート
サマリレポート は、選択した属性によってグループデータをレポート し、一致するエンド ポイント の数を表示します。
エンド ポイント の数をド リルダウンして、IT資産に関するソフト ウェアとハード ウェアの情報を含む、コンピュータの詳細についてフィルタリン
グされたリスト を表示できます。
レポート にコンピュータ名またはユーザ名が含まれている場合は、詳細をド リルダウンすることもできます。

カスタムレポート
既存のレポート を基にして、カスタムレポート を作成できます。既存のTaniumセンサーのデータまたはカスタムコンテンツから独自のレ
ポート を作成することもできます。部門、場所、ユーザグループ、またはその他の属性別に資産を表示するカスタムレポート を作成する
こともできます。

ビュー
Assetデータの別の視点を作成するために、ビューを使用します。ビューは使用可能な属性を指定し、含まれるデータをフィルタできま
す。ビューからTanium Connectにデータをエクスポート できます。

データのエクスポート
ServiceNow CMDB
Assetデータによって、ServiceNow CMDBの在庫データが充実し、常に最新情報を確認できるようになります。Assetを使用すると、エ
クスポート するデータのサーバ、属性マッピング、およびスケジュールを定義できます。

Tanium™ Connect
事前定義レポート 、カスタムレポート 、またはビューを接続元として使用し、電子メール、ファイル、HTTP、ソケット レシーバ、Splunk、
SQL Serverなどの送信先に送信できます。

Flexera
Flexeraとの統合により、既存のTanium Clientを使用して、Flexera FNMSで情報を取り込むことができます。

他のTanium製品との統合
Assetは、関連データの追加レポート 作成のため、Tanium™ Trendsと統合しています。
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Trends
AssetはAsset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。Assetボード は、Assetにレポート するエンド ポイント
の数と、レポート 、ビュー、データエクスポート におけるデータの使用方法を表示します。以下のパネルは、Assetボード 内にあります。
l

エンド ポイント 総数

l

現在見られているエンド ポイント 数

l

IT資産の経過年数

l

ServiceNowの洞察

l

レポート の操作

l

レポート 数

l

ビュー数

l

平均ジョブ時間

Asset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 するを参照してください。
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はじめに
手順1: Tanium Assetをインスト ールする
Tanium Assetをインスト ールし、サービスアカウント とインポート のスケジュールを設定します。Assetのインスト ール(ページ20)を参照し
てください。

手順2: 事前定義レポート を利用する
事前定義レポート を使用してIT資産に関する情報を表示したり、カスタムレポート を作成して情報を表示したりできます。レポート の作
成(ページ25)を参照してください。

手順3: Assetの属性を追加する
(任意) [Add Asset Attributes (資産属性の追加)]では、Taniumの他のセンサーや外部データソースから得られた情報を含めることが
できます。属性を追加すると、レポート にその属性を含めることができます。Assetに付属しているデフォルト のセンサーを設定する必要
はありません。属性の設定(ページ37)を参照してください。

手順4: ユーザアクセス権を割り当てる
特定の属性に基づいて、資産情報にユーザアクセス権を割り当てます。たとえば、ユーザグループにWindows資産に関するデータのみ
を表示するアクセス権を割り当てるとします。コンピュータのユーザアクセス権限を設定する(ページ43)を参照してください。

手順5: データをインポート する
Assetにデータをインポート します。ソースの設定(ページ33)を参照してください。

手順6: Assetデータをエクスポート する
Assetデータをエクスポート します。データの送信先へのエクスポート (ページ49)を参照してください。
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Assetの要件
Assetを使用する前に、要件を確認します。

Taniumの依存関係
Asset製品モジュールのライセンスに加えて、ご使用の環境が以下の要件を満たしていることを確認してください。
コンポー

要件

ネント
Tanium™

l

7.3.314.4250以 降

l

TanOS 1.3.4以 降

Core
Platform
Tanium™

(任 意 ) Assetには、基 本 機 能 に必 要 なすべてのコンテンツが含 まれます。インスト ール後 、追 加 のコンテンツまたはセンサーをAssetにイ

Content

ンポート できます。

Tanium™

サポート されている任 意 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

Client

Managementユーザガイド：クライアント のバージョンとホスト システムの要 件 を参 照 してください。
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。

Tanium

Assetをインスト ールするときに[Install with Recommended Configurations (推 奨 された設 定 をインスト ール)]ボタンをクリックした場 合

製品

は、Tanium Serverはライセンスされたすべてのモジュールを同 時 に自 動 的 にインスト ールします。それ以 外 の場 合 は、Tanium
Consoleユーザガイド：Taniumモジュールの管 理 を参 照 してください。
Assetには、次 のモジュールが必 要 です。
l

Tanium エンドポイント 設 定 1.2以 降
エンドポイント 設 定 は、Tanium Client Management 1.5以 降 に含 まれています。

次 のモジュールは任 意 です。
l

Tanium Trends 3.6以 降 (Assetの概 要 ページでのチャート の作 成 )

l

Tanium Connect 4.3以 降 (Assetレポート をデータソースとして使 用 して接 続 を作 成 )

l

Tanium Index (ファイルエビデンスデータを使 用 してFlexeraレポート を作 成 )

Tanium™ Module Server
Assetは、Tanium Module Server上でサービスとして実行されます。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ13

ディスク容量
Assetには、ご使用の環境内でのエンド ポイント 数をサポート するためのディスクスト レージ容量が必要です。計画段階では、1000エン
ド ポイント あたり100 MBが必要になると見積ります。たとえば、次のようになります。
l

5,000エンド ポイント ：500 MB

l

50,000エンド ポイント ：5 GB

l

100,000エンド ポイント ：10 GB

l

250,000エンド ポイント ：25 GB

l

500,000エンド ポイント ：テクニカルアカウント マネージャに相談してください

使用容量は次の変数によって大きく異なることがあります。エンド ポイント の数、アプリケーションの数、ユーザの数、ファイルエビデンスの
データが有効になっているかどうか、そして最も重要なのはユーザが[Inventory Management (インベント リ管理)] > [Attributes (属
性)]ページに追加した属性です。これらの推奨サイズは、ほとんどの環境で適切な見積もりとみなされます。

Tanium Module Server on Linux
LinuxでTanium Module Serverを実行している場合(TanOSではなく)、Taniumユーザは/tmp ディレクト リに書き込み権限を持ってい
る必要があります。システムの任意のユーザによって書き込めるディレクト リを作成するには、/tmp ディレクト リでchmod 777 コマンド を
実行します。

エンドポイント
サポート されているオペレーティングシステム
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、Tanium Clientガイド ：クライアント のバージョンとホスト システムの要件
を参照してください。
オペレー

バージョン

ティング
システム
Windows

l

Windows 7 SP1以 降

l

Windows 2008 R2 SP1以 降

macOS

Tanium Clientのサポート と同 じ

Linux

Tanium Clientのサポート と同 じ

Solaris

Tanium Clientのサポート と同 じ

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 ール手 順 については、Tanium Clientユーザガイド：パッケージファ
イルを使 用 したAIXエンドポイント へのTanium Clientの展 開

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ14

サードパーティのソフト ウェア
Assetからデータをエクスポート する場合、次のサード パーティ製ソフト ウェアをオプションで使用できます。
l

ServiceNow CMDBコネクタの場合は、Jakartaリリース以降が必要です。

l

Flexeraの統合については、Taniumサポート に問い合わせて、SQLデータベースがAssetからデータを受け取れるように設定しま
す。詳細については、Taniumサポート に問い合わせる(ページ70)を参照してください。

ホスト とネット ワークセキュリティの要件
Asset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
Assetの通信には、以下のポート が必要です。
情報元

送信先

ポー

Protocol

目的

TCP

ServiceNowインスタンスへのアクセス

ト
Module Server

ServiceNow

443

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
不明なホスト システムプロセスを監視およびブロックするためにセキュリティソフト ウェアが環境内で使用されている場合、セキュリティ管
理者はTaniumプロセスを干渉なく実行できるように除外を作成する必要があります。
Assetセキュリティの除 外
対 象 デバイス

注

Module Server

プロセス
<Module Server>\services\asset-service\node.exe
<Module Server>\services\asset-service\node_
modules@tanium\postgresql\lib\win32\bin\postgres.exe
<Module Server>\services\asset-service\node_
modules@tanium\postgresql\lib\win32\bin\pg_ctl.exe
<Module Server>\services\endpoint-configurationservice\TaniumEndpointConfigService.exe

Windowsエンドポイ

Flexeraとの統 合

ント

用
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Assetセキュリティの除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

プロセス

macOSおよび

Flexeraとの統 合

< Tanium Client>/Tools/EPI/TaniumEndpointIndex

Linuxエンドポイント

用

インターネット のURL
不明なURLを監視およびブロックするために環境にセキュリティソフト ウェアを配備している場合、セキュリティ管理者はTanium Module
ServerでAssetサービス用に以下のURLを許可しなければならないことがあります。
l

ServiceNowインスタンス(yourcompany.service-now.com)

ユーザロールの要件
Assetユーザロールのアクセス権 限
アクセス権 限

Asset

Asset

Asset

Asset

Asset

Asset

Administrator

Operator

User 1

Report

Service

Endpoint

1

1

Reader

Account

Configuration

1

1,5

Approver 2

Asset Endpoint Configuration Approve
Endpoint ConfigurationサービスでAsset設
定 の変 更 を承 認

Show Asset (Assetの表 示 )
Assetワークベンチを表 示 する

Asset Report Read (Assetレポート の読 み取 り)
レポート とビューを表 示 する

3

Asset Report Write (Assetレポート の書 き込 み)
レポート とビューを作 成 、編 集 、削 除 する
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Assetユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

Asset

Asset

Asset

Asset

Asset

Asset

Administrator

Operator

User 1

Report

Service

Endpoint

1

1

Reader

Account

Configuration

1

1,5

Approver 2

Asset Configuration Item Write (Asset構 成 項 目 の書 き
込 み)
Assetのすべての側 面 (サービス設 定 、スケジュール、
属 性 、送 信 先 )を構 成 する

Asset Plugin Callback
Tanium ServerおよびTanium Module ServerとのAsset
通 信 の設 定

Asset Service Configure
Assetサービス全 体 の設 定

4

4

4

Asset Trends Integration Service Account
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

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：ユーザロールの要 件 を参 照 してください。
2 このロールは、Tanium エンドポイント 設 定 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：ユーザロールの要 件 を
参 照 してください。
3 所 有 レポート とビューのみ。
4 予 約 済 みコンテンツセット 内 のコンテンツへのアクセス権 を付 与 します。
5Tanium Client Managementをインスト ールした後 でEndpoint Configurationをインスト ールする場 合 、デフォルト では、モジュールサービスアカウント

が開 始 する構 成 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：ユーザロールの要 件 を参 照 してください。
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定 義 済 みのAsset Advancedユーザロールのアクセス権 限
アクセス権 限

アクセス許

Asset

Asset

Asset

Asset Report

Asset

Asset Endpoint

可 用 コンテ

Administrator

Operator

User

Reader (Assetレ

Service

Configuration

ンツセット

(管 理 者 )

(ユー

ポート リーダー)

Account

Approver

ザ)
Ask Dynamic Questions (ダイナミッ
クQuestionの実 行 )
Execute Plugin (プラグインの実 行 )

Asset

Execute Plugin (プラグインの実 行 )

予約

Read Plugin (プラグインの読 み取

Asset

り)
Read Plugin (プラグインの読 み取

予約

り)
Read Sensor (センサーの読 み取

Asset

り)
Read Sensor (センサーの読 み取

予約

り)
Read Sensor (センサーの読 み取

ベース

り)
Read Action (アクションの読 み取

Asset

り)
Write Action (アクションの書 き込

Asset

み)
Read Own Action (自 身 のアクショ

Asset

ンの読 み取 り)
Read Package (パッケージの読 み

Asset

取 り)
Show Preview (プレビューの表 示 )

Asset

[Read Action Group (アクショング

Asset

ループの読 み取 り)]
[Write Action Group (アクショング

Asset

ループの書 き込 み)]
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定 義 済 みのAsset Advancedユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

アクセス許

Asset

Asset

Asset

Asset Report

Asset

Asset Endpoint

可 用 コンテ

Administrator

Operator

User

Reader (Assetレ

Service

Configuration

ンツセット

(管 理 者 )

(ユー

ポート リーダー)

Account

Approver

ザ)
Write Action for Saved Question

Asset

(保 存 されたQuestionへのアクション
の書 き込 み)
Read Associated Packages (関 連

Asset

するパッケージの読 み取 り)
Read Saved Question (保 存 された

Asset

Questionの読 み取 り)
Write Saved Question (保 存 された

Asset

Questionの書 き込 み)
[Read Filter Group (フィルタグルー

Asset

プの読 み取 り)]
[Read Filter Group (フィルタグルー

予約

プの読 み取 り)]
[Read Filter Group (フィルタグルー

Default

プの読 み取 り)]

Filter
Groups

Asset用 のオプションロール
ロール

許 可 されるアクション

Connect Administrator (管 理 者 )(Connect 4.8のみ)

Flexera送 信 先 を作 成 、編 集 、削 除

Connect User (Connect 4.8以 降 )

Flexera送 信 先 を作 成 、編 集 、削 除

Tanium Administrator (Tanium管 理 者 )

Flexera送 信 先 用 ファイル証 拠 コンテンツの予 定 済 みアクションを作 成
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Assetのインスト ール
[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]ページを使用して、Assetをインスト ールし、自動または手動の設定を選択します。
l

デフォルト 設定での自動設定(Tanium7.4.2以降のみ)：Assetは、必要な依存関係およびその他の選択された製品にインス
ト ールされます。インスト ール後、Tanium Serverは推奨されるデフォルト 設定を自動的に設定します。このオプションは、ほとん
どのデプロイのベスト プラクティスです。Assetの自動設定の詳細については、デフォルト 設定でAssetをインポート および構成す
る(ページ20)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: Assetをインスト ールした後、必要な設定を手動で設定する必要があります。このオプショ
ンは、Assetに推奨されるデフォルト 設定とは異なる設定が必要な場合にのみ選択します。詳細については、カスタム設定で
Assetをインポート および構成する(ページ20)を参照してください。

使用を開始する前に
l

リリースノート をお読みください。

l

Assetの要件(ページ13)を確認してください。

デフォルト 設定でAssetをインポート および構成する
自動構成でAssetをインポート すると、次のデフォルト 設定が構成されます。
l

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

l

インポート スケジュールは、データの収集とレポート の生成に設定されています。

Assetをインポート し、デフォルト 設定を構成するには、[Apply Tanium recommended configurations (Tanium推奨設定を適用)]の
チェックボックスを選択し、Tanium Consoleユーザガイド ：Taniumモジュールの管理を参照してください。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。Assetバージョンの確認(ページ24)を参照してください。
(Tanium Core Platform 7.4.5以降のみ)自動構成でAssetをインポート する手順には、AssetアクショングループがNo Computersフィ
ルタグループを対象にするように設定するためのオプションの手順が含まれています。このオプションを選択すると、Asset がエンド ポイン
ト に自動的にtoolsを展開しなくなります。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toolsアクショングループを手動で展開できます。

カスタム設定でAssetをインポート および構成する
デフォルト 設定を自動的に設定せずにIT資産をインポート するには、[Apply Tanium recommended configurations (Tanium推奨設
定を適用)]チェックボックスをオンにして、Tanium Consoleユーザガイド の手順を実行します。Taniumモジュールの管理を参照してくだ
さい。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。Assetバージョンの確認(ページ24)を参照してくださ
い。
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サービスアカウント を構成する
このサービスアカウント は、Assetのいくつかのバックグラウンド 処理を実行するユーザです。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またはAssetService Accountロール。
Asset Service Accountロールを使用する場合は、Assetサービスアカウント ユーザに、Assetインベント リの可視性に関する十
分なコンピュータグループ権限が必要です。たとえば、完全な可視性を得るには、コンピュータグループの割り当てで
Unrestricted Management Rights(無制限の管理権限)をサービスアカウント ユーザに割り当てます。詳細については、
Tanium Consoleユーザガイド ：ユーザに対するコンピュータグループの割り当てを管理します。

l

Tanium Client Managementをインスト ールした後でEndpoint Configurationをインスト ールする場合、デフォルト では、モ
ジュールサービスアカウント が開始する構成変更(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 ：ユーザロールの要件を参照してください。

Assetのアクセス権限の詳細については、ユーザロールの要件(ページ16)を参照してください。
1.

メインメニューから [Modules (モジュール)] > [Asset] に移動して Asset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。

Taniumソリューションの依存関係を管理する
初めてAssetワークベンチを起動すると、Tanium Consoleは、Assetに必要なすべての依存関係の必要なバージョンがインスト ールされ
ているか確認します。Assetワークベンチを読み込むには、必要なTanium依存関係のすべてがインスト ールされている必要があります。
環境にインスト ールされていないTanium依存関係があると、バナーが表示されます。Tanium Consoleは、必要なTanium依存関係と
必要なバージョンを一覧表示します。
1.

Tanium Consoleが依存関係として挙げたモジュールおよび共有サービスをインスト ールします。詳しくは、『Tanium Console
ユーザガイド 』の 「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」を参照してください。

2.

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

Active Directory (AD) の情報収集を有効にする
(任意) Windowsエンド ポイント から、氏名、電子メール、電話番号、部門、場所を含む、ユーザデータを収集するには、Active
Directory クエリソリューションをインスト ールし、[Collect Active Directory Info (Active Directory情報収集)]パッケージのスケジュール
済みアクションを作成します。
MacおよびLinuxのエンド ポイント の場合、この情報を取得するためにアクションをデプロイする必要はありません。
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1.

Active Directory Queryソリューションをインスト ールする
a.

メインメニューから、[Administration (管理)] > [Solutions (ソリューション)] に移動します。

b.

[Tanium Content (Taniumコンテンツ)]セクションで、[Core AD] [Query Content (クエリコンテンツ)]を選択し、[Import
Solution (ソリューションのインポート )]をクリックします。

c.
2.

パッケージとセンサーのリスト を確認し、[Proceed with Import (インポート を続行)]をクリックします。

予定済みアクションで、エンド ポイント に[Collect Active Directory Info (Active Directory情報収集)]パッケージを実行します。
詳細については、Tanium Core Platformユーザガイド ：スケジュール済みアクションの管理を参照してください。
a.

[Is Windows]センサーを使用して、Windowsのエンド ポイント を対象にします。

b.

[Collect Active Directory Info (Active Directory情報収集)]パッケージをエンド ポイント にデプロイします。保存したアク
ションを予定済みアクションとして設定します。[Distribute over (期間)]を1 hour 、[Reissue every (再発行頻度)]を3
hours に設定します。

アクションでは最近のサインインと各システムのプライマリユーザが取得されます。プライマリユーザには、過去30日間で最もインタラク
ティブなサインインがあります。この情報にアクセスするには、[Primary User Details (プライマリユーザ詳細)]センサーを使用するか、
[User Name (ユーザ名)]列をレポート に追加します。

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。エンド ポイント 設定
は、従来Taniumの追加機能に付随していた設定アクションを統合し、ソリューションの構成を実施してから、その構成がエンド 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、また、エンド ポイント 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展開されないようにできます。Asset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(ページ16)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 (管理)] > [Shared Services (共有サービス)] > [Endpoint Configuration (エンド ポイント
設定)] に移動して、エンド ポイント 設定の [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。
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Assetを設定する
ファイルエビデンス コンテンツに対してAssetアクショングループを設定する
(任意)Asset には、Flexera特有のセンサーを含むファイルエビデンスコンテンツが含まれます。FlexeraのAssetデータを収集するには、
このコンテンツをエンド ポイント に配置する必要があります。ツールを配備して設定を配布するためのTanium Assetアクショングループと
関連アクションは、Tanium エンド ポイント 設定によって作成されます。デフォルト では、Tanium Assetアクショングループの対象コン
ピュータグループにはすべてのコンピュータが含まれます。この対象コンピュータグループは必要に応じて変更できます。
Flexera統合の詳細については、Flexera FlexNet Manager Suite：2019 R1以前(ページ59)を参照してください。
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リスト で [Tanium Asset] をクリックします。

3.

[編集] アクショングループを更新して、Assetデータに取り込むコンピュータの入ったコンピュータグループが含まれるようアクショング
ループを更新し、[保存] をクリックします。

コンピュータのユーザアクセス権限を設定する
Assetレポート と設定全体に対するアクセス権を制御するAssetユーザロールの他に、コンピュータで個々の属性に基づくより詳細なアク
セス権限を定義することができます。たとえば、WindowsまたはMacプラット フォームの資産のみに関する情報にアクセスするためのユー
ザグループアクセス権限を割り当てるアクセス権限を作成できます。ユーザが複数のユーザグループに属する場合、それらすべてのユー
ザグループ用のアクセス許可がOR演算子で組み合わせられます。
始める前に、Assetアクセス権を割り当てるユーザグループが必要です。Tanium Core Platform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。このユーザグループのユーザがAssetにアクセスするには、Assetユーザのロールも割り当てておく必要があります。ユー
ザロールの要件(ページ16)を参照してください。
1.

Assetの [概要] ページから [設定] をクリックします。[Permissions (アクセス権限)]タブをクリックします。

2.

[Create Permissions (アクセス権限の作成)]をクリックします。

3.

割り当てたいリスト からユーザグループを選択します。
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4.

[Condition (条件)]を追加します。この属性リスト は、Assetデータベースの[ci_item]テーブルからのものです。
たとえば、WindowsのIT資産のみを表示するアクセス権限をユーザグループに割り当てるには、OS Platform contains
Windows を設定します。

5.

[Apply (適用)] をクリックして、各条件を作成します。

6.

[Create (作成)]をクリックします。

Assetのアップグレード
Assetをアップグレード する手順は、Tanium Consoleユーザガイド ：Taniumモジュールの管理を参照してください。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。Assetバージョンの確認(ページ24)を参照してください。

Assetバージョンの確認
Assetのインポート またはアップグレード 後、正しいバージョンがインスト ールされていることを確認します。
1.

ブラウザを更新します。

2.

メインメニューから [Modules (モジュール)]> Asset に移動して Assetの [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。

次にやるべきこと
Assetの使用について詳しくは、はじめに(ページ12)を参照してください。
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レポート の作成
既存の組み込みレポート を基にレポート を作成するか、Taniumが提供するセンサー情報から独自のレポート を作成することができま
す。

既存のレポート を使用する
レポート の表示
レポート およびレポート 内のIT資産の表示は、アクセス権限に基づきます。ユーザのアクセス権限の割り当てについての詳細は、以下を
参照してください。Tanium Consoleユーザガイド ：RBACの概要
1.

Assetメニューから、[Reports (レポート )]をクリックします。このページには、すべての組み込みレポート とカスタムレポート が表示さ
れます。レポート を表示するには、レポート 名をクリックします。

2.

サマリレポート を表示している場合は、レポート データグリッド でリンクをクリックし、レポート 内のデータにド リルダウンすることができ
ます。たとえば、全 Assetレポート でコンピュータ名をクリックすると、そのIT資産に関する情報が表示されます。ユーザ名をクリック
して、ユーザが所有するIT資産に関する情報を表示することもできます。
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3.

詳細レポート には、選択した資産に関する詳細情報が表示されます。

列をカスタマイズする
レポート に表示される列を変更し、列の順序を調整することができます。
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1.

レポート で、[Customize Columns (列をカスタマイズ)] をクリックします。

2.

列を削除するには、列のチェックボックスをクリアします。

3.

列の順序を調整するには、列名をクリックしてド ラッグします。

4.

[Save (保存)] をクリックします。

レポート をフィルタリングする
レポート 内の値をすばやく検索するには、フィルタ項目を使用します。演算子を使用した特定の列値に基づいて値をフィルタリングする
には(より大きい、それ以下、含む、等しいなど)、レポート フィルタを作成します。
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項目をフィルタする
レポート では、レポート を検索することによって項目をすばやくフィルタリングできます。

これらのフィルタは、レポート ページを離れると保存されません。

数値で列をフィルタできません。

レポート フィルタの作成
任意のレポート でライブフィルタリングを実行できます。作成したフィルタを保存して、後で参照することもできます。
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1.

レポート で、[Filters (フィルタ)]セクションを拡張します。レポート にフィルタが含まれる場合、そのフィルタはすでに一覧表示されて
います。

2.

フィルタを追加します。フィルタは、次の方法で追加できます。
1.

クイックフィルタを作成します。レポート の値にカーソルを置いて、[Add is equal to filter]または[Add is not equal to
filter]をクリックします。適切な条件が[フィルタ結果：]セクションに追加されます。

2.

フィルタを直接編集します。[+Add (+追加)] をクリックして、選択したルールと同じレベルにフィルタルールを作成します。
ルールを作成する場合は、属性を選択し、そのレベルの他のフィルタと一緒にAND 演算子またはOR演算子を適用す
るかどうかを選択できます。[Apply (適用)]をクリックします。入れ子構造のフィルタグループを作成するには、[+Group (+
グループ)] をクリックします。

3.

レポート データを更新します。[Refresh Report (レポート を更新)]をクリックすると、フィルタに基づいてレポート が更新されます。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ29

(任意) レポート フィルタを保存します。

4.

1.

カスタムレポート で定義したフィルタを保存する場合は、[Save (保存)]またはSave As (名前を付けて保存)]をクリックし
て、フィルタを含むレポート のコピーを作成します。

2.

事前定義レポート のフィルタリングを保存する場合は、[Save As (名前を付けて保存)]をクリックして、フィルタを含むレ
ポート のコピーを作成します。

レポート の作成
新しいカスタムレポート を作成するか、既存のレポート からコピーすることができます。
l

レポート ページで新しいレポート を作成するには、[Create Custom Report (カスタムレポート の作成)]をクリックします。

l

既存のレポート で、[Save As (名前を付けて保存)]をクリックしてレポート のコピーを作成し、レポート に新しい名前を付けて、
[Save (保存)]をクリックします。新しいレポート が表示されます。[Edit (編集)]をクリックして、レポート 詳細を変更します。

一般的なレポート 情報を指定する
1.

後ほどレポート の目的を覚えておくため、レポート に名前と説明を記入します。他のユーザが作成したレポート を含め、Asset内
のレポート 名はすべて一意である必要があります。

2.

[Summary Report (サマリレポート )]を選択した場合、データは関連するカウント の行にグループ化されます。この行をクリックする
と、詳細が表示されます。

たとえば、インスト ールされたSQLを一覧表示するレポート を作成する場合、このオプションを有効にすると、各バージョンのSQLを
インスト ールしたコンピュータの台数が一覧表示されます。カウント をクリックすると、特定のソフト ウェアをインスト ールしたコン
ピュータの一覧が表示されます。

列を選択する
レポート に追加できる列は、定義した資産ソースに含まれています。ソースを定義するには、Assetメニューで[Inventory Management
(インベント リ管理)] > [Sources (ソース)]の順にクリックします。
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列を選択する場合は、Assetテーブルとその他のテーブル(ネット ワークアダプタ、インスト ール済みアプリケーション、論
理ディスクなど)から複数の列を選択することができます。1つのテーブルから列を選択することもできます。たとえば、ネッ
ト ワークアダプタおよびインスト ール済みアプリケーションテーブルから列を選択することはできません。

1.

[Add Columns (列の追加)]セクションで、レポート に含めるデータを選択します。使用する列を検索するか、データカテゴリを展
開したり折り畳むことで、追加する列を見つけることができます。

2.

列を表示する順序を指定します。[Columns Selected (選択された列)]セクションで、列の名前をクリックしてド ラッグし、結果の
レポート で左から右に並べ替えます。レポート に列を表示せず、データをフィルタリングで使用できるようにするには、[Show (表示
する)] の値を[Hide (隠す)]にします。

デフォルト のフィルタを定義する
レポート の実行時に、常に適用されるフィルタを作成できます。

[+Add (+追加)] をクリックして、選択したルールと同じレベルにフィルタルールを作成します。ルールを作成する場合は、属性を選択し、
そのレベルの他のフィルタと一緒にAND 演算子またはOR演算子を適用するかどうかを選択できます。[Apply (適用)]をクリックします。
入れ子構造のフィルタグループを作成するには、[+Group (+グループ)] をクリックします。
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l

[Apply (適用)] をクリックしてルールを保存します。

l

フィルタのルールを編集するには、[Edit (編集)] をクリックします。

l

編集しているルールへの変更を破棄するには、[Cancel (キャンセル)] をクリックします。

l

フィルタのルールを削除するには、[Delete (削除)] をクリックします。

フィルタ計算
l

レポート でサイズデータタイプ(ディスク領域の合計または空き容量フィールド など)を使用する場合、値は1024のベースで変換
されます。たとえば、450,000MB は439GBに変換されます。

l

レポート で日付データタイプ (作成日フィールド など)を使用する場合、日付またはカレンダー日付でフィルタリングできます。たと
えば、過去「10日間」で作成されたフィルタを入力すると、発生日と時刻は正確な現在の日付と時刻から計算されます。過去
「10日間」で作成されたフィルタを入力すると、発生日と時刻は現在の日付から指定された日数で常に午前12時 です。ルール

を保存するときは、日付範囲をプレビューできます。

レポート を終了する
レポート を保存するには、[Submit (送信)] をクリックします。データを含むレポート が表示されます。既存のレポート を使用する(ページ
25)を参照してください。

レポート を削除する
レポート を削除するには、[Report (レポート )]ページに移動して、削除したいレポート の行の上で[Delete (削除)] をクリックします。カス
タムレポート のみを削除できます。

IT資産を削除する
Assetは、監視していない古いIT資産のうち、(設定されている古いデータの古さ)が経過したIT資産をデータベースから自動的にパージ
します。またパージレポート に基づいてパージすることもできます。詳細は、データ保持とバキューム処理を設定する (ページ68)を参照し
てください。
データが古くるなるよりも前に、IT資産データベースからIT資産を手動で削除することもできます。IT資産を表示するレポート で、削除す
るIT資産の行を選択し、[Delete (削除)]をクリックします。
削除したIT資産がその後のロード でAssetの保存済みQuestionに応答する場合、IT資産はデータベースに再追加されます。
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ソースの設定
ソースは、Assetがデータを取得する方法を定義します。デフォルト では、Assetのデータの情報元はTaniumであり、設定変更可能な
基準でスケジュールされた保存済みQuestionから取り込まれます。Assetインベント リデータは、SQL Serverデータベースの外部データ
を使用して拡張できます。通常エンド ポイント では利用できないデータをAssetデータスト アにインポート することで、部門、コスト セン
ター、建物、場所などの情報のフィルタとレポート 作成を有効にすることができます。

Taniumソースを設定する
Taniumソースはデフォルト で設定されており、Taniumソースを削除することはできません。
1.

Assetメニューから、[Inventory Management (インベント リ管理)] > [Sources (ソース)]の順に移動します。

2.

Taniumソースの場合は、[Edit (編集)] をクリックします。

3.

Assetインポート プロセスのログレベル設定を構成します。

4.

サービスアカウント 用のユーザ名とパスワード を追加します。選択したユーザはTanium管理者である必要があります。この構成
は、[Service Account (サービスアカウント )]タブの[Settings (設定)] で構成されているサービスアカウント のユーザ名とパスワード
と共有されます。

5.

スケジュールを設定します。データインポート スケジュールは、IT資産データをTaniumライブデータからIT資産データベースにイン
ポート する頻度を決定します。

このデータベースはオフライン資産のデータを提供します。標準の間隔またはCronスケジュールを作成できます。たとえば、環境サ
イズに基づいて、次のいずれかの間隔を作成するとします。
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1.

デバイス数50,000台未満：1〜2時間ごと

2.

デバイス数250,000台未満：4時間ごと

3.

デバイス数500,000台以上：Taniumサポート に問い合わせてインポート スケジュールを作成してください。詳細について
は、Taniumサポート に問い合わせる(ページ70)を参照してください。

Cron 構文の詳細については、関連情報：Cron構文(ページ71)を参照してください。
6.

[Update (更新)]をクリックして変更を保存します。

次に取り組むこと
Taniumセンサーの属性をAssetに追加します。属性の設定(ページ37)を参照してください。

データベースソースを設定する
外部データベースからの情報でAssetインベント リのデータを充実させます。たとえば、Assetに既に追跡しているコンピュータに関連付け
る部門または場所情報が含まれているデータベースがあるとします。このデータをインポート するには、SQLデータベースの列をAsset
データベースにマップします。
データのインポート が実行されると、インポート テーブルの各行は、既にAsset内にあるデータに対して評価されます。たとえば、インポー
ト テーブルでコンピュータID のマッピングを作成した場合、そのID はAssetのコンピュータID列に一致します。一致する値が見つかると、
ソーステーブルからインポート するように設定した属性がAssetに挿入されます。テーブル内に重複する値のあるインポート 列をマップす
ると、ロード が完了した後で最後の値のみがAssetに保存されます。

値がスペースで区切られるような列(例：nchar)を使用する場合、データベースソース上のIDマッピングが正しく機能し
ない可能性があります。たとえば、win1 のようなコンピュータ名は、win1

(末尾に6つのスペースが追加される)と

して保存される場合があります。これらの値は、Asset内でwin1 の値と一致しない場合があります。

1.

Assetメニューから、[Inventory Management (インベント リ管理)] > [Sources (ソース)]> [Create Database Source (データ
ベースソースの作成)]の順に移動します。

2.

ソース設定を構成します。データソースの名前とサーバ名を入力します。

3.

(任意)データベースサーバがト ランスポート レイヤーセキュリティ(TLS)を設定している場合は、[Use TLS (TLSを使用)]を選択し
て、[Verify Certificate (証明書の確認)]をクリックします。初回使用に関する信頼を確立するため(TOFU)、証明書の詳細を確
認し、[Verify (検証)]をクリックします。
SQL サーバでのTLSの有効化の詳細について、Microsoft SQLド キュメント ：データベースエンジンへの暗号化接続の有効化を
参照してください。

4.

データベース接続のユーザ名とパスワード を入力します。
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5.

データベースとスキーマを選択します。[Get Schemas (スキーマの取得)]をクリックします。Assetがデータベースに接続され、デー
タベースとスキーマの情報が取得されます。

6.

ソースマッピングを構成します。ソースマッピングによって、ソースデータ内の資産が一意に識別され、ソーステーブル内の列が資
産データベースにどのように関連付けられるか定義されます。属性がマッピングの基準として利用可能であるためには、1列の値
のみを返すものでなければなりません。データベースソースから複数のソースマッピングを追加できます。すべてのマッピングは、
Assetデータベースにインポート するデータと一致する必要があります。
a.

[Add Mapping (マッピングの追加)]をクリックします。ソーステーブルを選択します。

b.

識別ルールを作成します。選択したソーステーブルに関連付けられる列は、[Source Columns (ソース列)]フィールド にあり
ます。

c.
7.

送信先の属性を選択します。Assetデータベースの列を選択します。必要に応じて、複数の識別ルールを作成できます。

インポート のスケジュールを構成します。このスケジュールによって、外部データベースから資産データベースに資産データをイン
ポート する頻度が決まります。標準の間隔またはCronスケジュールを作成できます。
Cron 構文の詳細については、関連情報：Cron構文(ページ71)を参照してください。

8.

[Create (作成)]をクリックします。

ソースを変更する場合は、[Inventory Management (インベント リ管理)]> [Sources (ソース)]に移動します。編集 をクリックします。
ソースマッピングを変更する前に、ご使用のSQL Serverの資格情報を再入力する必要があります。
ロード プロセス中に、100個のデータベースソースレコード ごとに最大20,000件のアセット アップデート が実行されます。
すべてのデータを更新するには、数回インポート する必要がある場合があります。
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次に取り組むこと
インポート テーブルからAssetに属性を追加します。属性の設定(ページ37)を参照してください。

ソースを無効にする
デフォルト では、設定済みスケジュールでソース実行のデータインポート が行われます。このスケジュールを無効にすると、問題を解決す
るか、手動でインポート を実行できます。
1.

Assetメニューから、[Inventory Management (インベント リ管理)] > [Schedules (スケジュール)]の順に移動します。

2.

無効にするソースのインポート スケジュールの上にカーソルを置いて、[Edit (編集)] をクリックします。

3.

[Run this connection on a defined schedule (定義済みスケジュールでこの接続を実行する)]設定をクリアします。[Update
(更新)]をクリックします。

4.

インポート を手動で実行する場合は、[Inventory Management (インベント リ管理)] > [Schedules (スケジュール)]ページの順に
移動します。インポート スケジュールの上にカーソルを置いて、[Run Now (今すぐ実行)]をクリックします。
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属性の設定
Assetデータとして取り込まれる属性を設定できます。これらの属性は、Taniumまたは設定されたソースエンティティから取得できます。
これらの属性は列となり、レポート に含めることができます。

Assetソリューションのコンテンツ
Assetをインスト ールすると、ソリューションコンテンツもインスト ールされます。このソリューションコンテンツの一部は、Taniumをインスト ー
ルしたときにインポート されたコンテンツパックに似ています。ほとんどの場合、コンテンツのAssetバージョンは、既存のセンサーを超えて
属性を追加したり、情報を改善したりします。たとえば、[Asset CPU]センサーには、速度、コア、およびプロセッサ用の列が含まれてい
ますが、[Core Conten]コンテンツパックからの[CPU]センサーには1つの列のみ含まれています。Assetのカスタムコンテンツは
[Administration (管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Sensors (センサー)] ページ上では非表示になっています。

デフォルト のIT資産属性の表示および編集
Assetはデフォルト で約70個の共通属性をTaniumセンサーからインポート します。デフォルト の属性リスト を表示するには、Assetメ
ニューに移動し[Inventory Management (インベント リ管理)]> [Attributes (属性)]の順にクリックします。

l

Assetデータベースのテーブルまたはエンティティタイプ(Tanium属性の場合、エンティティタイプ、センサー名に一致するエンティ
ティタイプ)でグループ化できます。

l

列を並べ替えるには、列ヘッダーをクリックします。

l

フィールド のリスト をフィルタするには、[Filter Items (項目のフィルタリング)]を使用します。
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l

表示されている列および列順序をカスタマイズするには、[Customize Columns (列をカスタマイズ)]をクリックします。列を追加
または削除して、表示する順序に列をクリックしてド ラッグすることができます。

l

表にリスト されているデータのCSV バージョンをクリップボード にコピーするには、[Copy (コピー)]をクリックします。

l

個々の属性を編集するには、[Edit (編集)] をクリックします。

正規化された属性
[Installed Applications (インスト ール済みアプリケーション)]テーブルには、[Normalized Name (正規化名)]および[Normalized
Vendor (正規化ベンダ)]のフィールド が含まれます。正規化された値は、ベンダまたはソフト ウェア名のバリアント を解決します。たとえ
ば、次のベンダ値が表示されます。CompanyName, Inc. 、CompanyName Inc 、およびCompanyName LLC は正規化ベンダ列の
CompanyNameに解決されます。
データのロード 後に正規化が行われます。値が名前またはベンダ列にある場合、正規化された値も計算されます。

別のTanium属性を設定する
Taniumセンサーデータから属性をインポート することができます。たとえば、他の重要な構成情報を他のTanium製品、ソリューション、
またはカスタムコンテンツからインポート することもできます。

属性に関する重要な考慮事項
l

追加する属性ごとに、データのインポート 処理中に保存されたQuestionの数は増えます。新しい各属性は、Assetデータベース
に列とデータも追加します。

l

可能な場合は単一行を返すセンサーを追加します。

l

新しい属性を追加する前に、保存方法を決定します。保存方法の自動評価を使用すると、単列センサーが複列センサーと
して認識されることがあり、効率性に劣り、レポート 時に想定外の意味合いを持つ場合があります。

l

多くの場合、大量のデータを返す属性を追加しないでください。

l

Assetが環境をインベント リする頻度を検討してください。次のスケジュールインポート の前に属性データが古くなると、追加する
属性は適切ではありません。

l

Interactまたは保存済みQuestionを使用して、スケジュールされたインポート 処理より頻繁に必要なデータを収集します。
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属性の追加
1.

Assetメニューから、[Inventory Management (インベント リ管理)] > [Attributes (属性)]の順にクリックします。[Add Attribute
(属性の追加)]をクリックします。

2.

属性を追加するセンサーを検索して選択します。すべてのAssetカスタムコンテンツを表示するには、センサーリスト でAsset を検
索できます。

インポート する属性を選択します。[Add (追加)]をクリックします。
3.

(任意)選択した属性のデータタイプ、表示名、またはスト レージメソッド を変更するには、関連する属性の[Settings (設定)] をク
リックします。
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4.

パラメータ化されたセンサーから属性を追加する場合は、パラメータに渡す値を指定します。

データベースで返されるデータを保存する方法を選択することもできます。データの保存方法をロード 時に自動的に評価するよう
に設定した場合、この選択により、ロード 処理時間が追加されます。[Next (次へ)] をクリックします。
5.
[Create (作成)]をクリックして、変更内容が正しいことを確認します。
このステップでは、Assetデータベースが変更されます。慎重に見直し、確認してください。

6.

データベースの更新が完了すると、[Pending (保留中)]状態の属性のメインリスト に新しい属性が表示されます。新しい属性は
次回にTaniumソースインポート ジョブが実行され、データベースにデータが入力されるまで保留状態のままです。このジョブをすぐ
に実行するには、スケジュールを表示し、インポート を実行する(ページ42)を参照してください。入力されると、属性は[Ready (準
備完了)]状態として表示されます。[Ready (準備完了)]状態の属性をカスタムレポート に追加することができます。
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外部属性を設定する
外部データソースから属性をインポート することもできます。

準備
外部データソースからTaniumにデータをインポート する場合は、まずインポート を設定します。ソースを設定すると、インポート するデー
タベースのテーブルと、資産データベースのci_itemテーブルとのデータの関連付け方法が定義されます。ソースの設定(ページ33)を参
照してください。

外部属性を追加する
1.

Assetメニューから、[Inventory Management (インベント リ管理)] > [Attributes (属性)]の順にクリックします。[Add Attribute
(属性の追加)]をクリックします。

2.

[Source (ソース)]列で、設定したデータソースを見つけます。属性として追加するフィールド を検索して選択することができます。

3.

Assetは、次のタイプマッピングに基づいて、データベース内の値を自動的に変換します：
SQLデータ型

Assetデータ型

BIGINT

BIGINT

DATE

DATEONLY

DATETIME、TIMESTAMP WITH TIME ZONE

DATE

BIT、BOOLEAN、TINYINT

BOOLEAN

STRING、CHARACTER VARYING (255)、VARCHAR(255)

STRING

FLOAT、DOUBLE PRECISION

FLOAT

INT、INTEGER、SMALLINT

INTEGER

CHAR、NCHAR、NVARCHAR、TEXT、VARCHAR

TEXT

4.
[Create (作成)]をクリックして、変更内容が正しいことを確認します。
このステップでは、Assetデータベースが変更されます。慎重に見直し、確認してください。

5.

データベースの更新が完了すると、[Pending (保留中)]状態の属性のメインリスト に新しい属性が表示されます。新しい属性は
次回に[External database (外部データベース)]ジョブが実行され、データベースにデータが入力されるまで保留状態のままで
す。このジョブをすぐに実行するには、スケジュールを表示し、インポート を実行する(ページ42)を参照してください。入力されると、
属性は[Ready (準備完了)]状態として表示されます。[Ready (準備完了)]状態の属性をカスタムレポート に追加することができ
ます。
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Assetデータのインポート をスケジュールおよび実行する
資産データのインポート スケジュールは、AssetがTaniumまたは外部データソースからAssetデータベースに保存する頻度を決定しま
す。このデータベースは、オフライン資産の情報を提供するために使用されます。

スケジュールを表示し、インポート を実行する
1.

Assetメニューから、[Inventory Management (インベント リ管理)]> [Schedules (スケジュール)]の順にクリックします。[Import
Schedules (スケジュールのインポート )]タブに、スケジュールが表示されます。

2.

スケジュール にカーソルを合わせ、[Run Now (今すぐ実行)]をクリックし、スケジュールを上書きし、AssetデータをAssetデータ
ベースに直ちに取り込むようにします。

3.

[Pending (保留中)]状態の属性がある場合、[Inventory Management (インベント リ管理)] > [Attributes (属性)]ページで属
性が[Ready (準備完了)]状態に変更されるのを確認することができます。[Ready (準備完了)]状態の属性をカスタムレポート に
追加することができます。

インポート スケジュールを変更する場合は、資産ソースを更新します。ソースの設定(ページ33)を参照してください。

インポート を表示する
Assetのホームページで、最近のインポート とエクスポート のタイムラインを閲覧できます。

タイムラインには、次のいずれかのステータスを含む各インポート が含まれています：

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ42

l

：定期

l

：成功

l

：エラー

コンピュータのユーザアクセス権限を設定する
Assetレポート と設定全体に対するアクセス権を制御するAssetユーザロールの他に、コンピュータで個々の属性に基づくより詳細なアク
セス権限を定義することができます。たとえば、WindowsまたはMacプラット フォームの資産のみに関する情報にアクセスするためのユー
ザグループアクセス権限を割り当てるアクセス権限を作成できます。ユーザが複数のユーザグループに属する場合、それらすべてのユー
ザグループ用のアクセス許可がOR演算子で組み合わせられます。
始める前に、Assetアクセス権を割り当てるユーザグループが必要です。Tanium Core Platform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。このユーザグループのユーザがAssetにアクセスするには、Assetユーザのロールも割り当てておく必要があります。ユー
ザロールの要件(ページ16)を参照してください。
1.

Assetの [概要] ページから [設定] をクリックします。[Permissions (アクセス権限)]タブをクリックします。

2.

[Create Permissions (アクセス権限の作成)]をクリックします。

3.

割り当てたいリスト からユーザグループを選択します。

4.

[Condition (条件)]を追加します。この属性リスト は、Assetデータベースの[ci_item]テーブルからのものです。
たとえば、WindowsのIT資産のみを表示するアクセス権限をユーザグループに割り当てるには、OS Platform contains
Windows を設定します。

5.

[Apply (適用)] をクリックして、各条件を作成します。

6.

[Create (作成)]をクリックします。

属性の削除
属性を削除するには、属性を無効にしてから、参照を削除する必要があります。
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1.

2.

属性を無効にします。
a.

Assetメニューから、[Inventory Management (インベント リ管理)] > [Attributes (属性)]の順にクリックします。

b.

無効にする属性の隣りにある[Edit (編集)] をクリックします。

c.

有効化設定をクリアします。[Save (保存)] をクリックします。

すべてのレポート 、ビュー、アクセス権限、およびService Nowの送信先からの属性への参照を削除します。
a.

無効にする属性の隣りにある[Delete (削除)] をクリックします。

b.

属性が使用されている既知の場所のリスト が表示されます。各項目のリンクをクリックし、属性の使用を削除する項目を
編集します。

c.
3.

[Refresh (更新)]をクリックして、残りの参照をリスト します。

参照を削除した後、属性の名前を入力して、削除を確認します。[Delete Attribute (属性を削除)]をクリックします。

属性は、データソースからデータが次に読み込まれたときにAssetデータベースから削除されます。
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ビューの設定
ビューを利用すると、送信先へのエクスポート 用にフィルタリングしたバージョンのIT資産データを作成することができます。送信先によっ
て、ビューの作成が必要になることもあれば、Assetによって自動的に作成されることもあります。
送信先

ビューの作 成 方 法

Tanium Connect

カスタムビューを作 成 する(ページ45)

ServiceNow：Orlando Patch 7以 降

ServiceNowのビューを作 成 する(ページ47)

ServiceNow Jakarta-New York

(自 動 )送 信 先 を作 成 すると、Assetによってビューが作 成 されます。

Flexera FlexNet Manager Suite 2019 R2.2以 降

Flexeraのビューを作 成 する(ページ48)

Flexera FlexNet Manager Suite 2019 R1以 前

(自 動 )送 信 先 を作 成 すると、Assetによってビューが作 成 されます。

カスタムビューを作成する
データセット に含める属性を指定し、フィルタを使用してビューに含めるコンピュータを絞り込むことができます。ビューの用途によっては、
含める属性の数をデフォルト より減らすことができます。

ビューの詳細を指定
1.

Assetメニューで[View (ビュー)]をクリックします。[Create View (ビューの作成)]をクリックします。

2.

後日、ビューの目的を思い出せるよう、ビューの名前と説明を指定します。他のユーザが作成したビューを含め、Asset内のビュー
名はすべて一意である必要があります。
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列を選択する
[Select Columns from Asset Tables (Assetテーブルから列を選択)]セクションで、レポート に含めるデータを選択します。使用する列
を検索するか、データカテゴリを展開したり折り畳むことで、追加する列を見つけることができます。

フィルタの定義
(任意) ビューに含めるコンピュータを制限するためにフィルタを追加します。Asset Details (Assetの詳細)、Asset Installed
Applications (Assetにインスト ールされているアプリケーション)、Asset Logical Disk (Assetの論理ディスク)、Asset Network Adapter
(Assetのネット ワークアダプタ)、Asset Pysical Disk (Assetの物理ディスク)、Asset Windows Installer Applications (Assetの
Windowsインスト ーラアプリケーション)、その他Assetに追加したカスタム参照属性それぞれについてのフィルタを作成できます。使用可
能なフィルタは、選択した列のデータカテゴリに対応しています。

[+Add (+追加)] をクリックして、選択したルールと同じレベルにフィルタルールを作成します。ルールを作成する場合は、属性を選択し、
そのレベルの他のフィルタと一緒にAND 演算子またはOR演算子を適用するかどうかを選択できます。[Apply (適用)]をクリックします。
入れ子構造のフィルタグループを作成するには、[+Group (+グループ)] をクリックします。
展開 をクリックすると、JSON形式でルールが表示されます。この形式は、複雑なフィルタリングを評価する際に便利です。
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l

[Apply (適用)] をクリックしてルールを保存します。

l

フィルタのルールを編集するには、[Edit (編集)] をクリックします。

l

編集しているルールへの変更を破棄するには、[Cancel (キャンセル)] をクリックします。

l

フィルタのルールを削除するには、[Delete (削除)] をクリックします。

フィルタ内のフィールド に関連付けられている値がなくても、デフォルト でコンピュータはビューに含まれます。行をビューに含めるためには
フィルタのフィールド に対する結果が返されることを条件にしたい場合、フィルタに対して[Should be filtered out of the view (ビューから
除外する必要があります)]を選択します。

フィルタ計算
l

レポート でサイズデータタイプ(ディスク領域の合計または空き容量フィールド など)を使用する場合、値は1024のベースで変換
されます。たとえば、450,000MB は439GBに変換されます。

l

レポート で日付データタイプ (作成日フィールド など)を使用する場合、日付またはカレンダー日付でフィルタリングできます。たと
えば、過去「10日間」で作成されたフィルタを入力すると、発生日と時刻は正確な現在の日付と時刻から計算されます。過去
「10日間」で作成されたフィルタを入力すると、発生日と時刻は現在の日付から指定された日数で常に午前12時 です。ルール

を保存するときは、日付範囲をプレビューできます。

ビューを終了およびテスト する
1.

ビューを保存するには、[Create (作成)]をクリックします。

2.

ビューをテスト します。[Views (ビュー)]ページで、ビューの上にカーソルを置いて、[Test View (テスト ビュー)] をクリックし、1つのIT
資産のビューを実行します。このメッセージは、ビューが正常に実行できるかどうか、または保留中の属性などのエラーが含まれて
いるかどうかを示します。

ServiceNowのビューを作成する
ServiceNow Orlandoパッチ7またはそれ以降を使用している場合は、ServiceNowのビューを作成する必要があります。このビューは、
TaniumからServiceNowにエクスポート されるServiceNowに固有のデータを作成します。

ServiceNow Jakarta-New Yorkリリースを使用している場合、ServiceNowビューを作成する必要はありません。
ビューは、ServiceNowの送信先を作成すると自動的に作成されます。

1.

Assetメニューで[View (ビュー)]をクリックします。[Create ServiceNow View (ServiceNowビューの作成)] をクリックします。

2.

ビューをテスト します。[Views (ビュー)]ページで、ビューの上にカーソルを置いて、[Test View (テスト ビュー)] をクリックし、1つのIT
資産のビューを実行します。このメッセージは、ビューが正常に実行できるかどうか、または保留中の属性などのエラーが含まれて
いるかどうかを示します。
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Flexeraのビューを作成する
Flexera FlexNet Manager Suite 2019 R2.2またはそれ以降を使用している場合は、Flexeraのビューを作成します。このビューは、
TaniumからFlexNet Manager Suiteにエクスポート されるFlexeraに固有のデータを作成します。

FlexNet Manager Suite 2019 R1またはそれ以前を使用している場合、Flexeraビューを作成する必要はありません。
ビューは、ServiceNowの送信先を作成すると自動的に作成されます。

1.

Assetメニューで[View (ビュー)]をクリックします。[Create Flexera Views (Flexeraビューの作成)] をクリックします。

2.

ビューをテスト します。[Views (ビュー)]ページで、ビューの上にカーソルを置いて、[Test View (テスト ビュー)] をクリックし、1つのIT
資産のビューを実行します。このメッセージは、ビューが正常に実行できるかどうか、または保留中の属性などのエラーが含まれて
いるかどうかを示します。

ビューからデータをエクスポート する
ビューにあるデータを見るには、送信先を作成する必要があります。送信先を作成しないでウェブリクエスト を作成したり、検査したりで
きる任意のツールを使ってデータを表示することもできます。

Tanium Connect
ビューから、電子メール、ファイル、HTTP、ソケット レシーバ、Splunk、SQL ServerなどのConnect送信先にデータをエクスポート しま
す。接続設定の詳細、および各接続先タイプに使用することが推奨される書式化オプションについては、Tanium Connect(ページ49)
を参照してください。

ServiceNow
ServiceNowビューには、ServiceNowと統合するためのデフォルト フィールド とフィルタが含まれます。
この予約済みのビューは読み取り専用です。フィールド やフィルタをカスタマイズするには、[Create Copy (コピーを作成)]をクリックしま
す。ビューの編集と名前変更。新しいビューを作成することで、ServiceNowエクスポート に含めるコンピュータを制限したり、マッピングの
変更に連動してデータに新しい属性を含めたりできます。
詳細については、ServiceNow: Jakarta-New York(ページ54)を参照してください。

Flexera
Flexeraビューには、Flexeraと統合するためのデフォルト のフィールド とフィルタが含まれます。
これらの予約ビューは読み取り専用です。フィールド やフィルタをカスタマイズするには、[Create Copy (コピーを作成)]をクリックします。
ビューの編集と名前変更。新しいビューを作成することで、Flexeraエクスポート に含めるコンピュータを制限することができます。
詳細は、「Flexera FlexNet Manager Suite：2019 R2.2以降(ページ58)」または「Flexera FlexNet Manager Suite：2019 R1以前
(ページ59)」を参照してください
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データの送信先へのエクスポート
AssetはTanium Connect、ServiceNow、Flexeraなどの外部送信先にデータをエクスポート するように設定することができます。

CSV ファイル
資産レポート テーブルのデータをクリップボード にコピーして、CSV ファイル(データベースなど)を解釈できるアプリケーションにデータを貼り
付けることができます。コピーする行を選択し、[Copy (コピー)]をクリックします。これで、選択した行に関する情報を貼り付けることがで
きます。
CSVファイルに表示されたレポート 全体を保存するには、[Export (エクスポート )] をクリックします。CSV ファイルの[Download (ダウン
ロード )]リンクが表示される前に、[Export requested (要求されたエクスポート )]ステータスメッセージが表示される可能性があります。
各Assetユーザは、一度に1つのレポート をエクスポート できます。複数のAssetユーザをログインでき、それぞれが同時に1つのレポート
をエクスポート します。
スケジュール設定、フォーマット 設定、および大量のデータセット については、Connect接続先の設定を検討してください。

Tanium Connect
Assetから、電子メール、ファイル、HTTP、ソケット レシーバ、Splunk、SQL ServerなどのConnect送信先にデータをエクスポート するに
は、接続を作成します。

準備
l

Connectにアクセスするには、[Connect User (Connectユーザ)]のロールが必要になります。

l

Assetレポート またはデータのエクスポート 元のビューが必要です。レポート の作成(ページ25)とビューの設定(ページ45)を参照
してください。

接続を作成する
Connect 4.3または4.7では、接続ソースとして[Asset Report (Assetレポート )]を選択します。事前定義またはカスタムAssetレポート を
接続ソースとして選択できます。
Connect 4.8以降では、接続元として [Tanium Asset] を選択します。Assetソースの以下のタイプから選択できます。
ASSETレポート
事前定義またはカスタムレポート を接続ソースとして選択できます。
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ASSETコンピュータ
1.

接続ソースとするビューを選択し、Assetビューを使用して構造化データをエクスポート します。

2.

[Flatten Results (結果の平坦化)]を有効にしないと、1台のコンピュータ用に取得されたデータセット 全体が単一のレコード とな
ります。たとえば、インスト ールしたアプリケーションをエクスポート する場合、コンピュータにインスト ールしたアプリケーションのリスト
全体がそれと同じレコード 内の1行に挿入されます。このデータセット に加えられた変更はすべて送信先に表示されます。
[Flatten Results (結果の平坦化)]を有効にすると、コンピュータにインスト ールされている各アプリケーションは単一のレコード とし
て処理されます。

3.

[Enhanced JSON (拡張JSON)]では、結果に各参照テーブル用の文字列、数値、日付のアレイではなく、オブジェクト のアレイ
が挿入されます。属性と送信先の相関関係の方が容易に実装できることがあります。

4.

デフォルト のバッチサイズ(200)を使用。バッチサイズが大きいと各バッチの処理量が増えるため処理が遅くなります。

5.

エクスポート 形式を設定。
1.

[Enhanced JSON (拡張JSON)]を有効にすると、接続形式としてJSON を選択する必要があります。

2.

列名をカスタマイズするには、[Columns (列)]セクションを展開して、[Add or Modify Columns (列の追加または変更)]
をクリックします。必要に応じて、[Destination (送信先)]列の表示値を変更します。

3.

列をカスタマイズする場合、[Value Type (値の種類)]を[Unmodified (変更なし)]のままにしておくことで、期待通りのオ
ブジェクト の出力が得られます。

互換性
Connectの各形式での拡張JSONと結果の平坦化に対する以下の推奨事項を参考にしてください。サポート されていない組み合わせ
を使用すると、接続に失敗するか送信先に誤ったデータが書き込まれる可能性があります。
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接 続 先 形 式 の互 換 性
形式

拡 張 JSONのサポート

推奨事項

CEF

結 果 の平 坦 化 を使 用

CSV

結 果 の平 坦 化 を使 用

Delimiter separated

結 果 の平 坦 化 を使 用

Elasticsearch

結 果 の平 坦 化 なしで拡 張 JSONを使 用

HTML

拡 張 JSONなしで結 果 の平 坦 化 を使 用

JSON

結 果 の平 坦 化 なしで拡 張 JSONを使 用

LEEF

(任 意 ) 結 果 の平 坦 化 を使 用

SQL Server

(必 須 ) 結 果 の平 坦 化 を使 用

Syslog

(任 意 ) 結 果 の平 坦 化 を使 用

結果なしおよびエラーのフィルタリング
Assetは、結果なしと一般的なエラーメッセージを自動的にフィルタリングし、そうしたデータを接続先に送信しません。
例
Assetのインスト ールされたアプリケーションから返されたデータと比較します。JSONの例を表示
例：拡張 JSON

{
"Computer Name": "WIN-2012-R2",
"Asset Installed Applications": [{
"name": "Tanium Server 7.2.314.3019",
"version": "7.2.314.3019",
"vendor": Tanium Inc.
}, {
"name": "Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.23026",
"version": "14.0.23026.0",
"vendor": "Microsoft Corporation"
}, {
"name": "Microsoft SQL Server 2012 Native Client",
"version": "11.3.6540.0",
"vendor": "Microsoft Corporation"

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ51

}]
}

例：平坦化されたJSON

[{
"computer name": "WIN-2012-R2",
"name": "Tanium Server 7.2.314.3019",
"vendor": "Tanium Inc.",
"version": "7.2.314.3019"
}, {
"computer name": "WIN-2012-R2",
"name": "Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.23026",
"vendor": "Microsoft Corporation",
"version": "14.0.23026.0"
}, {
"computer name": "WIN-2012-R2",
"name": "Microsoft SQL Server 2012 Native Client",
"vendor": "Microsoft Corporation",
"version": "11.3.6540.0"
}]

接続の作成の詳細については、Tanium Connectユーザガイド を参照してください。

ServiceNow: Orlando Patch 7以降
ServiceNow Orlandoパッチ7かそれ以降またはParisパッチ1かそれ以降がある場合、ServiceNowのTanium Assetアプリ用の
Service Graph ConnectorがTaniumからServiceNow CMDBにデータをインポート するよう設定することができます。この統合では、
MID Serverを使用してTanium Assets APIからデータが収集されて、ServiceNowデータソースに送信されます。

ServiceNowの要件
l

ServiceNow Orlando Patch 7以降またはParis Patch 1以降。

l

ServiceNow MID Serverが設定されていること。詳細は、ServiceNow製品ド キュメント ：MID Serverのインスト ールを参照し
てください。

Taniumの要件
ServiceNowでTanium Assetアプリを設定するときは、次の情報を用意します。
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l

APIで使用するAsset Report Readerロールを持つユーザ。

l

ServiceNowに送信するデータを表すためにAssetで定義したビュー。

l

Tanium ServerのURLまたはIPアド レス。
Tanium Assetアプリを使用していて、AssetにServiceNowの送信先がすでにある場合は、これらの手順を完了した後
で送信先を無効にします。

MID Serverとの安全な通信を設定する
MID Serverは、ServiceNowと外部データソース間のデータ通信と移動を容易にするServiceNowアプリケーションです。MID Serverが
Taniumと通信するには、セキュリティと証明書を設定する必要があります。
これらの設定により、通信で有効な証明書が使用され、MID ServerとTanium間の安全な通信が確立されます。これらの設定を行わ
ないと、証明書の検証が適切に実行されずに、無効な証明書を信頼することで、さらなるセキュリティリスクが発生する場合がありま
す。
1.

MID Serverでglide.properties設定を更新して、SSL証明書の検証を有効にします。これらの設定の更新についての詳
細は、ServiceNow製品ド キュメント ：一般的なセキュリティ設定のプロパティを参照してください。次の値を設定します。

com.glide.communications.trustmanager_trust_all=false
com.glide.communications.httpclient.verify_hostname=true
これらのプロパティを更新したら、MID Serverを再起動します。
2.

MID ServerにTanium Server証明書を追加します。
a.

Tanium Serverの証明書をダウンロード します。ウェブブラウザからTaniumにログインすると、Tanium Serverから証明書を
ダウンロード できます。たとえばGoogle Chromeであれば、URLの横にあるロックアイコンをクリックして、[証明書] をクリック
します。証明書のイメージをコンピュータにド ラッグします。これで、CERファイルのローカルコピーが作成されます。

b.

証明書をMID Serverに追加します。ServiceNow製品マニュアル：MID ServerのSSL証明書を追加するを参照してくださ
い。

ServiceNowでTanium Assetアプリ用にService Graph Connectorを設定する
Tanium AssetアプリがTanium Asset APIに接続できるよう、ServiceNowでService Graph Connectorを設定します。[セット アップ]
ページの [Getting Started (はじめに)] ウィザード の手順に従います。
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1.

Tanium Assets APIに接続します。
a.

「Configure Credentials (資格情報の設定)」手順：Asset Report Readerロールを持つTaniumユーザを指定します。
[Update (更新)]をクリックします。

b.

「Configure Connection Details (接続の詳細設定)」手順：
a.

Tanium ServerのIPアド レスかホスト 名を指定します。

b.

Tanium Server証明書を設定したMID SServerを選択します。

c.

[Test Connection (接続をテスト )] をクリックします。

d.

接続が完了したら、AssetビューでServiceNow (予約済み)ビューのコピーを選択します。

e.

[Update (更新)]をクリックします。

(任意)フィールド マッピングを設定します。

2.

カスタムフィールド またはテーブルがある場合は、フィールド マッピングを作成できます。
インポート をスケジュールします。

3.

Assets APIからデータを取得する頻度を設定します。[Active (アクティブ)] チェックボックスを選択して、[Repeat Interval (繰り返
し間隔)] と [Starting (開始)]時刻を更新します。デフォルト では、インポート の同時実行は有効であり、パーティションサイズは
15000レコード です。[更新] をクリックして、設定を保存します。[今すぐ実行] をクリックして、次回のスケジュール時刻の前にデー
タ インポート を実行します。

データを監視および確認する
l

ServiceNowのCMDB統合ダッシュボード でデータのインポート を監視します。[CMDBアプリケーション] > [Tanium Assetアプリ
ケーション] をクリックします。実行中のインポート 、エラー、インポート されたレコード 数などの情報を見ることできます。

l

インポート が完了すると、ServiceNow CMDBでデータを確認できます。Computer (コンピュータ) などのAssetの属性を検索
し、Taniumデータが追加されたことを確認します。

ServiceNow: Jakarta-New York
TaniumをServicEnowで検出ソースとして設定することができます。次に、Assetに送信先を作成して、定義済みスケジュールを使用
してServicEnowにデータをエクスポート します。

準備
l

ServiceNow Jakartaリリースを使用する必要があります。ServiceNow Software Asset Management Proもサポート されてい
ます。

l

ServiceNow Enterprise CMDBのテスト インスタンスと本番インスタンスの両方にアクセスできる必要があります。

l

昇格された特権を持つServiceNowのサービスアカウント が必要です。最初の統合が完了すると、ServicEnowで最小権限の
アクセスを設定する(ページ58)。
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すべてのデータをServiceNowの本番インスタンスにエクスポート できるようにTanium Assetを設定する前に、
ServiceNowインスタンスのコピーに対してデータのエクスポート をテスト します。ServiceNowに組み込まれた識別ルー
ルでは、コンピュータ名またはシリアル番号がユニークであると仮定されるので、一貫性のある予期した結果を得るに
は、1つまたは複数の識別ルールを追加しなければならない場合があります。

Taniumデータを受信するためのServiceNowの準備
1.

ServiceNowでは、Taniumのエント リが[cmdb_ci]テーブルの[discovery_source]列に表示されます。[Label (ラベル)]フィールド
と[Value (値)]フィールド の両方の値としてTanium を使用します。

2.

(任意)Taniumサポート およびServiceNow管理者と協力して、ServiceNowで識別ルールを更新します。(詳細は、Taniumサ
ポート に問い合わせる(ページ70)を参照してください。)環境内のエンド ポイント にシリアル番号やコンピュータ名の重複がある場
合は、識別ルールを追加する必要があります。識別ルールの設定について詳しくは、以下を参照してください。
1.

ServiceNowド キュメント ：View and edit class definitions and metadata (クラス定義とメタデータを表示および編集す
る)

2.

ServiceNow Kingston Documentation：CI識別ルールの作成または編集

3.

ServiceNow Jakarta Documentation：CI識別ルールの作成または編集

4.

ServiceNow Londonのド キュメント : CI識別ルールの作成・編集

ServiceNowを送信先として追加する
AssetからServiceNow CMDBにデータをエクスポート できるようにするには、ServiceNowホスト のURLと資格情報を入力します。
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1.

Assetメニューから、[Inventory Management (インベント リ管理)] > [Destination (送信先)]の順にクリックします。

2.

[Create Destination (送信先の作成)]>[ServiceNow Destination]の順にクリックします。

3.

ServiceNowホスト のURL、資格情報、ログレベル、ビュー、エクスポート を実行するスケジュールなどの設定を編集します。

ログレベルは、job/日付 _時刻 _ジョブ番号 _servicenow_構成番号 .logファイルへの記録に影響を与えます。ServiceNow
の構成でTrace レベルを有効にすると、番号の付いたサブディレクト リ(例：job/65)が作成されます。このサブディレクト リには、該
当するジョブに対するすべてのPOSTリクエスト とGETリクエスト が含まれます。
Cronの詳細については、関連情報：Cron構文(ページ71)を参照してください。

エクスポート するServiceNowデータからコンピュータを除外する
(任意)ServiceNowの送信先を作成すると予約ビューが作成されます。ServiceNow (予約) ビューにはすべてのコンピュータが含まれま
す。エクスポート 範囲を絞り込むにはフィルタを有効にしてビューを作成します。
1.

Assetメニューで[View (ビュー)]をクリックします。ServiceNow (reserved)ビューの上にカーソルを置いて、[Create Copy (コピーを
作成する)] をクリックします。

2.

予約ビューのコピーを編集して名前を変更します。エクスポート するコンピュータを制限するフィルタを追加します。この新しい
ビューでは、フィルタのいずれかの[Should be filtered out of the view (ビューからフィルタリングする必要があります)]を選択しな
いでください。

3.

Assetメニューで[Inventory Management (インベント リ管理)] > Destination (送信先)] > [ServiceNow_Destination

(ServiceNowの送信先)] の順にクリックします。編集 をクリックします。
4.

[View (ビュー)]セクションで、作成する新しいビューを選択します。

5.

[Update (更新)]をクリックして変更を保存します。
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ServiceNowエクスポート マッピングを編集する
(任意)ServiceNowの送信先を作成した後、AssetからServiceNowへのマッピングを編集できます。
Assetメニューから、[Inventory Management (インベント リ管理)] > [Destination (送信先)] > [ServiceNow]の順にクリックします。編
集 をクリックします。[ServiceNow Export Mapping (ServiceNowエクスポート マッピング)]セクションで、マッピングを個別に追加、編
集できます。
Taniumサポート に問い合わせて、ServiceNowエクスポート マッピングを正しく編集します。詳細については、Taniumサポート に問い合
わせる(ページ70)を参照してください。

エクスポート を実行する
設定されたスケジュール外でServiceNow CMDBへのエクスポート を実行できます。Assetメニューから、[Inventory Management (イ
ンベント リ管理)]> [Schedules (スケジュール)]> [Export Schedules (スケジュールをエクスポート )]の順にクリックします。ServiceNow
の送信先の下にある[Asset Export Destinations (Assetのエクスポート 送信先)]セクションをクリックし、[Run Now (今すぐ実行)]をク
リックします。

ServiceNowでデータをチェックする
スケジュールのステータスで完了と表示されたら、ServiceNow CMDBでデータを確認できます。
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1.

ServiceNowのエンタープライズCMDBにログインします。

2.

Computer (コンピュータ) などのAsset属性を検索します。

3.

テーブルにインポート されたデータを確認します。

ServicEnowで最小権限のアクセスを設定する
ServiceNowとの初期統合が完了すると、Taniumサービスアカウント のロールを作成できます。このロールは、必要なアクセス許可のみ
を提供するACLを持っています。
詳細については、Tanium サポート ナレッジベース：ServiceNow統合の最小権限のアクセス設定(要ログイン)を参照してください。

Flexera FlexNet Manager Suite：2019 R2.2以降
FlexNet Manager Suite 2019 R2.2またはそれ以降をお持ちの場合は、FlexNet Manager Suite (FNMS)にあるTanium Connector
とエンド ポイント 上の既存のTanium Clientを使用して、TaniumからFNMSにインベント リデータをエクスポート できます。Assetには、
MS Exchange Server、SQL Server、最後のログイン、CPUソケット 数、ショート ド メイン名など、Flexeraに固有のセンサーによるコン
テンツが含まれます。

FlexNet Manager Suiteの要件
l

FlexNet Manager Suite 2019 R2.2 以降

l

FlexNet Beacon 14.2以降
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Taniumの要件
l

Tanium Server 7.3.0以降

l

Tanium Asset 1.11以降
AssetでFlexera送信先の設定を行う必要はありません。前のバージョンのFlexera用にAssetをセット アップしていて、
Flexeraの送信先を既に設定している場合は、統合手順を完了した後にその送信先を無効にしてください。

統合手順
統合の前提条件と手順についての詳細は、Flexera FlexNet Manager Suite Inventory Adapters and Connectors Referenceの
Tanium Connectorを参照してください。

Flexeraのビューを作成するには、[Asset(アセット )]メニューから[Views(ビュー)] > [Create Flexera Views (Flexera
ビューの作成)] をクリックします。作成したビューを編集および削除してはいけません。

Flexera FlexNet Manager Suite：2019 R1以前
Flexera FlexNet Manager Suite 2019 R1またはそれ以前をお持ちの場合は、Asset Flexeraの送信先を使用してFNMSでエンド ポ
イント 情報を設定できます。Flexeraの送信先を作成すると、そのFlexeraに固有のコンテンツが有効になり、これらセンサーの結果を
取り込む一連のカスタムレポート およびビューが作成されます。これらのレポート の結果をFlexeraに送信するには、Tanium Connectの
接続セット が自動的に作成され、SQLデータベースに接続されます。Flexeraは、このSQLデータベースと通信して情報を入力します。

準備
l

Connectにアクセスするには、[Connect User (Connectユーザ)]のロールが必要になります。

l

Connect 4.3.0以降が必要です。Connect 4.8.0以降では、Flexera接続でビューを使用するように設定でき、これは大型環
境に適しています。

l

ファイルエビデンスのコンテンツ向けに予定済みアクションを作成するには、Tanium管理者の特権が必要になります。

l

Flexeraデータのステージングに使用するには、SQL サーバーが必要です。このデータベースは、Windowsまたは混合モード 認
証を使用できます。詳細については、Microsoft文書：SQL Serverでの認証を参照してください。

Flexeraステージングデータベースの構成
必要なFlexeraデータベースのスキーマを実装するには、SQLデータベースを構成する必要があります。
次のクエリを使用して、Flexeraステージングデータベースの必須テーブルとスキーマを作成します。<Module
Server>\services\asset-service\content\flexera\CreateTaniumStagingDatabase.sql
FlexeraのデータをステージングするためのMicrosoft SQL のデータベースに関する詳細については、Tanium サポート ナレッジベー
ス：Flexeraへのエクスポート 用ファイルをステージングするためのMicrosoft SQLデータベースの設定(ログインが必要です)を参照してくだ
さい。
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Flexeraの送信先を追加する
1.

Assetメニューから、[Inventory Management (インベント リ管理)] > [Destination (送信先)]の順にクリックします。

2.

[New Destination (新規送信先)] > [Flexera Destination (Flexera送信先)] をクリックします。

3.

SQL ServerのURLと資格情報、ログレベル、およびエクスポート を実行するスケジュールを含む、Flexeraの設定を編集します。

[Get Schemas (スキーマの取得)]をクリックします。このボタンをクリックすると、SQL Serverとの接続が確立され、資産データをエ
クスポート するために必要な基本スキーマと一致するデータベースが検索されます。これらの要件に一致するデータベースが見つ
かると、[Database (データベース)]フィールド と[Schema (スキーマ)]フィールド に要件が表示されます。
4.

[Create (作成)]をクリックします。

Flexeraの送信先を追加すると、以下のアクションが実行されます。
l

追加の属性がAssetに追加されます。これらの属性は、次回のTaniumインポート まで保留されます。詳細については、スケ
ジュールを表示し、インポート を実行する(ページ42)を参照してください。

l

Flexeraレポート はAssetで作成されます。これらのレポート は、[Reports (レポート )] セクションの [Tanium Reports (Tanium
レポート )] に表示されます。これらのレポート は削除したり変更したりしないでください。これらのレポート を変更すると、Flexera
のエクスポート に支障が生じます。
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l

Flexeraビューが作成されます。

これらのビューは編
集しないでください。上書きされます。必要なら、Flexeraビューに含まれるフィールド を見て、異なる設定を含むビューのコピー
を作成できます。
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l

各レポート に対して、ビューをソースとしてレポート データをSQL Serverに送信するための接続がConnectで作成されます。

SQL Serverへのデータ転送に関するト ラブルシューティングには、Connectを使用します。Flexeraの各接続には、スケジュール、データ
転送の成功または失敗に関する情報が含まれています。

Tanium Assetからデータを受信できるようにFlexeraを設定する
Asset内にあるカスタムレポート のコンテンツと設定済みSQL Serverにエクスポート されるデータを確認します。必要なデータをエクス
ポート したら、データベースからデータを取得するようにFNMSを設定します。この統合を構成するには、Flexera管理者と一緒に作業し
てください。

(任意)ファイル証拠のコンテンツを有効にする
AssetとTanium Indexを統合すれば、Flexeraにファイル証拠の情報を提供できます。
1.

Indexセキュリティの除外を設定します。Tanium Incident Responseユーザガイド ：使用を開始する前にを参照してください。

2.

Tanium Indexをインスト ールして、エンド ポイント のファイルシステムにインデックスが付けられたことを確認します。
[Distribute Tanium Index Tools (Tanium Indexツールのディスト リビューション)]、[Distribute Tanium Index Config
(Tanium Index構成のディスト リビューション)]、および[Start Indexing (インデックスの開始)]パッケージはエンド ポイント にデプロ
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イする必要があり、[Index Status (インデックスステータス)]センサーはRunningに戻ります。詳細については、Tanium Incident
Responseユーザガイド ：Indexのインスト ールとTanium Incident Responseユーザガイド ：インデックスツールのデプロイを参照
してください。
3.

すべての設定が完了すると、[Flexera Report File Evidence (Flexeraレポート のファイルエビデンス)]カスタムレポート へのデータ
入力が開始されます。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ63

Assetのト ラブルシューティング
ト ラブルシューティング用に情報を収集してTaniumに送信するには、ログなどの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.

Assetの [概要] ページから [Help (ヘルプ)] をクリックします。

2.

[Troubleshooting] > [Collect] をクリックします。ZIPファイルの準備が完了したら、tanium-asset-support[timestamp].zipファイルをローカルのダウンロード ディレクト リにコピーします。

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。詳細については、Taniumサポート に
問い合わせる(ページ70)を参照してください。

サービスアカウント ログレベルの更新
1.

Assetの [概要] ページで、[Settings (設定)] をクリックして、[Advanced (詳細)]タブをクリックします。

2.

[Service Account Log Level (サービスアカウント ログレベル)]を変更します。

3.

[Save (保存)] をクリックします。

レポート のタイムアウト 期間を設定する
レポート のタイムアウト 期間を設定することで、Assetがレポート ページを読み込む期間の長さを増減することができます。この期間を経
過したレポート ページは、タイムアウト エラーになります。このエラーのト ラブルシューティングについては、「レポート をト ラブルシューティング
する(ページ64)」を参照してください。
1.

Assetの [概要] ページで、[Settings (設定)] をクリックして、[Advanced (詳細)]タブをクリックします。

2.

[Report Timeout (レポート のタイムアウト )] を指定します。このタイムアウト 期間が経過すると、Assetからエラーが返されます。

3.

[Save (保存)] をクリックします。

レポート をト ラブルシューティングする
レポート の表示でレポート のタイムアウト エラーメッセージが表示された場合は、次の解決方法または回避策を検討してください。
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l

再度、レポート の表示を試みます。

l

レポート のタイムアウト 期間を設定する(ページ64)

l

ビューを使用してデータを確認します。
l

IT資産を含むビューを作成します。詳細は、「ビューの設定(ページ45)」を参照してください。

l

Connectまたは他の接続先にデータをエクスポート します。詳細は、「データの送信先へのエクスポート (ページ49)」を参
照してください。

Assetデータのエクスポート とインポート のト ラブルシューティング
インポート とエクスポート のステータスを表示する
Assetのホームページで、最近のインポート とエクスポート のタイムラインを閲覧できます。

タイムラインには、次のいずれかのステータスを含む各インポート が含まれています：
l

：定期

l

：成功

l

：エラー

インポート とエクスポート のログを表示する
[Help (ヘルプ)] セクションからダウンロード したZIPファイルには、データのインポート とエクスポート のログが含まれています。これらのログ
は、jobディレクト リにあります。

ServiceNowのエクスポート
ServiceNowのエクスポート ログには、job/日付 _時刻 _ジョブ番号 _servicenow_構成番号 .logの形式で名前が付けられ
ます。ServiceNowの構成でTrace レベルを有効にすると、番号の付いたサブディレクト リ(例：job/65)が作成されます。このサ
ブディレクト リには、該当するジョブに対するすべてのPOSTリクエスト とGETリクエスト が含まれます。構成ログの詳細については、
ServiceNowを送信先として追加する(ページ55)を参照してください。
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Assetデータのインポート
これらのログを使用して、TaniumからAssetデータベースにアセット データをインポート するために予定された実行の詳細を表示
できます。Taniumデータインポート ログは次の形式の名前が付いています：ジョブ/日付 _時刻 _ジョブ番号 _tanium_
1.log。データベースからインポート するデータの場合、インポート ログには、job/日付 _時刻 _ジョブ番号 _database_
1.logの形式で名前が付けられます。インポート のログレベルを変更するには、ソースの設定(ページ33)を参照してください。

インポート およびエクスポート を無効化
データインポート およびエクスポート は、デフォルト で設定済みスケジュールで実行されます。このスケジュールを無効にすると、問題を解
決するか、手動でインポート またはエクスポート を実行できます。
1.

Assetメニューから、[Inventory Management (インベント リ管理)] > [Schedules (スケジュール)]の順に移動します。

2.

無効にするインポート またはエクスポート スケジュールの上にカーソルを置いて、[Edit (編集)] をクリックします。

3.

[Run this connection on a defined schedule (定義済みスケジュールでこの接続を実行する)]設定をクリアします。[Update
(更新)]をクリックします。

4.

インポート またはエクスポート を手動で実行する場合は、[Inventory Management (インベント リ管理)] > [Schedules (スケ
ジュール)]ページの順に移動します。インポート またはエクスポート スケジュールの上にカーソルを置いて、[Run Now (今すぐ実
行)]をクリックします。

ServiceNowログファイルのエラー：MULTIPLE_DUPLICATE_RECORDSエラーメッセージを修正する
エラー：MULTIPLE_DUPLICATE_RECORDSエラーメッセージがServiceNowログファイルにある場合、Taniumサポート に問い合わせて、
ServiceNowエクスポート マッピングが正しく設定されていることを確認します。詳細については、Taniumサポート に問い合わせる(ページ
70)を参照してください。
1.

Assetメニューから、[Inventory Management (インベント リ管理)] > [Destination (送信先)]の順にクリックします。

2.

送信先の横にある編集 をクリックします。

3.

[ServiceNow Export Mapping (ServiceNowエクスポート マッピング)]セクションで、[cmdb_ci_computer]マッピングに以下を適
切に追加します：

identificationFields: [
[
"name",
"serial_number"
]
],

4.

[Update (更新)]をクリックします。
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Assetデータベースをバックアップおよびリスト アする
すべての設定およびAssetデータをバックアップまたはリスト アできます。設定更新を行う前に、バックアップを作成することをお勧めしま
す。バックアップ操作を実行するには、Tanium管理者ロールが必要です。
1.

Assetの [概要]ページで、[Settings (設定)] をクリックして、[Database (データベース)] タブをクリックします。

2.

Assetデータベースのバックアップを作成するには、[Back Up Database (バックアップデータベース)]をクリックします。

3.

バックアップを使用します。
1.

ローカルコンピュータでバックアップをダウンロード ：[Download Database Backup (データベースバックアップをダウンロー
ド する)]をクリックします 。

2.

データベースバックアップの復元：[Restore Database Backup (データベースバックアップを復元する)]をクリックします 。
復元する前に、Assetの送信先エクスポート またはTanium Connect接続が実行されていないことを確認します。修復を
実行すると、現在のAssetデータベースがバックアップされ、Assetサービスがシャット ダウンされ、選択したデータベースが
復元され、Assetサービスが再起動されます。修復プロセス中に実行されているすべてのジョブは完了しません。
別のModule Serverにデータベースを復元する場合は、Tanimuサポート にお問い合わせください。詳細については、
Taniumサポート に問い合わせる(ページ70)を参照してください。

3.

バックアップの削除：データベースバックアップを削除するをクリックします 。

Assetデータベースから不要なデータを削除
IT資産を削除する
Assetは、監視していない古いIT資産のうち、(設定されている古いデータの古さ)が経過したIT資産をデータベースから自動的にパージ
します。またパージレポート に基づいてパージすることもできます。詳細は、データ保持とバキューム処理を設定する (ページ68)を参照し
てください。
データが古くるなるよりも前に、IT資産データベースからIT資産を手動で削除することもできます。IT資産を表示するレポート で、削除す
るIT資産の行を選択し、[Delete (削除)]をクリックします。
削除したIT資産がその後のロード でAssetの保存済みQuestionに応答する場合、IT資産はデータベースに再追加されます。

属性を削除する
属性を削除するには、属性を無効にしてから、参照を削除する必要があります。
1.

属性を無効にします。
a.

Assetメニューから、[Inventory Management (インベント リ管理)] > [Attributes (属性)]の順にクリックします。

b.

無効にする属性の隣りにある[Edit (編集)] をクリックします。

c.

有効化設定をクリアします。[Save (保存)] をクリックします。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ67

2.

すべてのレポート 、ビュー、アクセス権限、およびService Nowの送信先からの属性への参照を削除します。
a.

無効にする属性の隣りにある[Delete (削除)] をクリックします。

b.

属性が使用されている既知の場所のリスト が表示されます。各項目のリンクをクリックし、属性の使用を削除する項目を
編集します。
[Refresh (更新)]をクリックして、残りの参照をリスト します。

c.
3.

参照を削除した後、属性の名前を入力して、削除を確認します。[Delete Attribute (属性を削除)]をクリックします。

属性は、データソースからデータが次に読み込まれたときにAssetデータベースから削除されます。

データ保持とバキューム処理を設定する
Assetデータベースのデータ保持や自動バキューミングを設定できます。
1.

Assetの [概要] ページで、[Settings (設定)] をクリックして、[Advanced (詳細)]タブをクリックします。
1.

Assetが見ていない古くなったIT資産をデータベースから消去するには、[Purge Stale Assets (古いIT資産を消去)]を有
効にします。その後、消去する古いデータの使用日数を指定します。最低日数は7日です。デフォルト の日数は180日
です。

2.

レポート に基づいてIT資産をパージするには、[Purge by Report (レポート に基づいてパージ)] を有効にして、レポート を
選択します。レポート を選択するには、IT資産管理者であって、ユーザグループに割り当てられていない必要があります。
レポート は、次の基準を満たす必要があります。
1.

サマリレポート でも予約レポート でもない。

2.

属性は [Asset] 列からの属性のみである。

3.

カッコを含まない属性を持つフィルタがある。たとえば、レポート はIT資産IDを含めることはできますが、デバイス
ID (物理ディスク)を含めることはできません。

3.

自動バキューム中のト リガと仕事量を調整するには、[Cost Limit (コスト リミット )]と[Scale Factor (スケールファクタ)]の
値を調整します。Postgres VACUUM操作により、デッド タプルが占有しているスト レージを回収します。タプルの1%が
使用されていないと見なされたら、デフォルト でデータベースがバキュームされ、コスト リミット (バキュームサイクルあたりの
仕事量)が1000に設定されます。

2.

[Save (保存)] をクリックします。

エンドポイント からAsset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Assetツールを削除するアクションを展開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、Assetの行を選択し、必要に応じてド リルダウンして、Assetツールを削除する対象を選択します。詳細は、『Tanium
Interactユーザガイド 』を参照してください。Questionの結果の管理を参照してください。
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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)] ページで [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、対象にするエンド ポイント に従って [Endpoint Configuration - Uninstall Tool
(ツールのアンインスト ール) [Windows]] または [Endpoint Configuration - Uninstall Tool (ツールのアンインスト ール)[NonWindows]] を選択します。

5.

[ツール名] でAsset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。
エンド ポイント に対する再インスト ールがブロックされている場合、モニター展開時にには、対象のエンド ポイント に
従って、[Endpoint Configuration - Unblock Tool (ツールのブロック解除)[Windows]] または [Endpoint
Configuration - Unblock Tool (ツールのブロック解除)[Non-Windows]] パッケージを展開する必要がありま
す。

7.

(任意)エンド ポイント からすべてのAsset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)Assetのツールと依存関係があった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.
10.

[Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]をクリックします。
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。

Asset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。Asset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.

エンド ポイント からAssetツールを削除します。どのエンド ポイント にファイルエビデンスツールがインスト ールされているか確認するに
は、Get Asset File Evidence Status from all machines で確認します。エンド ポイント から痕跡物をクリアする場
合は、Taniumサポート にお問い合わせください。詳細については、Taniumサポート に問い合わせる(ページ70)を参照してくださ
い。

3.

アンインスト ールプロセスの一部として、asset-filesのバックアップフォルダが作成されます。このフォルダは保持または削除でき
ます。その他のAsset痕跡物がModule Serverに残る場合は、Taniumサポート にお問い合わせください。
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4.

5.

Assetの保存されたQuestionを削除します。以下の条件をすべて満たす保存されたQuestionは削除できます。
1.

Asset用に設定したサービスアカウント が所有する

2.

保存されたQuestionの名前がAsset で始まる

3.

Asset コンテンツセット 内にある

Assetの予定済みアクションを削除します。サービスアカウント が作成し、Asset Collect Active Directory Info パッ
ケージを実行しているAsset Deploy Collect Active Directory Info を削除します。

6.

Assetアクショングループを削除します。アクショングループが空になると、そのTanium Asset アクショングループを削除できます。

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。
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関連情報：Cron構文
Cron構文のクイックリファレンスが続きます。Crontabを使ってCron式を構築することができます。
┌──────────── 分
│ ┌────────── 時間
│ │ ┌──────── 日
│ │ │ ┌────── 月
│ │ │ │ ┌──── 曜日
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
* * * * *
各アスタリスクは、Cron式に含める必要があるフィールド です。フィールド 値には、アスタリスク(任意の値)または次の値のいずれかを指
定できます。
Cronフィールド の有 効 な値
フィールド

値

分

0～ 59

時間

0～ 23

日

1～ 31

月

1～ 12

曜 日 (日 曜 日 は0と7)

0～ 7
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