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この文書の内容は予告なく変更されることがあります。また、本書に記載の内容は「現状のまま」提供されており、正確性には万全を

期しておりますが、Taniumの顧客販売契約に規定されている保証を除き、明示または暗黙を問わずいかなる保証もしません。別段

の規定がない限り、Taniumはいかなる責任も負いません。Taniumおよびそのサプライヤは、Tanium Inc.がかかる損害の可能性を事

前に通知されていたとしても、本書の使用または使用できないことから生じる､利益損失やデータ損失をはじめとする間接的損害や特

別損害、結果的損害､および付随的損害に対して一切の責任を負いません。

本書で使用されているIPアドレスは、実際のアドレスであることを意図していません。本書に記載されている例、コマンド表示出力、

ネットワークトポロジ図、およびその他の図は、例示の目的にのみ使用されています。例示コンテンツに実際のIPアドレスが使用されて

いたとしても、特別な意図はなく、偶然です。

最新のTanium製品のマニュアルについては、https://docs.tanium.comを参照してください。

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

クセス手段や､第三者のそうした情報そのものが含まれていることがあります｡ Tanium Inc.およびその関連会社は、(i)それらの第三者

のアイテムに対して責任を負うものではなく、第三者のアイテムに関するすべての保証および責任を明示的に放棄し、(ii)お客様と

Taniumとの間の有効な契約に明記されているのでない限り、かかる第三者のアイテムへのアクセスや、利用に起因する損失、費用ま

たは損害について責任を負いません。

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

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

イテムとTanium製品の組み合わせが適切であるかどうか､また第三者の知的財産権を侵害しないかどうかの判定の責任はTaniumで

はなくお客様にあります｡

Taniumは、Tanium Softwareの操作をより直感的にして、成功までの時間を短縮できるよう最高のアクセシビリティ基準の達成に全

力で取り組んでいます。高いアクセシビリティ基準を確保するため、Taniumは米国連邦規則、特に1998年のリハビリテーション法の第

508項に準拠しています。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。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

できるようにしています。

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は、お客様がご使用のTaniumモジュールと有用な技術要件に基づいてソリューションを使いやすくすることに関するお客様のご

意見・ご要望をお待ちしています。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は当社の進捗とマイルストーンの透明性を維

持し、この作業に関するさらなる質問や話し合いを歓迎します。詳細は、営業担当者にお問い合わせいただくか、Taniumサポート

(support@tanium.com)またはaccessibility@tanium.comに電子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。

© 2021 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により、以下のタスクを実行することができます。

l ネットワーク上のアンマネージドインターフェイスに関するリアルタイムな情報を取得する。

l アンマネージドインターフェイスをネットワークアクセスからブロックする。

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完全な網羅した

ビューを得るには、分散型スキャンと一元型スキャンを組み合わせて使用します。



© 2021 Tanium Inc. AllRightsReserved ページ9

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。

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Tanium Clientが存在しないサブネットなど、ローカル

ネットワークの向こう側の非管理インターフェイスを検出することができます。

非管理インターフェイスの検出

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使用することで、1つの

ネットワークの異なる部分をカバーすることができます。詳細については、分散型スキャンの実行(40ページ)を参照してください。

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。

Locations(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、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、

「Locations(ロケーション) (57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(60ページ)」を参照してください。

Blocking (ブロック)
Tanium™ Network Quarantine共有サービスを使用すると、IPまたはMACアドレスでブロックする機能を提供するネットワークアクセス

制御(NAC)をDiscoverの組み込みアクションとしてセットアップすることができます。サポートされているNACデバイスには、Palo Alto

Networksのレイヤー3ファイアウォールおよびCiscoのISE (Identity Services Engine)があります。

詳細については、Network Quarantineでネットワークアクセスをブロックする(73ページ)を参照してください。
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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(69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

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。
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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

ポートするを参照してください。

https://docs.tanium.com/trends/trends/importing_gallery.html
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、組織的効果の達成(15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。

☐ デプロイ計画を策定する。

☐ 運用指標を追跡します。

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(33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。「サービスアカウントを構成する(34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アクショングループを設定する(35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。Tanium Trendsユーザガイド：Trends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/connect/connect/installing.html
https://docs.tanium.com/trends/trends/installing.html
https://docs.tanium.com/trends/trends/installing.html
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☐ Tanium Network Quarantineをインストールします。以下を参照してください。Tanium Network Quarantineユーザガイ

ド：Network Quarantineのインストール。

☐ 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(60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(17ページ)に基づいて、Discoverプロファイルを作成します。

☐ 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(40ページ)」を参照してください。

手順5：一元型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(51ページ)」を参照してください。

https://docs.tanium.com/network_quarantine/network_quarantine/installing.html
https://docs.tanium.com/network_quarantine/network_quarantine/installing.html
https://docs.tanium.com/client/client/installing_client_management.html
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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手順6：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。

「Locations(ロケーション) (57ページ)」を参照してください。

手順7：Quarantineのインターフェイス

☐ ネットワークアクセス制御(NAC)ソリューションに対する証明書またはパスワードベースの認証をセットアップする。

☐ Discoverを使用して、隔離するデバイスを送信する(管理と非管理のどちらのデバイスも送信可能)。Network Quarantineで

ネットワークアクセスをブロックする(73ページ)を参照してください。Network QuarantineでサポートされているNACデバイスには、

Palo Alto Networksのレイヤー3ファイアウォールおよびCiscoのISE (Identity Services Engine)があります。

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メニューから [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カバー率)]パネルと [Mean Time to Managed (管理までの平均時間)]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(76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(76ページ)。

https://docs.tanium.com/client/client/deployment.html#configure_deployment
https://docs.tanium.com/client/client/deployment.html#configure_deployment
https://docs.tanium.com/client/client/deployment.html#configure_deployment
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組織的効果の達成

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(15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 (15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(17ページ)を参照してください。

l デプロイ計画を策定する。「展開計画を策定する(17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(18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

(TaniumClient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TaniumClient

のインストール先を

設定します。必要に

応じて、管理者はラ

ベルを自動または手

動で適用することが

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。

隔離対象インターフェイスの決定と隔離パッケージの展開、管理 C R/A C/I C/I 隔離デバイスに関す

るレポートに基づく

管理計画に従って、

隔離活動計画を策

定、作成します。

隔離デバイスレポートの継続的検討 C R/A C/I C/I レポートを作成し、

継続的なアクティビ

ティとして検討しま

す。

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。各種検出方法のオプションと各種検出方法で返されるデータについては、「分散型スキャ

ンの実行(40ページ)」、「一元型スキャンの実行(51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

(81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(81ページ)」を参照してください。
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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。ロールアウト計画を作成し、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。

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 一元型Nmapスキャン用に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 組織でTaniumDiscover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TaniumDiscover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TaniumDiscover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 TaniumDiscover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プログラムの運用達成度に連携して価値を最大化し成功を収めるための4つ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。
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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

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達成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

TaniumClient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

を定義およびカス

タマイズ設定

基本ラベルを設

定、Discoverラベ

ルギャラリをイン

ポート

ネットワークの

ギャップを検出す

るための一元型

Nmapスキャンプ

ロファイルを設定

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

チケット発行シス

テムのためのリア

ルタイムアラート、

SIEMによるデータ

相関およびインテ

リジェンス、

Discoverと

TaniumNetwork

Quarantineサービ

スを統合すること

による未承認のイ

ンターフェイスの分

離

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

ターから経営陣ま

での関係者向け

Trendsボード

自動 :オペレー

ターから経営陣ま

での関係者向け

Trendsボード
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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 )

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。

Taniumの依存関係

Discover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

ネント

要件

Tanium™

Core

Platform

バージョン7.3.314.4250以降

Tanium™

Client

サポートされている任意のTaniumClientバージョン。各OSでサポートされているTaniumClientのバージョンについては、TaniumClient

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

製品

Discoverのインストールで [Install with Recommended Configurations (推奨構成でインストール)]ボタンをクリックすると、ライセンス

を受けているすべてのモジュールがTaniumServerによって自動的に一括インストールされます。これ以外の場合は、Discoverが機能

するために必要な各モジュールを手動でインストールする必要があります。以下を参照してください。TaniumConsoleユーザガイ

ド：Taniumモジュールの管理。

Discoverには、次のモジュールが必要：

l Tanium Interact 2.4.50以降

l Taniumエンドポイント設定 1.2以降

TaniumClient Management 1.5以降、Endpoint Configurationはその一部としてインストールされます。

次のモジュールは任意です。

l Tanium Trends3.6以降 (Discoverの概要ページでのチャートの作成 )

l TaniumConnect 5.0以降 ( Discoverデータのエクスポート )

l TaniumNetworkQuarantine 1.0.2以降 (ネットワークのブロック)

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を参照してください。

https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Client_host_system_requirements
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Client_host_system_requirements
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/reference_host_system_sizing_guidelines.html#Tanium_Module_Server
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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、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

Windows Windows7 SP1以降およびWindowsServer 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 SecurityAdvisoryをご覧ください。

macOS 10.11以降

Linux TaniumClientのサポートと同じ

Solaris TaniumClientのサポートと同じ

AIX 7.1.4以降

IBMXLC++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。TaniumClient

Managementユーザガイド：AIXエンドポイントへのTaniumClientのデプロイ。

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)

Windows 1

Linux

macOS

Solaris 3 2

AIX 2

1Windows2003 ServerおよびWindowsXP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。

2NmapはSolarisおよびAIXプラットフォームでポートされないため、それらプラットフォームのレベル3および4検出では、レベル2検出が使用されま

す。

3Solaris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

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://docs.tanium.com/client/client/deployment.html#aix_client
https://docs.tanium.com/client/client/deployment.html#aix_client
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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、以下のポートが必要です。

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

ec2.*.amazonaws.com

sts.*.amazonaws.com

ssm.*.amazonaws.com

443 TCP Discoverによる一元型Amazon EC2環境スキャンでのAmazonWeb

Servicesへのアクセス権

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

環境でセキュリティソフトウェアが使用されていて、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ようになっている場合、セキュ

リティ管理者は妨害なしにTaniumプロセスが実行できるよう除外を作成する必要があります。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を参照してください。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。

対象デバイス 注 プロセス

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

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

<Module Server>\services\twsm-v1\twsm.exe

<Module Server>\services\endpoint-configuration-

service\TaniumEndpointConfigService.exe

Discoverのセキュリティ除外

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 プロセス

Windowsエンドポイ

ント

(レベル3および4の

プロファイルのみ)

C:\Program Files\Npcap

(レベル3および4の

プロファイルのみ)

<Tanium Client>\Tools\Discover\nmap\nmap.exe

Linuxエンドポイント (レベル3および4の

プロファイルのみ)

<Tanium Client>/Tools/Discover/nmap/nmap

macOSエンドポイン

ト

(レベル3および4の

プロファイルのみ)

<Tanium Client>/Tools/Discover/nmap/nmap

Discoverのセキュリティ除外 (続き)

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 content.tanium.com

l ec2.*.amazonaws.com、sts.*.amazonaws.com、およびsmm.*.amazonaws.com( Amazon EC2環境の一元型スキャン

用)

ユーザロールの要件

DiscoverワークベンチへのRBACアクセス許可が導入されています。定義済みロールには、Discover Service Account、Discover

Administrator、Discover Operator, Discover User、Discover Read Only User、Discover Endpoint Configuration Approverがあ

ります。

アクセス権限

Discover

Administrator
1、2

Discover

Operator1
Discover

User1
Discover

Read Only

User1

Discover

Service

Account1、3、6

Discover

Endpoint

Configuration

Approver1、4

Discover Endpoint

Configuration Approve-

testadd

Endpoint Configuration

サービスでのDiscover設定

変更の承認

Discoverユーザロールのアクセス権限
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アクセス権限

Discover

Administrator
1、2

Discover

Operator1
Discover

User1
Discover

Read Only

User1

Discover

Service

Account1、3、6

Discover

Endpoint

Configuration

Approver1、4

Show Discover (Discover

を表示する)

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

Discover Asset Read

(Discover資産の読み取り)

マネージドおよびアンマネー

ジドインターフェイスをリスト

表示し、インターフェイス

テーブルからデータをエクス

ポートする

Discover Asset Write

(Discover資産の書き込み)

インターフェイスにラベルを適

用または削除する

Discover Tag Write

(Discoverタグの書き込み)

ラベルを作成または削除す

る

5

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

Administrator
1、2

Discover

Operator1
Discover

User1
Discover

Read Only

User1

Discover

Service

Account1、3、6

Discover

Endpoint

Configuration

Approver1、4

Discover Manual Import

Execute (Discover手動イン

ポートを実行する)

[Discover Unmanaged

Interfaces (Discoverアン

マネージドインターフェイス)]

ボタンをクリックして、手動で

インターフェイスをインポート

する

Discover Settings Write

(Discover設定の書き込み)

Discover設定の編集

Discover Profile Write

(Discoverプロファイルの書き

込み)

Discoverプロファイルの作

成、編集、削除

Discoverプロファイルの読み

取り

設定済みDiscoverプロファ

イルの表示

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

Administrator
1、2

Discover

Operator1
Discover

User1
Discover

Read Only

User1

Discover

Service

Account1、3、6

Discover

Endpoint

Configuration

Approver1、4

Discoverキーの循環

機密データの暗号化に使

用されるキーの循環

Discover Location

Permissions Write

(Discoverのロケーションアク

セス権限の書き込み)

ロケーションとユーザグルー

プの対応する権限の定義

Discoverのロケーション書き

込み

CSVファイルインポートによ

るロケーションの定義

Discover Components

Manage (Discoverコンポー

ネントの管理 )

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

Discover API使用

Discover APIの使用

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

Administrator
1、2

Discover

Operator1
Discover

User1
Discover

Read Only

User1

Discover

Service

Account1、3、6

Discover

Endpoint

Configuration

Approver1、4

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

Discover Trends Write

(Discover Trendsの書き込

み)

TrendsでのDiscoverデータ

の操作

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

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。

2Discoverアクショングループを編集するには、Content Administrator予約ロールが必要です。

3このロールは、TaniumConnectに対するモジュールアクセス権限を提供します。詳細については、次を参照してください。TaniumConnectユーザ

ガイド：ユーザロール要件を参照してください。

4このロールは、TaniumEndpoint Configurationに対するモジュールアクセス権限を提供します。詳細は、以下を参照してください。Tanium

Endpoint Configurationユーザガイド：ユーザロール要件。

5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ロールがラベルを作成することはできません。

6TaniumClient 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 (ツールのデプロイなど)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、TaniumEndpoint 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。

Discoverユーザロールのアクセス権限 (続き)

https://docs.tanium.com/trends/trends/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/trends/trends/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/connect/connect/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/endpoint_configuration/endpoint_configuration/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 ロール

タイプ

アクセス

許可用

コンテン

ツセット

Discover

Administrator

(管理者 )

Discover

オペレータ

Discover User

(ユーザー)

Discover

Read

Only

User (読

み取り専

用ユーザ)

Discover

Service

Account

(サービス

アカウン

ト )

Discover

Endpoint

Configuration

Approver

Read User (読み取りユー

ザ)

Micro

Admin

Read User Group (ユーザ

グループの読み取り)

Micro

Admin

Read Computer Group (コ

ンピュータグループの読み取

り)

Micro

Admin

Write Computer Group (書

き込みコンピュータグループ)

Micro

Admin

[Read Filter Group (フィルタ

グループの読み取り)]

Micro

Admin

[Write Filter Group (フィルタ

グループの書き込み)]

Micro

Admin

AskDynamicQuestions (ダ

イナミックQuestionの実行 )

詳細

Execute Plugin (プラグイン

の実行 )

詳細 Discover

コンテン

ツ

Execute Plugin (プラグイン

の実行 )

詳細 予約

Read Plugin (プラグインの

読み取り)

詳細 Discover

コンテン

ツ

Read Action (アクションの読

み取り)

詳細 Discover

コンテン

ツ

Read Action (アクションの読

み取り)

詳細 予約

Micro AdminおよびAdvancedユーザロールで提供されるアクセス権限
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アクセス権限 ロール

タイプ

アクセス

許可用

コンテン

ツセット

Discover

Administrator

(管理者 )

Discover

オペレータ

Discover User

(ユーザー)

Discover

Read

Only

User (読

み取り専

用ユーザ)

Discover

Service

Account

(サービス

アカウン

ト )

Discover

Endpoint

Configuration

Approver

ReadOwnAction (自身の

アクションの読み取り)

詳細 Discover

コンテン

ツ

Read Package (パッケージ

の読み取り)

詳細 Discover

コンテン

ツ

Read SavedQuestion (保

存されたQuestionの読み取

り)

詳細 Discover

コンテン

ツ

Read Sensor (センサーの

読み取り)

詳細 Discover

コンテン

ツ

Read Sensor (センサーの

読み取り)

詳細 予約

Write Action (アクションの書

き込み)

詳細 Discover

コンテン

ツ

Write Package (パッケージ

の書き込み)

詳細 Discover

コンテン

ツ

Write SavedQuestion (保

存されたQuestionの書き込

み)

詳細 Discover

コンテン

ツ

Show Preview (プレビューの

表示 )

詳細 Discover

コンテン

ツ

Micro AdminおよびAdvancedユーザロールで提供されるアクセス権限 (続き)
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ロール 許可されるアクション

Connectユーザー サインイン中のユーザの場合： 

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

NetworkQuarantine User (NetworkQuarantineユーザー) l Interfaces (インターフェイス)ページでの隔離インターフェイス

の表示

l インターフェイスの隔離および隔離解除

NetworkQuarantine ReadOnlyUser (NetworkQuarantine読み取り専用ユー

ザー)

l Interfaces (インターフェイス)ページでの隔離インターフェイ

スの表示

Discoverのためのオプションロール
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Discoverのインストール

[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]ページを使用することで、Discoverをインストールし、自動または手動設定を選択するこ

とができます。

l デフォルト設定での自動設定(Tanium7.4.2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のインポートおよび設定

でデフォルト設定を使用する(33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設定 : Discoverをインストールしたら、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、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

インポートおよび設定でカスタム設定を使用する(34ページ)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 Discoverの要件(22ページ)を確認してください。

l 以前のバージョンのDiscoverからのアップグレードの場合は、アップグレードに関するメモを参照してください。以前のバージョン

のDiscoverからのアップグレード (37ページ)を参照してください。

l Discoverのユーザに正しいロールを割り当てます。ユーザロールの要件(25ページ)を参照してください。

l 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。

l Discover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。

Discoverのインポートおよび設定でデフォルト設定を使用する

Discoverのインポートで自動設定を使用すると、次のデフォルト設定が適用されます。

l 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。

l Discoverアクショングループには、All Computersコンピュータグループが設定されます。

l レベル2のping分散型プロファイルが作成され、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)(41ページ)」を参照してください。

Discoverをインポートして、デフォルトの設定を使用するには、そのための手順で[Apply Tanium recommended configurations

(Tanium推奨設定を適用)]チェックボックスを選択します。以下を参照してください。Tanium Consoleユーザガイド : Taniumモジュー

ルの管理。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(36ページ)を

参照してください。

https://kb.tanium.com/Category:Tanium_Discover
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
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(Tanium Core Platform 7.4.5以降のみ)自動構成でDiscoverをインポートする手順には、Discover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、

Discoverがエンドポイントに自動的にtoolsをデプロイしなくなります。たとえば、すべてのエンドポイントにtoolsをデプロイする前に、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デプロイできます。

Discoverのインポートおよび設定でカスタム設定を使用する

デフォルトの設定を自動的に使用することななくDiscoverをインポートするには、そのための手順で、必ず、[Apply Tanium

recommended configurations (Taniumの推奨設定を適用)]チェックボックスをオフにします。以下を参照してください。Tanium

Consoleユーザガイド：Taniumモジュールの管理。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(36ページ)を参照してください。

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、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。

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(ツールのデプロイなど)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、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。

最小権限の原則に従うには、Discover Service Account (Discoverサービスアカウント )ロールを持つサービスアカウン

トのユーザを作成します。詳細については、Tanium Consoleユーザガイド：ユーザの管理。

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(25ページ)」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)] > [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。

Tanium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 Consoleは、Discover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。Discover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。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_users.html
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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)] > Discoverに移動してDiscoverの[Overview (概要)]ページを開きます。

エンドポイントの準備をする

TaniumEndpoint 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(25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 (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。

Discoverを設定する

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。

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

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：Taniumモジュール

の管理。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 (37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(36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。

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。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
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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(80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(38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(80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、Tanium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 toAApprove

(承認するアクション)]に移動します。詳細については、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アクショングループ

を設定する(35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。

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。

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(44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、Tanium Consoleユーザガイドを参照してください。Taniumモジュールの管理を

参照してください。

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#manage_Tanium_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
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動作の変化を確認する

ブロックおよびブロック解除アクション用のTanium™NetworkQuarantine

Tanium™ Connectで以前にネットワークのブロックとブロック解除を設定していた場合は、Tanium™ Network Quarantineを使用しま

す。Network QuarantineはDiscoverと統合し、IPまたはMACアドレスによるブロックをサポートしています。サポートされているNACに

は、Palo Alto Networksのレイヤー3ファイアウォールおよびCiscoのISE (Identity Services Engine)があります。詳細は、『Tanium

Network Quarantineユーザガイド』を参照してください。

https://docs.tanium.com/network_quarantine/network_quarantine/index.html
https://docs.tanium.com/network_quarantine/network_quarantine/index.html
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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。

管理対象になっていないインターフェイスが特定されると、Tanium Clientをインストールすることで、Tanium Serverの管理対象にする

ことができます。

プロファイル

プロファイルを使用して、ネットワーク包含と除外、検出方法、スキャンスケジュールなど、ネットワークをスキャンする際のプロパティを定

義することができます。プロファイルは複数作成することができます。

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)(41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。

検出には4通りのレベルがあります。レベルが低いほどパッシブさが増し、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。

検出メソッド IP検出1件あたりバイト数 (DNSルック

アップ無効時 )

IP検出1件あたりバイト数 (DNSルック

アップ有効時 )

レベル1 (ARPキャッシュとインターフェイス接続 ) 0 約512バイト

レベル2 (ping) 約74バイト 約586バイト

レベル3 (Nmapスキャンによるホスト検出 ) 約56バイト 約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 約122000バイト

バイト数は、標準のネットワーク機器に基づいて計算されます。状況によっては、値は大きくなることがあります。

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

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。
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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(81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検出です。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。

ARPキャッシュにあるすべてのIPアドレスがスキャン結果に含まれ、スキャン対象はローカルに設定されたサブネットマスクの最大 /22の範

囲(1024のIPアドレス)に制限されます。Discoverは、スキャン範囲を/22に制限します。/22範囲より狭いサブネットマスクでは、IPアドレ

ス数が多いため、すべての結果が返されることはありません。/16範囲では、最大65,536のIPアドレスを返すことができます。

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。次に、ローカルのARP (Address Resolution Protocol)キャッシュでインターフェイスを調べることで、関

連するMACアドレスを解決します。

インターフェイスページの値 : arp, connected

レベル2 (ping)
レベル2検出では、シンプルPingスクリプト検出を使用して、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(44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を使用して対象となる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の説明に従って、ファイ

ルをZone Serverにコピーする必要があります。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。

https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html#IsolatedSubnets
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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応答の有効期間(TTL)値に基づくOSプラットフォームの解決 : Windows、Linux/Mac、Solaris/AIX (Solarisエンドポイント

の場合、OSプラットフォームは検出されません)

シンプルPingスクリプト検出により、時間とともに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(44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の検出ではARPブロードキャストが実行されるため、スキャンの最初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。

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(24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。
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l nmap.exe:  <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-[バージョン]-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

イバを追加します。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(78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のフィンガープリントの採

取も含まれます。

OSのフィンガープリント処理では、1つのエンドポイントで一般的に使用されるTCPポート1000個がスキャンされます。(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、エンドポイントでスキャンの実行を開

始する優先ポートと対象エンドポイントポートを設定することができます。[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(24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:  <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-[バージョン]-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

イバを追加します。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(78ページ)」を参照してください。

https://nullsec.us/top-1-000-tcp-and-udp-ports-nmap-default
https://nullsec.us/top-1-000-tcp-and-udp-ports-nmap-default
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インターフェイスページの値：nmap

スキャン範囲の計算

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

キャンは実行されない。

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

スキャンを実行するネットワーク、検出方法、およびスキャンスケジュールを定義して、分散型スキャンのプロファイルを設定します。

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(17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、「Locations(ロケーション) (57ページ)」
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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。

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 (プロファイルを作成)]

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 (scan from endpoints) (分散(エンドポイントからのスキャン))]

を選択します。

3. 検出方法(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。
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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。

1. 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。

2. 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. [Scan Inclusions (スキャン包含)]： 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アクショングループを設定する(35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。
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b. [Scan Exclusions (スキャン除外)]: 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。次の除外を定義

することを検討してください。

a. 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。

b. 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。

c. VPNネットワーク: 企業ネットワークの外側のインターフェイスなどの、回避するVPNサブネットの一覧です。VPN

ネットワークを除外定義しなかった場合、ゲームシステム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

バイスが検出されます。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対象エンドポイントが

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ます。

d. ゾーンサーバ: インターネットゾーンサーバを定義して、インターネットのロケーション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ゾーンサーバ名定義にすべてのIPアドレス

またはすべてのホスト名を設定します。構成と除外で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

じる可能性があります。

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): スケジュールは、スキャンを実行する頻度と、スキャンツールをエンドポイントに配布する時間を定義し

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. Scan Window (スキャン時期) (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特定の時間を設定します。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。

時間は、Tanium Clientの現地エンドポイント時間、またはプロファイルを設定しているTaniumユーザの現地時間のどちらでも

かまいません。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 (作成)]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。
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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. 定義されているReissue every (再発行間隔)の合間にDiscoverスキャン結果がインポートされます。

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。

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たマネージドインターフェイスです。

l ：アンマネージドインターフェイスで、Tanium Clientはインストールされていませんが、Tanium Clientのインストール候補になる

可能性があります。

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ます。これのプラットフォームは、

[Unmanageable OS Platforms (管理不能なOSプラットフォーム)]の自動ラベルで事前に定義されています。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(81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：

1. 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。

2. 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。

3. 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 (スキャン結果の再インポート )]をクリックしてもレベル2、3、または4の分散型

スキャン、あるいは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。

一元型スキャンの場合、最後のスキャン結果はTaniumModule Serverから収集されます。
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次にやるべきこと

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、「トラブルシューティング(74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 (57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(69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。

外部ネットワークでOSフィンガープリント処理を実行するには、スキャンされる1000ポートすべてのネットワークポートが、Tanium

Module Serverで開いている必要があります。「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。

OSのフィンガープリント処理では、1つのエンドポイントで一般的に使用されるTCPポート1000個がスキャンされます。(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、エンドポイントでスキャンの実行を開

始する優先ポートと対象エンドポイントポートを設定することができます。[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。

デフォルトでは1000のポートをスキャンする一元型Nmapでは、IPが検出されるたびに約122,000バイトのデータが生成されます。

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。

リモートネットワークスキャンで、MACアドレスが返されることはありません。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

プロファイルを設定するには、事前に対象となるネットワーク情報が必要です。対象ネットワーク情報は、4096個以下のIPアドレス(す

なわち1つの/20ネットワークと同等)のCIDRアドレスのコンマ区切りのリストです。

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 (プロファイルを作成)]

をクリックします。

2. [Centralized (scan from Module Server) (Module Serverからの一元型スキャン)]を選択します。

https://nullsec.us/top-1-000-tcp-and-udp-ports-nmap-default/
https://nullsec.us/top-1-000-tcp-and-udp-ports-nmap-default
https://nullsec.us/top-1-000-tcp-and-udp-ports-nmap-default
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3. [Discovery Method (検出方法)]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。

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): スケジュールは、スキャンを実行する頻度と、スキャンツールをエンドポイントに配布する時間を定義し

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. Scan Window (スキャン時期) (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特定の時間を設定します。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。

時間は、Tanium Clientの現地エンドポイント時間、またはプロファイルを設定しているTaniumユーザの現地時間のどちらでも

かまいません。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 (作成)]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. 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。

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

Tanium Module ServerからAmazon EC2 環境の非管理インターフェイスを検出することができます。

使用を開始する前に

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。

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。

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": "*"

}

]

}

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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Amazon EC2の一元型スキャン用プロファイルを設定する

AWSの資格情報とスキャンスケジュールを定義することで、一元型スキャン用のプロファイルを設定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 (プロファイルを作成)]

をクリックします。

2. [Centralized (Scan from Module Server) (Module Serverからの一元型スキャン)]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。

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 (リージョン)]設定を編集して、IDとキーがアクセス権を持つリージョンのみを含めます。

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 (作成)]をクリックします。
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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 APIからAWSの情報が得られます。この検出方法で、EC2インスタンスが個別にアクセスされることはありません。

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。

複数のNICを持つ1つのEC2インスタンスは、Discoverでは複数のインターフェイスになります(1つのNICに1つのインター

フェイス)。

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たマネージドインターフェイスです。

l ：アンマネージドインターフェイスで、Tanium Clientはインストールされていませんが、Tanium Clientのインストール候補になる

可能性があります。

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ます。これのプラットフォームは、

[Unmanageable OS Platforms (管理不能なOSプラットフォーム)]の自動ラベルで事前に定義されています。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(81ページ)。

次にやるべきこと

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、「トラブルシューティング(74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 (57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(69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。

Locations(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。

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のヘッダー

CSVファイルの先頭行は、少なくとも3つのヘッダー (Network、NAT、および少なくとも1つのロケーション列)で構成する必要がありま

す。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値は、英数字、空白、括弧( ( ) )、ナンバー記号 (#)、またはハイフン(-)を使用することができます。

l Network列 : NetworkNetwork列の値は、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 ロケーションの列 : ロケーション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ロケーション(国、地域)から

最小のロケーション(都市、オフィス)の順序で定義します。ロケーションには最大5つの列(例 : 国、州、都市、建物、階)を使用

することができます。

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(75ページ)。
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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 (ロケーションのインポート )]をクリックし、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 (ロケーションのエクスポート )]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。

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 AdministratorおよびDiscover Administratorユーザは、すべてのイン

ターフェイスを表示することができます。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。
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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係するロケーションを選択します。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 (ロケーション)]チャートは、ロケーション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など、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る。

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 (61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(62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、[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

[Unmanageable OS Platforms (管理不能OSプラットフォーム)]に事前定義された自動ラベルは、どのインターフェイスが管理不能と

マークされているかを定義し、[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。このアクションにより、「Manually Marked

Unmanageable (管理不能手動マーク)」ラベルが付けられます。

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(62ページ)をご覧ください。

l 手動のマークの付いたインターフェイスに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)]ページを使用します。

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。

1. 次のいずれかの方法で自動ラベリングを設定します。

1. 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。

2. 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. ラベル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(81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。
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1. <value>が以下と等しい：完全一致、たとえば192.168.1.195

2. 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)。

3. 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)を使用できるグロブ一致検索。たとえば

192.168.1.???は最後のオクテットが3桁のIPに一致します。

パターンは、値全体が一致する必要があります。

4. <value> が以下を含む：値の部分一致

5. <value>を含む：少なくとも1つの値の一致

3. ラベル内の条件が一致したときに実行されるアクティビティを設定します。

1. Label (ラベル)：インターフェイスにラベルを付けます。

2. Ignore (無視)：[Ignored Interfaces (インターフェイスの無視)]リストにインターフェイスを追加します。

3. Mark Unmanageable (管理不能マーク)：インターフェイスに管理不能(Tanium Clientの実行不可)のマークを付けま

す。

4. Notify (通知)：インターフェイスに関する通知を送信します。

5. Purge (パージ):条件に一致するインターフェイスをDiscoverデータベースから削除する

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。

[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。

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。
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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 (管理対象)

ページを使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。

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。
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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。

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。

数字 Label (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
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TaniumTrends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。



© 2021 Tanium Inc. AllRightsReserved ページ67

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。また、Tanium™ Network

Quarantineを設定したり、Tanium Connectのブロック接続設定したりすることで、インターフェイスをブロックすることもできます。

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(67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。

数字 Label (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。

Ignored (無視された)

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。

Labeled (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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管理対象

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。

Unlabeled (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。

Unmanageable (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。

Unmanaged (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 (イン

ターフェイスの消失 )

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 Unmanageable (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。通知の設定には、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)

l 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)

l 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。

l 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。

l New managed 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。

l 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

l [Last Discovered (前回検出)]列に値がある

l 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。詳細については、Tanium Connectユーザーガイド： 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についての詳細は、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(62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。

a. [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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b. [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。



© 2021 Tanium Inc. AllRightsReserved ページ73

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。

Network Quarantineでネットワークアクセスをブロックする

Network Quarantine共有サービスを使用すると、MACアドレスまたはIPアドレスに基づいてインターフェイスをブロックおよびブロック解

除するネットワークアクセスコントロール(NAC)ソリューションをセットアップできます。

NACを設定する

エンドポイントを隔離するためにPalo Alto Networks Layer 3ファイアウォールまたはCisco Identity Services Engine (ISE)のいずれか

を設定する方法については、Tanium Network Quarantineユーザーガイドをご覧ください。

インターフェイスの隔離または隔離解除

Network QuarantineでNACを設定すると、DiscoverからIPアドレスまたはMACアドレスを隔離または隔離解除できます。

隔離または隔離解除アクションを実行するには[Network Quarantine User (Network Quarantineユーザー)]ロールが必要です。ユー

ザロールの設定についての詳細は、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。

1. Discoverメニューで、[Interfaces (インターフェイス)]をクリックします。1つまたは複数のインターフェイスを選択します。

2. [Quarantine (隔離)]または[Unquarantine (隔離解除)]をクリックします。メニューには、Network Quarantineで設定された使

用可能なNACが表示されます。

3. IPアドレスまたはMACアドレスが隔離された後に、この行は[Interfaces (インターフェイス)]ページで強調表示されます。

Tanium Clientを展開する

非管理インターフェイスに適用するラベルを定義すると、Tanium Client Managementで展開の対象設定に使用するラベルを選択す

ることができます。Tanium Client Managementユーザガイド：展開を設定する

https://docs.tanium.com/connect/index.html
https://docs.tanium.com/network_quarantine/
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_users.html#Assign_roles
https://docs.tanium.com/client/client/deployment.html#configure_deployment
https://docs.tanium.com/client/client/deployment.html#configure_deployment
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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. 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(80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。

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Questionを使用することができます。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。

n Discoverアクショングループの設定を確認する。「Discoverアクショングループを設定する(35ページ)」を参照してください。

n 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 : 一部エンドポイントがスキャンされない

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、「Get Discover Last Scan Range from all machines」とい

うQuestionで[no results]が返されたとします。
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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。プロファイル

名の上にカーソルを置き、[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。

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。
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FAQ: 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

大きくなるのはなぜでしょうか?
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。

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TaniumClient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 TaniumClient 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TaniumClient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。

https://www.youtube.com/watch?v=hnKIOsrAJJk&amp;t=14s
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理由 是正措置

自動化なし TaniumDiscover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、TaniumClient 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。

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。追加情報 : Taniumコミュ

ニティの記事 : Getting Surgicalwith Endpoint Discovery: Using Targeting and Exclusions in

TaniumDiscover(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、一部のケースでOS情報が提供されます。

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: TaniumDiscover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。TaniumDiscover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/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/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。

1. 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

2. 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-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。

1. 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。

2. 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 (プレビューを表示して続行)]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、

『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。

3. [Deploy Action (アクションをデプロイ)] をクリックします。

4. [Deploy Action (アクションをデプロイ)] 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)[Non-

Windows]] を選択します。

5. [Tool Name (ツール名)] でDiscoverを選択します。

https://docs.tanium.com/interact/interact/results.html#Drill_Down
https://docs.tanium.com/interact/interact/results.html#Drill_Down
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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、モニターのデプロイ時にには、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]] パッケージをデプロイする必要がありま

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. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]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、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(80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/


© 2021 Tanium Inc. AllRightsReserved ページ81

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 )

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

初

めて

管

理

対

象

に

なっ

た

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

検出メソッド

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 )

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

初

めて

管

理

対

象

に

なっ

た

場

合

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(60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

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 )

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

初

めて

管

理

対

象

に

なっ

た

場

合

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)

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。

Locations(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。Locations(ロケーション) (57ページ)

MAC

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 )

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

初

めて

管

理

対

象

に

なっ

た

場

合

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

2

NAT IPアドレス

Open Ports(開いているポート )

Nmapのスキャン対象の一般的な1000個のポート、または検出

方法の設定で指定されたポートの一覧。

OSの世代

Nmap (レベル4): OSフィンガープリントから推測されるOSバージョ

ンの「最有力候補」。OS世代をラベル条件として選択する場合

は、注意深く検討してください。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によって返された特定のオペレーティングシステ

ム。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 Simple SystemsManager (SSM)

が構成されている場合に検出されます。

OS Platform (OSプラットフォーム)

オペレーティングシステム。

1

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
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(ARP)
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ンによ
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Nmap
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型

AWS

EC2
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合
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理

対

象

に

なっ

た

場

合

所有者 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。

Unmanageable (管理不能 )

管理不能なインターフェイスは、TaniumClient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、TaniumClientでサポートされていないOSプラットフォームが

存在します。これのプラットフォームは、[Unmanageable OS

Platforms (管理不能なOSプラットフォーム)]の自動ラベルで事

前に定義されています。

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 :使用可能なリージョン

1Solaris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

2一元型AWSEC2スキャンでは、検出されたすべてのインターフェイスのメーカーとしてAWSが返されます

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)

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html#concepts-available-regions

	Discoverの概要
	スキャンの種類
	分散型スキャン
	一元型スキャン

	非管理インターフェイスの検出
	インターフェイスの管理
	Locations（ロケーション）
	ラベル

	Blocking (ブロック)
	通知
	他のTanium製品との統合
	Trends
	Discover - Interfaces (インターフェイス)
	Discover - Labels (ラベル)
	Discover - Module Health (モジュール健全性)



	Discoverでの成功
	手順1：組織的効果を達成する
	手順2：Taniumのモジュールをインストールする
	手順3：ラベルの定義
	手順4：分散型Discoverスキャンの実行
	手順5：一元型Discoverスキャンの実行
	手順6：ロケーションの割り当て
	手順7：Quarantineのインターフェイス
	手順8：Tanium Clientのデプロイ
	手順9：Discover指標のモニタ

	組織的効果の達成
	変更管理
	RACIチャート
	組織的連携
	展開計画を策定する
	運用指標
	Discoverの達成度
	ベンチマーク指標


	Discoverの要件
	Taniumの依存関係
	Tanium™ Module Server
	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

	ホストとネットワークセキュリティの要件
	ポート
	セキュリティの除外
	インターネットのURL

	ユーザロールの要件

	Discoverのインストール
	使用を開始する前に
	Discoverのインポートおよび設定でデフォルト設定を使用する
	Discoverのインポートおよび設定でカスタム設定を使用する
	サービスアカウントを構成する

	dependencies
	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

	Discoverを設定する
	Discoverアクショングループを設定する
	インポート頻度を設定する

	Discoverをアップグレードする
	Discoverのバージョンを確認する

	以前のバージョンのDiscoverからのアップグレード
	Discover 2.10以降から3.3にアップグレードする
	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
	Discoverアクショングループを設定する
	検出方法の設定をプロファイルに移行する

	Discover 3.3から4.0以降にアップグレードする
	動作の変化を確認する
	ブロックおよびブロック解除アクション用のTanium™ Network Quarantine


	分散型スキャンの実行
	プロファイル
	検出方法と影響
	プロファイルの構成

	レベル1 (ARPキャッシュとインターフェイス接続)
	レベル2 (ping)
	レベル3 (Nmapスキャンによるホスト検出)
	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)
	スキャン範囲の計算
	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
	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

	分散型スキャン用のプロファイルを設定する
	準備
	プロファイルを作成する

	検出プロセス
	スキャン結果
	スキャン結果を強制的にインポートする

	次にやるべきこと

	一元型スキャンの実行
	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スキャン用プロファイルを設定する
	検出プロセス

	Amazon EC2環境をスキャンする
	使用を開始する前に
	APIユーザを設定する
	Amazon EC2の一元型スキャン用プロファイルを設定する
	検出プロセス

	一元型スキャンの結果
	スキャン結果

	次にやるべきこと

	インターフェイスの管理
	Locations（ロケーション）
	ロケーションのスプレッドシートを作成する
	CSVのヘッダー
	CSVの値
	CSVの例

	ロケーションをインポートする
	ロケーションにアクセス権限を割り当てる
	ロケーションの結果

	ラベル
	Discoverのラベルギャラリー
	インターフェイスに手動でラベルを付ける
	ラベルを作成する
	ラベルを管理する
	インターフェイスを無視する
	インターフェイスを管理不能とマークする

	インターフェイスに自動的にラベルを付ける
	複数値条件

	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
	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

	インターフェイスのデータを表示する
	チャートを表示する
	データグリッドに列を追加する
	データをエクスポートする
	Tanium Trendsでデータを表示する


	Discoverデータのエクスポート
	CSVファイルにエクスポートする
	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
	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
	イベント通知用の接続を作成する
	前提条件
	Connectで通知を設定する

	Network Quarantineでネットワークアクセスをブロックする
	NACを設定する
	インターフェイスの隔離または隔離解除

	Tanium Clientを展開する

	トラブルシューティング
	ログを収集する
	Discoverのスキャン範囲を表示する
	問題: スキャン実行で結果が返されない
	問題: 一部エンドポイントがスキャンされない
	問題：ロケーションのCSVファイルのエラー
	FAQ: 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大きくなるのはなぜでしょうか?
	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
	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
	エンドポイントからNpcapを削除する
	remove
	Discoverをアンインストールする
	Taniumサポートに問い合わせる

	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

