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概要
Tanium™ Enforceは、デバイスの所在場所(オンプレミス、リモート 、クラウド )に関係なく、WindowsおよびmacOS環境のオペレーティン
グシステム、アプリケーション、セキュリティのポリシー管理を一元化することによって統一されたエンド ポイント 管理おおびエンド ポイント
セキュリティを実現します。

ポリシー
すべてのデバイスに対する制御と可視化を実現することで環境全体のエンド ポイント を管理および保護するには、ポリシーを設定しま
す。

ポリシー設定
ポリシー内に含める特定の設定とコント ロールです。

施行
施行とは、コンピュータまたはグループにポリシーが正常に適用されることです。ポリシーは以下のいずれかの施行状態をとります。
Applied (適用済み)
ポリシーが正常に適用されました。ポリシーのすべてのルールと構成は、対象のエンド ポイント で有効です。

1つのポリシーのすべての設定が、別のポリシーのすべての設定と重複している場合は、優先度が低い方のポリシーし
か適用されていなくても、両方のポリシーが適用済みと表示されます。

Partially Applied (部分適用済み)
1つのポリシーの設定の一部施行されていますが、一部は施行されていません。この状態は、たとえば重複設定がある類似ポリ
シーが優先されている場合に発生します。複数のポリシーの間で一部設定が重複している場合、優先度番号が最も低い設
定が適用され、優先度が高い設定は適用されません。結果として、同じポリシーで施行される設定と、施行されない設定が
あります。

ステータス列に表示できる適用なしまたは部分適用済み設定の最大数は5です。

Not Applied (適用なし)
このポリシーは、エンド ポイント で有効ではありません。この状態は、ポリシーがエンド ポイント に送信されたが、そのエンド ポイン
ト でまだ実施されていない場合のタイミングの問題で発生する場合があります。詳細については、強制状態の理由を参照して
ください。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

10ページ

Unsupported (未対応)
この状態は、ポリシーが、その設定に対応していないオペレーティングシステムに適用されようとした場合に発生します。
Error (エラー)
既知または未知のエラーのどちらもエラーになります。

他のTanium製品との統合
Threat Response
Threat Responseの結果に基づいてEnforceでWindowsエンド ポイント のプロセスとネット ワークルールポリシーを作成することで、ネッ
ト ワーク上のインシデント 発生を防ぐことができます。インシデント 発生中に悪用された、より根本的な脆弱性を識別して対処できない
場合、組織はセキュリティ状況を完全に改善することはできません。

Trends
EnforceにはTanium™ Trendsとの統合機能が組み込まれており、関連データのレポート 機能を強化することができます。Trendsの初
期ギャラリには、Enforceのコンセプト のデータを視覚化するボード があります。
Performanceが提供するTrendsボード のインポート 方法についての詳細は、以下を参照してください。Tanium Trendsユーザガイド ：
初期ギャラリーをインポート するを参照してください。
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Enforceでの成功
以下のベスト プラクティスに従うことで、Tanium Enforce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、主要ベン
チマーク指標に沿っています。Enforceが管理するシステム数、組織全体のポリシーの健全性、組織全体のハード ド ライブの暗号化ス
テータス、組織全体のウイルス対策ステータス、組織全体のホスト のファイアウォールステータスを可視化することができます。

手順1: 組織的効果を達成する
Enforceの価値を最大化する主な組織ガバナンス手順を実行する。各タスクについての詳細は、組織的効果の達成(17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。

☐ Enforceの達成度を追跡する。

☐ 部署横断的な組織連携を検証する。

手順2: Enforceのインスト ールと設定する
☐ Enforceポリシーの対象設定に使用するコンピュータグループを作成する。

☐ Enforceサービスアカウント を設定する。

☐ End-User Notifications共有サービスを設定する。

☐ Direct-Connect共有サービスを設定する。

☐ 共有サービス用のアクショングループを設定する。

☐ Enforceのアクショングループを設定する。

☐ Enforceのツールが展開されていることを確認する。
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手順3：手順2：ポリシー計画の策定
☐ 基本的なテスト 用グループの条件を定義する。これは、以前設定したコンピュータグループに含めることができる。

☐ テスト の成功基準とタイムライン、テスト が失敗した場合のテスト の繰り返し手順を定義する。

☐ 本番環境の展開を定義する。エンド ポイント を対象設定する方法、段階的展開、あるいは本番環境への一括展開など

手順4：手順3：ポリシーの作成: 全般
☐ 一般的な種類のポリシーを設定する。(ウイルス対策、ディスクの暗号化、ホスト のファイアウォールに関連しないポリシー):

☐ 新しいポリシーを作成する。

☐ 企業ポリシー、USGCB、DISA STIG、SOX、HIPAなど、特定のポリシーで必要とされるポリシー項目を選択する。

☐ ポリシー項目を追加および設定する。

☐ 対象コンピュータグループまたはユーザグループでポリシーを施行する

☐ ポリシー施行ステータスの報告がEnforced (施行済み)であることを確認する。

手順5：手 順4：ポリシーの作成: マルウェア対策
☐ マルウェア対策ポリシーを設定する。(Defender)

☐ 新しい種類のマルウェア対策ポリシーを作成する。

☐ [Deploy definition updates using Tanium (Taniumを使用して定義の更新を展開)] チェックボックスが選択されていることを確
認する。これで自動定義機能が有効になります。

☐ ポリシー要件に基づいて設定を定義する。

☐ [Exclusions (除外)] セクションの [Create exclusions for Tanium processes (Taniumプロセスの除外の作成)] チェックボック
スを選択する。
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☐ 対象コンピュータグループまたはユーザでポリシーを施行する。

☐ ポリシー施行ステータスの報告がEnforced (施行済み)であることを確認する。

☐ Trendsレポート を表示する。

手順6：手 順5：ポリシーの作成: デバイス制御
☐ デバイス制御ポリシーを設定する。

☐ 新しい種類のデバイス制御ポリシーを作成する(着脱式スト レージとすべてのデバイス

☐ センサーのインポート 機能を使用して、環境から既存のデバイスクラスをインポート する。

☐ 許可するデバイスのハード ウェアIDを追加する。

☐ 対象コンピュータグループまたはユーザでポリシーを施行する。

☐ ポリシー施行ステータスの報告がEnforced (施行済み)であることを確認する。

☐ Trendsレポート を表示する。

手順7：手 順6：ポリシーの作成: ディスクの暗号化
☐ ディスク暗号化ポリシーを設定する。(BitLocker)

☐ 共有サービス要件がインスト ールおよび設定されていることを確認する。(Direct ConnectとEnd-User Notifications)

☐ Key Encryption Key (キーの暗号化キー) (KEK)をバックアップする。

☐ 暗号化ポリシーを作成し、ポリシー要件に基づいて設定を定義する。別のBitLocker管理ソリューションからの移行の場合は、
詳細は、以下を参照してください。Making the Switch to Tanium Enforce: Better BitLocker Configuration and Recovery Key
Management(英文)。

☐ 対象コンピュータグループまたはユーザでポリシーを施行する。
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☐ ポリシー施行ステータスの報告がEnforced (施行済み)であることを確認する。この数字は、エンド ポイント がオンラインになり、
ハード ド ライブが暗号化されるにつれて大きくなります。暗号化に要する時間は、ハード ディスクのサイズと使用する暗号化アルゴリ
ズムによって異なります。

☐ Trendsレポート を表示する。

手順8：手順7：ポリシーの作成: ホスト のファイアウォール
☐ 新しいWindowsファイアウォールポリシーを作成する。

☐ ポリシーを設定し、運用要件またはポリシー要件ごとにルールを定義する。

☐ 対象コンピュータグループまたはユーザでポリシーを施行する。

☐ ポリシー施行ステータスの報告がEnforced (施行済み)であることを確認する。

☐ Trendsレポート を表示する。

手順9：手順8：ポリシーの作成: マシン管理テンプレート
☐ 新しいマシン管理テンプレート ポリシーを作成する。

☐ ポリシーを設定し、運用要件またはポリシー要件ごとにルールを定義する。

☐ 対象コンピュータグループまたはユーザでポリシーを施行する。

☐ ポリシー施行ステータスの報告がEnforced (施行済み)であることを確認する。

☐ Trendsレポート を表示する。

手順10：手順9：Enforceの健全性確認
☐ Defenderの定義ステータスを確認する。必要に応じてEnforceの定義ファイルをダウンロード するか?

☐ エンド ポイント 暗号化の前提条件がインスト ールされていることを確認する。
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☐ ワークベンチ上部の警告バナーを確認する。

手順11：手順10：Enforce指標のモニタ
☐ Trendsメニューから [Boards (ボード )] をクリックし、[Enforce] をクリックして [Enforce Coverage Status (Enforceのカバー率ス
テータス)]、[Host Firewall Enabled (ホスト ファイアウォールの有効/無効)]、[Enforce Tools Installation (Enforceツールのインス
ト ール)]、[Installed Tools Versions (インスト ール済みツールのバージョン)]、[Policy Enforcements (ポリシーの施行)] パネルを表
示します。

☐ Enforceのカバー率ステータス(総数に対する割合)をモニタおよびト ラブルシューティングする(113ページ)。

☐ ポリシー施行ステータスをモニタおよびト ラブルシューティングする(114ページ)

☐ エンド ポイント のホスト ファイアウォールステータスをモニタおよびト ラブルシューティングする(115ページ)。

☐ エンド ポイント のディスク暗号化ステータスをモニタおよびト ラブルシューティングする(116ページ)。

☐ エンド ポイント のウィルス対策ステータスをモニタおよびト ラブルシューティングする(119ページ)。
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組織的効果の達成
Threat Enforceがもたらす価値を最大化し、価値創出時間を短縮するための4つの重要な組織ガバナンス手順があります。
l

専用の変更管理プロセスを開発する。変更管理(17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 (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。ベンチマーク指標(20ページ)を参照してください。

l

部署横断の連携を検証する。組織的連携(19ページ)を参照してください。

変更管理
変更管理プロセスをカスタマイズして専用のプロセスを作成することで、1つのコンソールを使用してエンド ポイント 間の構成およびコンプ
ライアンスポリシー管理する能率的なプロセスを作成することができます。
l

構成およびコンプライアンスポリシー管理プロセスにまたがるTanium Enforceのアクティビティに関するSLAを更新し、アクティビ
ティと主要リソースを連携される。たとえば、「RACIチャート (17ページ)」を参照してください。

l

構成およびコンプライアンスポリシー管理シナリオにまたがるさまざまなアクティビティの変更またはメンテナンス時期を指定する。
たとえば、新しいファイアウォールルールやエンド ポイント 強化ポリシーを実装できます。

l

構成およびコンプライアンスポリシー管理プロセスの内部および外部依存関係を特定する。たとえば、SLA、PCI、HIPAAなど
に対するコンプライアンスなど。

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、構成およびコンプライア
ンスポリシー管理に向けた組織の職務別リソースの連携のあり方を表しています。ベースラインの一例としてご利用ください。
タスク

セキュリティチーム

オペレーションチーム

リスク/コンプライアンス

根拠

チーム
ポリシーの定 義 : セ

A/R

I

I

セキュリティチームがセキュリティポリシーを作 成

キュリティポリシーの定

します。ファイアウォールポリシー、マルウェア対

義

策 ポリシー、コンピュータセキュリティ設 定 の最
終 状 態 など。

ポリシーの定 義 : 構 成

I

ポリシーの定 義

A/R

I

運 用 チームが構 成 ポリシーを作 成 します。アプ
リケーション設 定 、ブラウザ設 定 、オペレーティン
グシステムのルックアンドフィール/システム設 定
など。
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タスク

セキュリティチーム

オペレーションチーム

リスク/コンプライアンス

根拠

チーム
ポリシーの展 開

A/R

A/R

I

セキュリティおよび構 成 ポリシーで作 成 した対
象 をTanium Enforceで設 定 し、定 義 された対
象 にポリシーを展 開 します。

レポート を使 用 したポ

A/R

A/R

A/R

リシーの結 果 の評 価

Tanium Enforceを使 用 して、ポリシー結 果 や
検 出 結 果 の処 置 、あるいは構 成 変 更 に関 す
るワークベンチ/Trendsボードを確 認 します。

検 出 結 果 の処 置 と構

A/R

A/R

成 の変 更

I

結 果 の出 力 に基 づいて、検 出 結 果 の処 置 と
構 成 変 更 のためのアクションを実 行 します。対
象 の変 更 、ポリシー構 成 エラーの修 正 、連 続
ループでのワークフローの実 施 など。

前 提 ：セキュリティチームがTanium Enforceを所 有

担 当 者 と説 明 責 任 者 、問 い合 わせ先 、情 報 所 有 者
担 当 者 ：アクティビティまたは作 業 を行 う人 。
説 明 責 任 者 ：最 終 的 に説 明 責 任 を負 い、可 否 権 /拒 否 権 を持 つ人 。
問 い合 わせ先 ：フィードバックを提 供 し、アクティビティに貢 献 する必 要 がある人 。
情 報 所 有 者 ：決 定 や行 動 を把 握 する必 要 がある人 。

標準的なEnforceのワークフロー
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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、ITソフト ウェアおよびハード ウェアの管理方法に関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。

達成度の測定
Enforce達成度
構成およびコンプライアンスポリシー管理プログラムの管理の成功には、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 Enforceプログラムの運用達成度を測定し、成功に導く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 でのTanium Enforceの利 用 方 法 とタイミング(たとえば、Taniumが唯 一 のツールであるか、あるいはActive
DirectoryのGroup Policyなどのレガシーツールで補 完 されているのか、など)。

自動化

Tanium Enforceの自 動 化 状 況 と他 のシステムの自 動 化 における活 用 状 況

機能的統合

ITセキュリティ、IT運 用 、ITコンプライアンス/リスク、IT資 産 管 理 チームにまたがるTanium Enforceの統 合 状 況

レポート 作 成

組 織 の従 業 員 およびシステムのデータ消 費 状 況
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ベンチマーク指標
主要な構成およびコンプライアンスポリシー管理プロセスに加え、Tanium Enforceプロジェクト 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3つの主要ベンチマーク指標は次のとおりです。
値 の指 標

値 の指 標 #1

値 の指 標 #2

値 の指 標 #3

値 の指 標 #4

値 の指 標 #5

指 標 のタイト ル

Enforceのカバー率

ポリシーの施 行 (合 計

ホスト のファイアウォー

ディスクの暗 号 化 有

ウイルス対 策 有 効

(合 計 に対 する割 合

に対 する割 合 (%))

ル有 効

効

(%))
この指 標 が重 要 な

Enforceが管 理 する

組 織 のポリシーの健

組 織 にあるホスト の

組 織 のハードドライブ

組 織 のウイルス対 策

理由

システム数 の可 視 化

全 性 の可 視 化 。施

ファイアウォールステー

の暗 号 化 ステータス

ステータスの可 視 化 。

行 エラーまたは未 施

タスの可 視 化 。ホスト

の可 視 性 化 。未 暗

ウイルス対 策 がインス

行 エンドポイント は、

にファイアウォールがイ

号 化 エンドポイント

ト ールされていない

環 境 に対 するリスクに

ンスト ールされていな

は、環 境 に対 するリス

か、有 効 になっていな

なります。

いか、有 効 になってい

クになります。

いエンドポイント は、環

ないエンドポイント は、

境 に対 するリスクになり

環 境 に対 するリスクに

ます。

なります。
インスト ルメンテー

ツールセンサー

ション

Enforceポリシース

Enforce - ホスト のファ

Trends Enforce - 暗

Enforce - ウイルス対

テータス(ポリシーの種

イアウォール有 効 (セ

号 化 ステータス(ボー

策 有 効 (センサーと

類 別 )/管 理 対 象 エン

ンサーとボード)

ド)

ボード)

ドポイント 。

達成度のワークフロー
次の表を使用して、自組織のTanium Enforceの達成度を判定してみてください。
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プロセ

使用法

ス

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

(要 改 善 )

(平 均 以 下 )

(平 均 )

(平 均 以 上 )

(最 適 )

Enforceイン

ポリシーを検

デスクト ップ/

エンドユーザ

対応可能な

ポート 済 み/ネ

証

サーバのコン

のデスクト ップ

すべてのオペ

イティブOS、

ト ロールグ

型 エンドポイ

レーティング

アプリケーショ

ループに対

ント /チームの

システムに実

ン、およびセ

する処 置 ポ

場合、

装

キュリティポリ

リシーを実

Enforceを使

シー設 定 済

装

用 して、ポリ

み/ポリシーを

シー構 成 をエ

従 来 の手 段

ンドポイント に

で施 行

プッシュし、管
理 対 象 テクノ
ロジのすべて
についてポリ
シーを施 行
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自動化

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

(要 改 善 )

(平 均 以 下 )

(平 均 )

(平 均 以 上 )

(最 適 )

Tanium

ポリシー施

時 間 をかけ

時 間 をかけた

サーバ型 エン

Enforceへの

行 エラーの

たスナップ

スナップショッ

ドポイント で

ポリシー/ルー

報 告 /受 信

ショット の取

ト の取 り込 み

は、Enforce

ルのインポー

レポート の

り込 みとネイ

とネイティブ報

を使 用 して、

ト

報 告 および

ティブ報 告 に

告 に基 づく改

ポリシー構

正 確 さの確

基 づく改 善

善 の表 示

成 をエンドポ

認

の表 示

イント にプッ
シュし、の管
理 対 象 テク
ノロジのすべ
てについて施
行 /Enforce
が迅 速 応 答
および構 成
の即 時 展 開
と施 行 のデ
フォルト 。

機能的統合

レポート 作 成
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ネイティブのコ

ネイティブの

ネイティブの

ネイティブのコ

ファイルとサー

ント ロールを

コント ロール

コント ロール

ント ロールを

ビスの運 用

必 要 に応 じて

を必 要 に応

を必 要 に応

必 要 に応 じて

統 合 のため

統合

じて統 合

じて統 合

統合

の処 置 ポリ

(Defender、

(Defender、

(Defender、

(Defender、

シー

ファイアウォー

ファイア

ファイア

ファイアウォー

ル、AD

ウォール、

ウォール、

ル、AD

Group Policy

AD Group

AD Group

Group Policy

など)

Policyなど)

Policyなど)

など)

手

手

自 動 : オペ

自 動 : オペ

自 動 : オペ

動 ：Enforce

動 ：Enforce

レータ/ピアグ

レータから経

レータから経

ワークベンチを

とネイティブ

ループ専 用

営 陣 までの

営 陣 までの

使 用 /オペ

を統 合 する

のTrends

関係者用に

関係者用に

レータ専 用

ことによりレ

ボード

カスタマイズし

カスタマイズし

ポート のエク

たTrendsボー

たTrends

スポート

ド

ボード
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指標

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

(要 改 善 )

(平 均 以 下 )

(平 均 )

(平 均 以 上 )

(最 適 )

0～ 69%

70～ 79%

80～ 89%

90～ 98%

99～ 100%

ファイアウォールが有 効 なホスト の割 合 (%)

0～ 69%

70～ 79%

80～ 89%

90～ 98%

99～ 100%

ディスク暗 号 化 が有 効 なホスト の割 合 (%)

0～ 69%

70～ 79%

80～ 89%

90～ 98%

99～ 100%

ウイルス対 策 が有 効 なホスト の割 合 (%)

0～ 69%

70～ 79%

80～ 89%

90～ 98%

99～ 100%

ポリシーごとの施 行 確 認 (合 計 施 行 数 に対 する割 合
(%)と施 行 エラー数 )
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要件
Enforceをインスト ールおよび使用する前に要件を確認してください。

Taniumの依存関係
Enforce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

7.3.314.4250以 降

Tanium™ Client

サポート されている任 意 のTanium Clientバージョン。各 OSでサポート されているTanium Clientのバージョンについては、
Tanium Client 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の製 品

Enforce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、Tanium Serverによってライセンスを受 けているすべてのモジュールが自 動 的 に一 括 インスト ールされます。これ以
外 の場 合 は、Enforce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。Tanium Consoleユーザガイド：Taniumモジュールの管 理 を参 照 してください。
Enforceが他 のモジュールと連 携 するには、少 なくとも次 に指 定 したバージョン以 降 である必 要 があります。
l

Tanium™ Interact 2.6以 降

l

Tanium™ Trends 3.6以 降

BitLockerおよびFileVaultポリシーには、次 のモジュールと共 有 サービスが必 要 です。Enforceが他 のモジュールおよび
サービスと連 携 するには、少 なくとも次 に指 定 したバージョン以 降 である必 要 があります。
l

TaniumTM Direct Connectバージョン1.1.0以 降

l

Tanium End-User Notificationsバージョン1.6.5以 降

l

TaniumTM Core Contentバージョン1.2.1以 降

Tanium Core Contentのバージョンが見つからないか、最新でない場合は、次のアラート が表示されます。「Tanium
Core Contentソリューションがないか、最小バージョンを満たしていません。Core Contentソリューションをインスト ール
し、Enforceモジュールサービスを再開してください。」
最新バージョンをインスト ールしたら、以下の説明を参照して、TanOSでEnforceモジュールサービスを再開します。
Tanium Appliance展開ガイド 。Tanium Module ServerでWindowsサービスマネージャを使用してサービスを再開し
ます。
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Tanium™ Module Server
Enforceがインスト ールされ、Module Serverホスト コンピュータで1つのサービスとして実行されます。使用状況によりますが、Module
Serverへの影響は小さいです。

エンドポイント
Enforceのポリシーは、次のエンド ポイント オペレーティングシステムに対応しています。

アンチマルウェアのポリシー
SYSTEM CENTER ENDPOINT PROTECTION (SCEP)
l

Windows 7

l

Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2

WINDOWS DEFENDER
l

Windows 8または10

l

Windows Server 2019/2016

AppLocker
l

Windows 7 Enterprise、Ultimate、Embedded、Windows Embedded POSReady 7

l

Windows 8 Enterprise、8.1 Enterprise、または10 Enterprise

l

Windows Server 2008 R2以降

BitLockerポリシー
l

Windows 7 EnterpriseまたはUltimate
Windows 7エンド ポイント でBitLockerを使用するには、TPMチップが必要です。

l

Windows 8 EnterpriseまたはPro

l

Windows 10 Education、Pro Education、Enterprise、Pro

デバイス管理 - Windowsポリシー
l

Windows 7 SP1以降

l

Windows Server 2008 R2以降
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FileVaultポリシー
l

macOS 10.15 Catalina

l

macOS 10.14.6 Mojave

l

macOS 10.13.6 High Sierra

l

macOS 11.0 Big Sur

ファイアウォールの管理 - Windows
l

Windows 7 SP1以降

l

Windows Server 2008以降

ファイアウォールの管理 - Linux
l

CentOS 6/7/8

l

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6/7/8

l

Ubuntu 16/18

マシン管理テンプレート
l

Windows 7 SP1以降

l

Windows Server 2008 R2以降

修正 - Windows
l

Windows 7 SP1以降

l

Windows Server 2008 R2以降

修正 - Linux
l

CentOS 6/7/8

l

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6/7/8

l

Ubuntu 16/18

修正 - Mac
l

Mac OS X Yosemite 10.10.5以降

SRPの管理
l

Windows 7 SP1以降

l

Windows Server 2008以降
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ホスト とネット ワークセキュリティの要件
Enforceを実行するには、特定のプロセスが必要です。

セキュリティの除外
未知のホスト システムプロセスを監視およびブロックするために環境でセキュリティソフト ウェアが使用されている場合、セキュリティ管理
者はTaniumプロセスが問題なく実行できるよう除外を作成する必要があります。
対 象 デバイス

プロセス

Module Server

<Module

注

Server>\services\enforceservice\7za.exe
<Module
Server>\services\enforceservice\node.exe
Windows x86エンドポイント

<Tanium
Client
>\Tools\StdUtils\7za.exe
<Tanium Client>
\Tools\Enforce\devcon32.exe
<Tanium

(7.2.

Client

xクラ

>\Python27\TPython.exe

イア
ント )

<Tanium

(7.4.

Client

xクラ

>\Python38\TPython.exe

イア
ント )

<Tanium

(7.4.

Client>\Python38\*.dll

xクラ
イア
ント )

<Tanium
Client>\TaniumCX.exe
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対 象 デバイス

プロセス

Windows x64エンドポイント

<Tanium

注

Client
>\Tools\StdUtils\7za.exe
<Tanium Client>
\Tools\Enforce\devcon64.exe
<Tanium

(7.2.

Client

xクラ

>\Python27\TPython.exe

イア
ント )

<Tanium

(7.4.

Client

xクラ

>\Python38\TPython.exe

イア
ント )

<Tanium

(7.4.

Client>\Python38\*.dll

xクラ
イア
ント )

<Tanium
Client>\TaniumCX.exe
Linux x86およびx64エンドポイント

<Tanium

(7.2.

Client>/python27/python

xクラ
イア
ント )

<Tanium
Client>/python27/bin/pybin
<Tanium

(7.4.

Client>/python38/python

xクラ
イア
ント )

<Tanium
Client>/python38/bin/pybin
<Tanium Client>/TaniumCX
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インターネット のURL
マルウェア対策ポリシーの場合、Tanium Module ServerからMicrosoftの次のダウンロード 負うURLへのアウト バウンド 通信を許可しま
す。構成の詳細は、「管理対象のマルウェア対策定義のダウンロード URL(46ページ)」を参照してください。
アーキテクチャ

URL

Windows x86エンドポイント

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=121721&amp;arch=x86
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=211053
https://definitionupdates.microsoft.com

Windows x64エンドポイント

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=121721&amp;arch=x64
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=211054
https://definitionupdates.microsoft.com

必要なポート
Enforceの通信には、以下のポート が必要です。
コンポーネント

ポート

方向

目的

Module Server

17475

インバウンド

ディスク暗 号 化 ポリシーを使 用 する場 合 にのみ必 要 です。Direct
ConnectでのModule Serverとエンドポイント 間 の通 信 用 。

Module Server

17476

ループバック

ディスク暗 号 化 ポリシーを使 用 する場 合 にのみ必 要 です。End-User
Notificationsサービスからエンドポイント への通 知 用 。

Module Server

5432

Outbound (ア

ディスク暗 号 化 ポリシーを使 用 する場 合 にのみ必 要 です。Module

ウト バウンド)

Serverと、回 復 キーが保 管 されているデータベース間 の通 信 用 。デフォ
ルト では、このポート は5432です。別 のポート を使 用 する場 合 は、その
ポート が開 いていることを確 認 します。

Module Server

17481

インバウンド

ディスク暗 号 化 ポリシーで回 復 用 ポータルを使 用 する場 合 にのみ必 要
です。Module Serverと回 復 用 ポータル間 の通 信 用 。

回 復 用 ポータルサーバ

443

インバウンド

ディスク暗 号 化 ポリシーで回 復 用 ポータルを使 用 する場 合 にのみ必 要
です。回 復 用 ポータルへのユーザアクセス用 。

回 復 用 ポータルサーバ

443

Outbound (ア

ディスク暗 号 化 ポリシーで回 復 用 ポータルを使 用 する場 合 にのみ必 要

ウト バウンド)

です。回 復 用 ポータルからTanium Serverへのアクセス用 。

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。
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ユーザロールの要件
Enforce Globalユーザロールのアクセス権 限
アクセス権 限

Enforce Administrator 2

Enforce

Enforce

Enforce Policy

Enforce

Enforce

Operator

Service

Administrator (Global) 2

Policy

Policy

2

Account

User

Viewer

2

(Global)

(Global)

2

2

Enforceオペレータ
大 部 分 のEnforceオブジェクト の
読 み取 り、編 集 、および削 除
(Enforce設 定 への編 集 アクセス
権 限 を除 く)

Enforce管 理 者
Enforceへの無 制 限 アクセス

Enforce設 定 の読 み取 り
すべてのEnforce設 定 のグローバ
ル読 み取 り

Enforce設 定 の書 き込 み
すべてのEnforce設 定 のグローバ
ル編 集

Enforceオペレータ設 定 の読 み取
り
大 部 分 のEnforce設 定 のグロー
バル読 み取 り

Enforceオペレータ設 定 の書 き込
み
大 部 分 のEnforce設 定 のグロー
バル編 集

Enforceの表 示 1
Enforceワークベンチの表 示
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Enforce Globalユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

Enforce Administrator 2

Enforce

Enforce

Enforce Policy
Administrator

(Global) 2

Enforce

Enforce

Policy

Policy

Operator

Service

2

Account

User

Viewer

2

(Global)

(Global)

2

2

Enforceポリシーの読 み取 り
Enforceポリシーの読 み取 り

Enforceポリシー書 き込 み
Enforceポリシーの編 集

Enforceポリシーの優 先 順 位 付 け
Enforceポリシーの優 先 順 位 編
集

Enforceの施 行 作 成
Enforceのポリシー

Enforceの任 意 の施 行 の編 集
使 用 可 能 なポリシー施 行 の編
集 。ユーザには必 ず、自 分 が作
成 した施 行 に対 するアクセス権
が付 与 されます。

Enforceの管 理 対 象 定 義 の読 み
取り
管 理 対 象 定 義 の読 み取 り

Enforceの管 理 対 象 定 義 の書 き
込み
管 理 対 象 定 義 の編 集

Enforceのディスク暗 号 化 回 復
キー - 読 み取 り
ディスク暗 号 化 用 回 復 キーの
読 み取 り
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Enforce Globalユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

Enforce Administrator 2

Enforce

Enforce

Enforce Policy
Administrator

(Global) 2

Enforce

Enforce

Policy

Policy

Operator

Service

2

Account

User

Viewer

2

(Global)

(Global)

2

2

Enforceのディスク暗 号 化 回 復
キー - 削 除
ディスク暗 号 化 用 回 復 キーの
削除

Enforceポリシーテンプレート の読
み取 り
特 定 のコンテンツセット のポリ
シーテンプレート の読 み取 り

Enforceポリシーテンプレート の書
き込 み
特 定 のコンテンツセット のポリ
シーテンプレート の編 集

Enforceポリシーテンプレート の削
除
特 定 のコンテンツセット のポリ
シーテンプレート の削 除

Enforceポリシーの種 類 別 読 み取
り
特 定 のコンテンツセット のポリ
シーの種 類 別 読 み取 り

Enforceポリシーの種 類 別 書 き込
み
特 定 のコンテンツセット のポリ
シーの種 類 別 書 き込 み
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Enforce Globalユーザロールのアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

Enforce Administrator 2

Enforce

Enforce

Enforce Policy
Administrator

(Global) 2

Enforce

Enforce

Policy

Policy

Operator

Service

2

Account

User

Viewer

2

(Global)

(Global)

2

2

Enforceポリシーの種 類 別 削 除
特 定 のコンテンツセット のポリ
シーの種 類 別 削 除

Enforceレポート の読 み取 り
特 定 のコンテンツセット のレポー
ト の読 み取 り

Enforceレポート の書 き込 み
特 定 のコンテンツセット のレポー
ト の書 き込 み

Enforceレポート の削 除
特 定 のコンテンツセット のレポー
ト の削 除

1 Enforceをインスト ールするには、管 理 者 の予 約 ロールが必 要 です。
2 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 を参 照 してください。
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Global Templateユーザロールのアクセス権 限 (オペレーティングシステム(Windows、macOS、Linux)コンテンツセット による制 約 あり)
アクセス権 限

Enforce Policy
Administrator
(Template) 2

Enforce Policy
User

(Template) 2

Enforce

Enforce Recovery

Enforce

Enforce

Policy

Key Administrator

Recovery

Recovery

Viewer

(Template)

Key User

Key

(Template)

Viewer

(Template)
2

(Template)

Enforceオペレータ
大 部 分 のEnforce
オブジェクト の読 み
取 り、編 集 、および
削 除 (Enforce設 定
への編 集 アクセス
権 限 を除 く)

Enforce管 理 者
Enforceへの無 制
限 アクセス

Enforce設 定 の読 み
取り
すべてのEnforce設
定 のグローバル読
み取 り

Enforce設 定 の書 き
込み
すべてのEnforce設
定 のグローバル編
集

Enforceオペレータ設
定 の読 み取 り
大 部 分 のEnforce
設 定 のグローバル
読 み取 り
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Global Templateユーザロールのアクセス権 限 (オペレーティングシステム(Windows、macOS、Linux)コンテンツセット による制 約 あり) (続 き)
アクセス権 限

Enforce Policy
Administrator
(Template) 2

Enforce Policy
User

(Template) 2

Enforce

Enforce Recovery

Enforce

Enforce

Policy

Key Administrator

Recovery

Recovery

Viewer

(Template)

Key User

Key

(Template)

Viewer

(Template)
2

(Template)

Enforceオペレータ設
定 の書 き込 み
大 部 分 のEnforce
設 定 のグローバル
編集

Enforceの表 示 1
Enforceワークベン
チの表 示

Enforceポリシーの読
み取 り
特 定 のコンテンツ
セット のEnforceポリ
シーの読 み取 り

Enforceポリシー書 き
込み
特 定 のコンテンツ
セット のEnforceポリ
シーの編 集

Enforceの施 行 作 成
特 定 のコンテンツ
セット のEnforceポリ
シー
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Global Templateユーザロールのアクセス権 限 (オペレーティングシステム(Windows、macOS、Linux)コンテンツセット による制 約 あり) (続 き)
アクセス権 限

Enforce Policy
Administrator
(Template) 2

Enforce Policy
User

(Template) 2

Enforce

Enforce Recovery

Enforce

Enforce

Policy

Key Administrator

Recovery

Recovery

Viewer

(Template)

Key User

Key

(Template)

Viewer

(Template)
2

(Template)

Enforceの任 意 の施
行 の編 集
使 用 可 能 なポリ
シー施 行 の編 集 。
ユーザには必 ず、
自 分 が作 成 した施
行 に対 するアクセス
権 が付 与 されま
す。

Enforceの管 理 対 象
定 義 の読 み取 り
特 定 のコンテンツ
セット で管 理 対 象
定 義 の読 み取 り

Enforceの管 理 対 象
定 義 の書 き込 み
特 定 のコンテンツ
セット で管 理 対 象
定 義 の編 集

Enforceのディスク暗
号 化 回 復 キー - 読 み
取り
特 定 のコンテンツ
セット のディスク暗
号 化 用 回 復 キーの
読 み取 り
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Global Templateユーザロールのアクセス権 限 (オペレーティングシステム(Windows、macOS、Linux)コンテンツセット による制 約 あり) (続 き)
アクセス権 限

Enforce Policy
Administrator
(Template) 2

Enforce Policy
User

(Template) 2

Enforce

Enforce Recovery

Enforce

Enforce

Policy

Key Administrator

Recovery

Recovery

Viewer

(Template)

Key User

Key

(Template)

Viewer

(Template)
2

(Template)

Enforceのディスク暗
号 化 回 復 キー - 削
除
特 定 のコンテンツ
セット のディスク暗
号 化 用 回 復 キーの
削除

Enforceポリシーテン
プレート の読 み取 り
特 定 のコンテンツ
セット のポリシーテン
プレート の読 み取 り

Enforceポリシーテン
プレート の書 き込 み
特 定 のコンテンツ
セット のポリシーテン
プレート の編 集

Enforceポリシーテン
プレート の削 除
特 定 のコンテンツ
セット のポリシーテン
プレート の削 除

Enforceポリシーの種
類 別 読 み取 り
特 定 のコンテンツ
セット のポリシーの
種 類 別 読 み取 り
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Global Templateユーザロールのアクセス権 限 (オペレーティングシステム(Windows、macOS、Linux)コンテンツセット による制 約 あり) (続 き)
アクセス権 限

Enforce Policy
Administrator

Enforce Policy
User

(Template) 2

(Template) 2

Enforce

Enforce Recovery

Enforce

Enforce

Policy

Key Administrator

Recovery

Recovery

Viewer

(Template)

Key User

Key

(Template)

Viewer

(Template)
2

(Template)

Enforceポリシーの種
類 別 書 き込 み
特 定 のコンテンツ
セット のポリシーの
種 類 別 書 き込 み

Enforceポリシーの種
類別削除
特 定 のコンテンツ
セット のポリシーの
種類別削除

Enforceレポート の読
み取 り
特 定 のコンテンツ
セット のレポート の
読 み取 り

Enforceレポート の書
き込 み
特 定 のコンテンツ
セット のレポート の
書 き込 み

Enforceレポート の削
除
特 定 のコンテンツ
セット のレポート の
削除

1 Enforceをインスト ールするには、管 理 者 の予 約 ロールが必 要 です。
2 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 を参 照 してください。
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モジュールのオブジェクト とアクセス制 御 - コンテンツセット 別
アクセス制 御 の種 類

ポリシーの定

Policy Type

ポリシーテンプ

義

(ポリシーの種

レート

ポリシー項 目

管 理 対 象 の定 義

Reports( レポート )

ファイル

ディ
スク

類 ):

暗
号
化
用
回
復
キー

グローバル

コンテンツセット

Enforceのユーザロールが高 度 の場 合 のアクセス権 限
アクセス権 限

Enforce管

Enforceオペ

Enforceサービスア

Enforce Policy

Enforce Policy

Enforce Policy

理者

レータ

カウント

Administrator

User

Viewer

Read Sensor (センサーの
読 み取 り)
Read Plugin (プラグインの
読 み取 り)
Execute Plugin (プラグイン
の実 行 )

コンテンツセット とアクセス権限についての詳細および説明については、Tanium Core Platformユーザガイド ：ユーザとユーザグループを
参照してください。
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のインスト ール
Tanium as a Serviceは、モジュールのインスト ールとアップグレード を自動的に処理します。
[Tanium Solutions (Taniumソリューション)] ページからEnforceをインスト ールして、自動または手動構成のいずれかを選択します。
l

デフォルト 設定を使用した自動構成: (Tanium Core Platform 7.4.2以降のみ) Enforceは、必要な依存関係とその他の選択
された製品とともにインスト 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。Enforceの自動構成についての詳細は、「Enforceのインポー
ト と構成にデフォルト 設定を使用する(40ページ)」を参照してください。

l

カスタム設定を使用した手動構成：Enforceをインスト ールした後、必要な設定を手動で行う必要があります。このオプション
は、Enforceに推奨されるデフォルト 設定とは異なる設定が必要な場合にのみ選択します。詳細は、「Enforceのインポート お
よび構成で設定を使用する(41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

「要件(24ページ)」を確認します。

l

旧バージョンからのアップグレード の場合は、「Enforceをアップグレード する(42ページ)」を参照してください。

Enforceのインポート と構成にデフォルト 設定を使用する
Enforceのインポート で自動構成を使用すると、次のデフォルト 設定が適用されます。
l

Enforceサービスアカウント には、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

Enforce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

Enforceツールグループには、All Computers が設定されます。

Enforceをインポート し、デフォルト 設定を適用するには、手順の実行で必ず [Apply Tanium recommended configurations
(Tanium推奨設定を適用)]のチェックボックスを選択します。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モジュールの管理を参照してください。インポート したら、正しいバージョンがインスト ールされていることを確認します。
「Enforceのバージョンを確認する(42ページ)」を参照してください。
(Tanium Core Platform 7.4.5以降のみ)自動構成でEnforceをインポート する手順には、Enforce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、Enforce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。
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Enforceのインポート および構成で設定を使用する
自動的なデフォルト の設定を使用しないでEnforceをインポート する場合は、手順の実行で必ず[Apply Tanium recommended
configurations (Tanium推奨設定を適用)] チェックボックスをオフにします。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モジュールの管理を参照してください。インポート したら、正しいバージョンがインスト ールされていること
を確認します。「バージョンを確認する」を参照してください。

(再インポート のみ) 再インポート プロセスが終了するまで、Enforceを使用しないでください。さもないと、それまでの作
業内容が失われる可能性があります。

1.

管理者権限のアカウント を使用して、Tanium Consoleにサインインします。

2.

メインメニューで [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Solutions (ソリューション)] をクリックします。

3.

Enforceの下にある[Import X.X (X.Xのインポート )](X.Xはモジュールの現在のバージョン番号)をクリックします。Enforceはライセ
ンス付与式のソリューションです。[Tanium Modules (Taniumモジュール)] ページに表示されない場合は、Taniumサポート にご
連絡ください。「Taniumサポート に問い合わせる(123ページ)」を参照してください。
プロンプト が表示されたら、[Proceed with Import (インポート を続行)]をクリックします。資格情報を入力します。

4.

インスト ールと構成プロセスが完了すると、Import completed successfully (インポート が正常に完了しました)というメッセージが表示
され、メインメニューにEnforceが表示されます。

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、Enforceのいくつかのバックグラウンド 処理を実行するユーザです。このユーザには、次のロールとアクセス権が
必要です。
l

Tanium Administratorロール

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。

Assetのアクセス権限の詳細については、ユーザロール要件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)]> [Enforce] に移動してEnforceのOverview (概要)ページを開きます。

2.

[Settings (設定)] をクリックして、[General (全般)] 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 Endpoint Configurationでソリューションの構成を管理する
Taniumエンド ポイント 設定は、Taniumソリューションの構成情報と必要なツールをエンド ポイント に提供します。エンド ポイント 設定
は、従来Taniumの追加機能に付随していた設定アクションを統合し、ソリューションの構成を実施してから、その構成がエンド ポイント
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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。Enforce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(30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。

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

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。

2.

必要なソリューションを選択し、[Import Selected (選択をインポート )] をクリックして、[Begin Import (インポート を開始)] をク
リックします。インポート が完了すると、[Taniumソリューション] ページに戻ります。

3.

必要なTanium依存関係をすべてインポート したら、メインメニューから [Modules (モジュール)] > [Enforce] に移動し、Enforce
の [Overview (概要)] ページを開きます。

Enforceをアップグレードする
Enforce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モジュールの管理を参照
してください。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。「Enforceのバージョンを確認する
(42ページ)」を参照してください。

Enforceのバージョンを確認する
Enforceをインポート またはアップグレード したら、正しいバージョンがインスト ールされていることを確認します。
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1.

ブラウザを更新します。

2.

メインメニューから、[Show Enforce (Enforceの表示)] をクリックして、Home (ホーム)ページを開きます。

3.

バージョン情報を表示するには、Info をクリックします。
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構成設定
デフォルト では次の設定が使用されます。
l

Enforce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

Enforceツールはエンド ポイント に展開されます。

Enforceアクショングループを設定する
デフォルト では、EnforceアクショングループはAll Computers に設定されます。このアクショングループは必要に応じて更新できます。
1.

Taniumのコンソールから[Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)] > [Action Groups (アクショングループ)] に移動しま
す。

2.

[Tanium Enforce] を選択し、[Edit (編集)] をクリックしてアクショングループを更新します。
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基本的な使用手順
Enforceポリシーを使用するための基本タスクは次の通りです。

アンチマルウェアをアップロードする
アンチマルウェアのポリシーでは、SCEPまたはWindows Defenderのいずれかをエンド ポイント にインスト ールする必要があります。
SCEPのインスト ールが有効になっている場合、アンチマルウェアのポリシーを適用すると、Windows Defenderをサポート していないエ
ンド ポイント にSCEPが自動的にインスト ールされます。
Enforce > [Overview (概要)] > [Settings (設定)] ページで [Anti-Malware (マルウェア対策)] タブを選択します。設定を参照、変更
の必要があるかどうかを判断します。
MICROSOFT SYSTEM CENTER ENDPOINT PROTECTION (SCEP)のインスト ール
次のいずれかを選択できます。
l

Disable SCEP Installation (SCEPのインスト ールを無効にする)：これがデフォルト の状態です。アンチマルウェアSCEPルール
を作成する場合や、エンド ポイント にSCEPがすでにインスト ールされている場合は、無効にしておいてください。

l

Enable SCEP Installation (SCEPのインスト ールを有効にする)：このオプションを使用すれば、Windows Defenderをサポー
ト していないエンド ポイント にSCEPが自動的にインスト ールされます。有効にしたら、[Choose File (ファイルの選択)] または
[Update File (ファイルの更新)] を選択して、インスト ーラファイルをアップロード します。
SCEPクライアント のインスト ールファイルは、Microsoft System Center Configuration Manager (SCSM)に含
まれています。

SCEPについての詳細は、以下を参照してください。Microsoft Technet：エンド ポイント の保護。
Enforceでマルウェア対策の定義に問題がある場合、Enforceの [AntiAnti-Malware (マルウェア)] ページの [Health (健全性)] セクショ
ンの [Anti-Malware Definitions Status (アンチウェア対策定義のステータス)] の横にエラー が表示されます。[Settings (設定)] >
[AAnti-Malware (マルウェア対策)] からエラーの理由を表示します。

アクションロックの非優先化
マルウェア対策の施行についてエンド ポイント に対するアクションロックを非優先化することができます。アクションロックについての詳細
は、以下を参照してください。Tanium Consoleユーザガイド ：アクションロックの管理。
マルウェア対策の施行のアクションロックを非優先化するには、以下の手順を実行します。
Enforceメニューで [Overview (概要)] > [Settings (設定)] をクリックします。
[General (全般)] タブで、[AnAnti-Malware Override (マルウェア対策を非優先化)] チェックボックスを有効にします。
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管理対象のマルウェア対策定義のダウンロード URL
Windowsのアンチマルウェアポリシーでは、Taniumを使用してWindowsのアンチマルウェア定義のダウンロード とディスト リビューションを
実行できます。
次のいずれかを選択できます。
l

Automatically retrieve definitions from Microsoft (Microsoftから定義を自動的に取得する)：これがデフォルト 設定です。
Microsoftから定義がダウンロード されます。

l

Download definitions from custom URLs (カスタムURLから定義をダウンロード する)：ネット ワークがMicrosoftに到達でき
ず、ローカルサーバー上でファイルをホスト し、そのURLを指定する場合は、このオプションを使用します。

Enforceの [Settings (設定)] > [Anti-Malware (マルウェア対策)] の [Managed Anti-Malware Definitions Download URLs (管理
対象のマルウェア対策定義のダウンロード URL)] に記載のURLは、Enforceが定義のダウンロード に使用するMicrosoftのリンクです。「
インターネット のURL(29ページ)」を参照してください。

使用法は、「マルウェア対策ポリシーを作成する(60ページ)」を参照してください。

AppLockerのデフォルト 値を設定する
[Overview (概要)] > [Settings (設定)] > [AppLocker] にある EnforceメニューからAppLockerの設定にアクセスします。
AppLockerの設定では、Rule Template (ルールテンプレート )を選択し、デフォルト のAllow (許可)ルールとDeny (拒否)ルールを定義
することができます。ルールテンプレート には、AppLockerポリシーを作成すると、デフォルト で自動的に含まれるAppLockerルールがあ
ります。ルールテンプレート には、Allow (許可)とDeny (拒否) ルールが含まれ、実行を許可する、または実行をブロックするファイルを指
定することができます。これらのルールは、ポリシーごとに必要に応じて変更できます。少なくとも1つのAllow (許可)ルールを含める必要
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があります。

AppLockerの設定では、Rule Template (ルールテンプレート )を選択し、デフォルト のAllow (許可)ルールとDeny (拒否)ルールを定義
することができます。ルールテンプレート には、AppLockerポリシーを作成すると、デフォルト で自動的に含まれるAppLockerルールがあ
ります。ルールテンプレート には、Allow (許可)とDeny (拒否) ルールが含まれ、実行を許可する、または実行をブロックするファイルを指
定することができます。これらのルールは、ポリシーごとに必要に応じて変更できます。少なくとも1つのAllow (許可)ルールを含める必要
があります。

AppLockerのDeny (拒否)ルールは、AppLockerのAllow (許可)ルールに優先します。以下を参照してください。
Microsoft: ルールに対するAppLocker の許可と拒否のアクションについて。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

47ページ

ブロックリスト のルールテンプレート
ブロックリスト ルールテンプレート では、(Default Rule) All files Allowルールに基づいてすべてのアプリケーションの実行が
Everyoneに許可されます。このルールは、デフォルト でこのルールテンプレート に含まれる唯一のルールです。Deny (拒否)ルー
ルを追加することで、ブロックするアプリケーションを定義します。
このルールテンプレート は、拒否ルールを使用してブロックするファイルを除くすべてのファイルの実行を許可することを目的としている
ため、(Default Rule) All files Allowルールを削除および変更することはできません。
Block list (ブロックリスト )ルールテンプレート は、変更されない限り、Enforceでデフォルト で使用されるルールテンプレー
ト です。

許可リスト のルールテンプレート
デフォルト では、Allow list (許可リスト )のルールテンプレート では、Administratorが実行するアプリケーション、または以下のフォ
ルダから実行するアプリケーションのみが許可されます。
l

All files located in the Program Files folder (Program Filesフォルダにあるすべてのファイル): Everyoneに適用され
ます。

l

[All files located in the Windows folder (Windowsフォルダにあるすべてのファイル)]は、[Everyone (すべてのユー
ザー)]に適用されます。

l

All files (すべてのファイル)：Administratorsに適用されます。
許可リスト のルールテンプレート のデフォルト ルールは、Windows AppLockerのデフォルト ルールに基づ
いています。詳細は、以下を参照してください。Microsoft：AppLockerのデフォルト ルールについて。

デフォルト のAllow list (許可リスト )ルールテンプレート を施行すると、意図しないアプリケーションがブ
ロックされる可能性があります。Allow list (許可リスト )ルールテンプレート は、明示的に指定することな
くアプリケーションをブロックします。たとえば、そのユーザーのプロファイルディレクト リから実行されている
プログラムがブロックされます。最良の結果を得るには、当初、監査レポート を参照して目的の結果が
確認されるまでは、監査のみモード で許可リスト のポリシーを展開します。AppLockerポリシーのワー
クフロー(104ページ)のワークフロー例を参照してください。
ベスト プラクティスとしては、デフォルト のルールを変更するのではなく、デフォルト のルールにアプリケー
ションを許可または拒否するルールを追加します。ブロックモード に切り替える前に、まず監査モード で
変更をテスト して、正しく実行されることを確認します。
Tanium Clientでは、BAT、EXE、およびVBSファイルを使用できます。Tanium Clientディレクト リにあ
るファイルがブロックされたことが原因で、クライアント の機能に問題が起きないようにする必要がありま
す。

ブロックリスト または許可リスト テンプレート を編集すると、そのテンプレート はカスタムテンプレート になり、プルダウンのフィールド は
Custom (カスタム)に変わります。
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Custom (カスタム)ルールテンプレート
Custom (カスタム)ルールテンプレート を使用して、独自のテンプレート を作成することができます。デフォルト では、このルール テ
ンプレート にルールは含まれません。
これらのルールテンプレート は、許可ルールや拒否ルールを追加することでカスタマイズすることができます。[Save (保存)]をクリックする
と変更を保存します。元のデフォルト 設定に戻すには、[Restore to Default (デフォルト に復元)]をクリックします。

デフォルト のAppLockerルールの作成
ルール例外を使用することで、デフォルト のAppLockerルールから除外するファイルやフォルダを指定することができます。デフォルト の実
行可能ファイルルール、デフォルト のWindowsインスト ーラルール、デフォルト のスクリプト ルールを作成することができます。
1.

次の手順のとおり、Default Executable Rules (デフォルト の実行可能ファイルのルール)、Default Windows Installer Rules
(デフォルト のWindowsインスト ーラのファイル)、Default Script Rules (デフォルト のスクリプト ファイルのルール)のいずれかのカテ
ゴリを展開し、プルダウンから Allow List (許可リスト )、Block list (ブロックリスト )、Custom (カスタム)のいずれかのテンプレート を
選択します。

2.

[Create (作成)] をクリックして、新しいデフォルト ルールを追加します。どの種類のルールも同じ構成フィールド が含まれます。
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a.

ルールの[Name (名称)]を入力します。

b.

次のいずれかの種類を選択します。Hash (ハッシュ)、Path (パス)、Publisher (パブリッシャ)。

c.

Hash (ハッシュ)の場合は、Hash (ハッシュ)とFile Size (bytes)(ファイルサイズ)(バイト 数)(任意)を指定します。必要に応じ
て+記号をクリックして別のハッシュルールを追加します。

d.

Path (パス)の場合は、[Path (パス)] フィールド にフルパスかファイル名を指定します。

e.

Publisher (パブリッシャー)の場合は、パブリッシャか製品名、またはファイル名を指定します。[File Version (ファイルバー
ジョン)] フィールド のプルダウンを使用して、以前または以降のバージョンを含めるか、指定したバージョンのみであるかを指
定します。これらの値のどれにも、ワイルド カード として(*)文字を使用することができます。

3.

[Windows User (Windowsユーザ)] セクションで、このルールをEveryoneに適用するか、あるいはAdministratorsのみに適用す
るか選択します。

4.

そのルールの [Save (保存)] をクリックします。

5.

ポリシーの [Create (作成)] をクリックします。

エンド ポイント の暗号化設定を設定する
共有サービスのインスト ール
Tanium BitLockerおよびFileVaultポリシーでは、共有サービスのインスト ールが求められます。[Overview (概要)] > [Settings (設定)]
> [Endpoint Encryption (エンド ポイント の暗号化)] タブにチェックリスト が表示され、必要な各サービスのステータスが示されます。共
有サービスのバージョン要件については、「Taniumの依存関係(24ページ)」を参照してください。
1.

End-User Notificationsサービスがインスト ールされていて、BitLockerポリシーの適用先のエンド ポイント にEnd-User
Notificationsパッケージがプッシュアウト されていること。

2.

Direct Connectサービスがインスト ールされていて、BitLockerポリシーの適用先のエンド ポイント にDirect Connectパッケージが
プッシュアウト されていること。

3.

Core Contentがインスト ールされていて、エンド ポイント にプッシュアウト されていること。
これらのコンポーネント の一部がなくても、ディスク暗号化ポリシーを作成することはできますが、エンド ポイント に構成全
体がないかぎり、そのポリシーが正しく施行されません。

暗号化キーを指定する
BitLockerまたはFileVaultポリシーを作成するにあたっては、事前にキーの暗号化キーを指定する必要があります。
1.

Enforceメニューで [Overview (概要)] > [Settings (設定)] > [Endpoint Encrypton (エンド ポイント の暗号化)] をクリックしま
す。

2.

[Generate Key (キーの生成)] をクリックします。
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[Save Key (キーの保存)] をクリックして、クリップボード にキーをコピーします。安全を考えて、Taniumコンソール以外の場所に

3.

キーを保管します。災害復旧シナリオでは、このキーが必要になります。

エンドポイント 暗号化回復データベース
エンド ポイント 暗号化ポリシーを作成するにあたっては、回復キーを保管するデータベースを設定する必要があります。このデータベース
は、Tanium Module Serverでホスト することも、別途データベースをセット アップして設定することもできます。
データベースをホスト する場所を選択します。
l

Tanium Module Server hosted (Tanium Module Serverでホスト ) - Tanium Module Serverでデータベースをホスト する場
合は、チェックボックスをオンにしてデータベースのバックアップに同意する必要があります。これ以上、設定の必要はありません。
データベースファイルは、Tanium\Tanium Module Server\services\enforce-servicesfiles\postgresqlディレクト リにあります。バックアップの手順については、『Tanium Platform展開ガイド 』を
参照してください。

l

Self hosted (セルフホスト ) - Module Serverとは別のサーバでデータベースをホスト する場合は、以下の設定が必要です。

セルフホスト 用の回復キーデータベース要件
PostgresまたはMicrosoft SQL Serverデータベースの場合の要件。
l

CPU: 4コア

l

RAM: 8GB

l

ハード ド ライブ: 80GB

セルフホスト 用暗号化データベースの設定
l

「暗号化キーを指定する(50ページ)」で説明にあるように、まずのキー暗号化キーを生成して保存する必要があります。

l

データベースサーバとして PostgresqlまたはMicrosoft SQL Serverを選択します。
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POSTGRESQLとの接続
Postgresqlデータベースとの接続には、以下の情報を使用します。
指定するデータベースは、SSLに対応している必要があります。

1.

データベースサーバのホスト 名を入力します。

2.

ポート 番号を入力します。

3.

データベースへのログインに使用するユーザ名を入力します。

4.

データベースへのログインに使用するパスワード を入力します。

5.

データベース名を入力します。

6.

[Choose File (ファイルの選択)] をクリックして、Postgresサーバの証明書ファイルをアップロード します。このファイルを使用して、
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回復用ポータルをPostgresデータベースに安全に接続し、失われたキーを読み出すことができます。
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7.

[Save (保存)] をクリックします。
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MICROSOFT SQL SERVERとの接続
Microsoft SQL Serverデータベースとの接続には、以下の情報を使用します。
指定するデータベースは、SSLに対応している必要があります。

1.

データベースサーバのホスト 名を入力します。

2.

ポート 番号を入力します。

3.

データベースへのログインに使用するユーザ名を入力します。

4.

データベースへのログインに使用するパスワード を入力します。

5.

(任意) データベースサーバのド メイン名を指定します。

6.

データベース名を入力します。

7.

[Save (保存)] をクリックします。

詳しい手順は、「BitLockerポリシーを作成する(66ページ)」または「FileVaultポリシーを作成する(75ページ)」を参照してください。

必要に応じて、ユーザがPINまたはパスワード を忘れた場合にアクセスできるセルフサービスの回復用ポータルを設定す
ることができます。複雑なフィルタ式の例については、関連情報：暗号化管理の回復用ポータル(132ページ)。

Windowsのデバイスクラスとデバイスを管理する
Enforceメニューで [Settings (設定)] をクリックし、[Device Control (デバイス制御)] に移動して、Windowsのデバイス制御ポリシーで
使用するWindowsデバイスクラスとデバイスのグローバルリスト を管理することができます。
デバイスのクラス
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このリスト には、Microsoftが提供する事前定義されているデバイスクラスと、このページから、またはデバイス管理ポリシーを通じて追加
された他のデバイスクラスが含まれています。[Device Classes (デバイスクラス)] をクリックして、デバイスクラスのグローバルリスト を管理
します。

このリスト には、Microsoftが提供する事前定義されているデバイスクラスと、このページから、またはデバイス管理ポリシーを通じて追加
された他のデバイスクラスが含まれています。[Device Classes (デバイスクラス)] をクリックして、デバイスクラスのグローバルリスト を管理
します。

l

ソート メニューを使用して、そのリスト を[Name (名前)]、[Type (種類)]、または[Associated Policy (関連方針)]順にソート し
ます。

l

[Filter by name (名前のフィルタ)]フィールド を使用して、特定の名前順にリスト をフィルタリングします。

l

[Create (作成)]をクリックし、グローバルリスト にカスタムのデバイスクラスを追加します。
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l

カスタムのデバイスクラスを編集または削除できます。
l

カスタムのデバイスクラスを選択し、[Edit (編集)]をクリックし、該当のデバイスクラスの設定を更新します。

l

カスタムのデバイスクラスを選択し、[Delete (削除)]をクリックし、該当のデバイスデバイスクラスの設定を削除します。

カスタムのデバイスクラスのみ、変更または削除できます。デフォルト のデバイスクラスは、変更または削除できません。
グローバルリスト を通じてデバイスクラスに加えられた変更は、そのデバイスクラスを参照するすべてのポリシーにプッシュ
されます。デバイスクラスを削除すると、それが参照されているすべてのポリシーから削除されます。

デバイス
このリスト には、このページまたはデバイス管理ポリシーを通じて追加されたデバイスが含まれています。[Device (デバイス)]をクリックし、
デバイスのグローバルリスト を管理します。
l

ソート メニューを使用して、そのリスト を[Name (名前)]、または[Associated Policy (関連方針)]順にソート します。

l

[Filter by name (名前のフィルタ)]フィールド を使用して、特定の名前順にリスト をフィルタリングします。

l

[Create (作成)]をクリックし、グローバルリスト に新規のデバイスを追加します。

l

デバイスを選択し、[Edit (編集)]をクリックし、該当のデバイスの設定を更新します。

l

デバイスを選択し、[Delete (削除)]をクリックし、該当のデバイスの設定を削除します。
グローバルリスト を通じてデバイスに加えられた変更は、そのデバイスを参照するすべてのポリシーにプッシュされます。デ
バイスクラスを削除すると、それが参照されているすべてのポリシーから削除されます。

詳しい手順は、「Windowsのデバイス管理ポリシーを作成する(70ページ)」を参照してください。

次の手順
ポリシーの作成
コンピュータグループに対するWindowsの管理ポリシーを設定します。「ポリシーの作成(59ページ)」を参照してください。

適用
ポリシーを設定したら、そのポリシーをエンド ポイント に適用する施行を作成します。「ポリシーの施行(100ページ)」を参照してください。
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ポリシーの作成
Enforceでは、以下のポリシーを作成することができます。
アンチマルウェア
アンチマルウェアのポリシーは、Microsoftアンチマルウェアエンジンを使用して、エンド ポイント をウイルスから保護します。
Windowsシステムでは、マシン管理テンプレート (Windows Defender Antivirus Active Directory管理グループポリシーオブ
ジェクト (GPO))を使用して設定されます。「マルウェア対策ポリシーを作成する(60ページ)」を参照してください。
AppLocker
AppLockerポリシーは、アプリケーションのホワイト リスト を使用してアクセス制御を提供します。AppLockerポリシーを使用し
て、不要な実行可能ファイルがエンド ポイント で実行されないようにするか(拒否ルール)、エンド ポイント で特定のアプリケーショ
ンのみを実行できるようにします(許可ルール)。「AppLockerポリシーを作成する(62ページ)」を参照してください。
BitLocker
BitLockerポリシーでは、Windows BitLocker Drive Encryptionを使用してエンド ポイント のド ライブを暗号化することができま
す。BitLocker Drive Encryptionについての詳細は、「BitLockerポリシーを作成する(66ページ)」を参照してください。
デバイス制御 - すべてのデバイス
このポリシーでは、新しいデバイスのインスト ールを制限することができます。このポリシーでは、デバイスクラスまたはデバイスの
ハード ウェアIDによってデバイスが明示的に許可されていない限り、新しいデバイスのインスト ールはブロックされます。
「Windowsのデバイス管理ポリシーを作成する(70ページ)」を参照してください。
デバイス制御 - 着脱式スト レージ
このポリシーでは、特定のカテゴリの着脱式メディアへのアクセス権限を制御することができます。Microsoftによって事前定義さ
れたリムーバブルメディアの種類は、CD-ROMド ライブとDVDド ライブ、フロッピーディスクド ライブ、リムーバブルディスクド ライブ、
テープド ライブ、およびWindowsポータブルデバイス(WPD)です。「Windowsのデバイス管理ポリシーを作成する(70ページ)」を
参照してください。
FileVaultポリシー
FileVaultポリシーでは、macOS FileVault Encryptionを使用してエンド ポイント のド ライブを暗号化することができます。
FileVaultについての詳細は、「FileVaultポリシーを作成する(75ページ)」を参照してください。
ファイアウォール管理 - WindowsおよびLinux
ファイアウォール管理ポリシーは、オペレーティングシステムに組み込まれたファイアウォールを使用してネット ワークト ラフィックをブ
ロックまたは許可するルールで構成されます。「Windowsのファイアウォール管理ポリシーを作成する(79ページ)」と「Linuxのファ
イアウォール管理ポリシーを作成する(84ページ)」を参照してください。
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マシン管理テンプレート
マシン管理テンプレート のポリシーは、WindowsシステムのマシンベースのActive Directory管理テンプレート (ADMX)グループ
ポリシーオブジェクト (GPO)を対象にしています。マシン管理ポリシーでは、ログインユーザに関係なく、Windowsデバイスに一貫
したルールを適用することができます。「マシン管理テンプレート ポリシーを作成する (88ページ)」を参照してください。

Windowsの管理テンプレート ポリシーでは、次のMicrosoftパッケージが使用されます。Windows 10 baseline、
Google Chrome、MS Office、Microsoft Edge、および Windows Security Baseline ADMX ファイル(MSS-legacyお
よびSecGuide)。

矯正ポリシー
矯正ポリシーは、エンド ポイント で順番に実行されるタスクのリスト です。「処置ポリシーを作成する(92ページ)」を参照してくだ
さい。
パージ処置ポリシー
パージ処置ポリシーでは、すべての不要データをリモート から削除したり、エンド ポイント をフリーズしてログインできなくしたりする
ことで、消失エンド ポイント や盗まれたエンド ポイント に対する対策を講じることができます。「 パージ処置ポリシーを作成する
(94ページ)」を参照してください。
ソフト ウェア制限ポリシー(SRP)
SRPは、アプリケーションの実行をブロックし、Windows SRPコンポーネント を使用して作成されるルールで構成されています。
「SRP管理ポリシーを作成する(97ページ)」を参照してください。

マルウェア対策ポリシーを作成する
アンチマルウェアのポリシーは、一連の設定で構成されています。1つのポリシーにつき、1つのアンチマルウェアルールしか設定できませ
ん。ただし、1つのポリシーの1つのアンチマルウェアルール内で、複数の設定を指定できます。
アンチマルウェアポリシーを設定するには、「アンチマルウェアをアップロード する(45ページ)」セクションで説明している手
順を完了しておく必要があります。

デフォルト のWindows Defenderポリシー
Enforceには、デフォルト のWindows Defenderポリシーが用意されています。このポリシーは、Enforceメニュー > [Policies (ポリシー)]
ページで表示することができます。このデフォルト ポリシーには、クライアント インタフェース、ウイルス対策の隔離、スキャン、除外の設定
が含まれています。デフォルト の設定内容は、ポリシーを展開すると表示できます。このポリシーは編集または削除することができます。
施行を作成してエンド ポイント に展開することができます。
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新しいマルウェア対策ポリシーの設定
1.

Enforceメニューから [Policies (ポリシー)] に移動し、[Create Policy (ポリシーの作成)] ボタンをクリックします。

2.

[Summary (サマリ)] セクションで以下を行います。
1.

ポリシーの[Name (名称)]と[Description (説明)]を入力します。

2.

Policy Type (ポリシーの種類)のオプションからMachine Administrative Template (マシン管理テンプレート )を選択し
ます。(ポリシーの種類は、オペレーティングシステム(すべて、Windows、Mac、Linux)でフィルタリングできます。

3.
3.

[Next (次へ)] をクリックします。

(任意) 同じ種類のポリシーがすでにある場合は、そのポリシーを新しいポリシーのひな形として利用することができます。
[Starting Point (ひな形)] プルダウンでポリシーを選択します。

4.

[Anti-malware Specific Settings (マルウェア対策固有の設定)] セクションで、[Create exclusions for Tanium processes
(Taniumプロセスの除外の作成)] ボタンをクリックします。必要なTaniumの除外が自動的にポリシーに追加されます。

5.

有効にされた[Managed Definitions (管理対象の定義)]のために、[Deploy definition update using Tanium (Taniumを使
用して定義の更新をデプロイ)]を保持する必要があるか判断します。

6.

[Definition Grace Period (定義の猶予期間)]フィールド に必要事項を入力して、エンド ポイント がTaniumを使用してアンチマ
ルウェア定義の更新をチェックする頻度を指定します。この値は、アンチマルウェア定義がどれほど古くなると、ポリシーが強制され
ていないとみなされるかを示します。デフォルト の猶予期間は1日です。

デフォルト では、アンチマルウェアのルールは、Taniumを使用してアンチマルウェアの定義を更新するように構成さ
れています。エンド ポイント が指定された猶予期間内に更新を受信しなかった場合、このルールは強制されてい
ないとみなされます。このオプションをオフにすると、エンド ポイント は直接Microsoftから定義を取得します。

7.

[Configure Policy Settings (ポリシー設定の設定)] セクションでWindows Defenderを検索します。Windows Defenderポリ
シーを有効にし、必要に応じて設定を入力します。
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アンチマルウェアのポリシーによれば、SCEPまたはWindows Defenderのいずれかをエンド ポイント にインスト ール
する必要があります。[SCEP Installation (SCEPのインスト ール)]が有効になっている場合、アンチマルウェアのポ
リシーを強制すると、Windows Defenderをサポート していないエンド ポイント にSCEPが自動的にインスト ールさ
れます。

8.

ポリシー設定を設定したら、[Add to Policy (ポリシーに追加)] ボタンをクリックします。

9.

ポリシーのすべての設定が終了したら、ページ下部の [Create (作成)] ボタンをクリックします。[Machines (マシン)] タブの
[Policies (ポリシー)] リスト に作成したポリシーが表示されます。マルウェア対策ポリシーの作成では、ユーザの操作を制御する設
定を追加することができます。

ポリシーは、UI上の3通りの場所から適用することができます。
l

[Enforcements (施行)] ページ

l

[Policy (ポリシー)] リスト ページ

l

[Policy (ポリシー)] 詳細ページ

詳細は、「ポリシーの施行(100ページ)」を参照してください。

AppLockerポリシーを作成する
AppLockerルールの施行を正しく行われるよう、Enforceはエンド ポイント でApplication Identityサービスを開始しま
す。

Enforceの設定には、AppLockerポリシーで使用されるルールの種類ごとにデフォルト のルールテンプレート が含まれています。Block
list (ブロックリスト )ルールテンプレート は、変更しない限り、デフォルト で使用されるルールテンプレート です。デフォルト のルールテンプ
レート の変更についての詳細は、「AppLockerのデフォルト 値を設定する(46ページ)」を参照してください。
任意の時点で有効なAppLockerポリシーは、各エンド ポイント で1つだけです。このため、特定のエンド ポイント で複数の種類のアプリ
ケーション(実行可能、Windowsインスト ーラ、およびスクリプト )のルールを施行する場合は、それらアプリケーションの種類に対する
ルールを含む1つのAppLockerポリシーを使用する必要があります(種類ごとに1つのポリシーがあってはいけません)。複数のポリシーが
あり、同じ種類のポリシーがエンド ポイント に適用されている場合は、ポリシーの優先度に基づいて衝突が解決されます。
1.

Enforceメニューから [Policies (ポリシー)] に移動し、[Create Policy (ポリシーの作成)] ボタンをクリックします。

2.

[Summary (サマリ)] セクションで以下を行います。
1.

ポリシーの[Name (名称)]と[Description (説明)]を入力します。

2.

[Policy Type (ポリシーの種類)] ド ロップダウンメニューからAppLockerを選択します。(ポリシーの種類は、オペレーティン
グシステム(すべて、Windows、Mac、Linux)でフィルタリングできます。

3.
3.

[Next (次へ)] をクリックします。

(任意) 同じ種類のポリシーがすでにある場合は、そのポリシーを新しいポリシーのひな形として利用することができます。
[Starting Point (ひな形)] プルダウンでポリシーを選択します。

4.

(任意) ユーザがブロックされているアプリの実行を試みたときにカスタムURLを表示したい場合は、サポート URLを指定します。
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5.

WindowsのLocal Security Policy Toolの [AppLocker] セクションで生成したXMLファイルを使用してAppLockerルール、ある
いはエクスポート されたEnforceのAppLockerポリシーをインポート することで、複数のルールをポリシーにすばやく追加することが
できます。「AppLockerルールをインポート する(66ページ)」を参照してください。

6.

ポリシーに設定するルールの種類 (実行可能、Windowsインスト ーラ、スクリプト )を選択します。選択したルールの種類のそれぞ
れに設定するセクションがあります。Deny (拒否)およびAllow (許可)ルールには、事前にEnforceの [Settings (設定)] >
[AppLocker] セクションで選択したデフォルト のルールテンプレート が設定されます。

7.

以下の手順で、必要に応じて追加のルールを追加します。
1.

ポリシーが施行されているエンド ポイント で指定ファイルが実行されないようにするには、[Deny (拒否)] セクションで
[Create (作成)] をクリックして拒否ルールを作成します。

2.

ポリシーが施行されているエンド ポイント で指定ファイルを実行することを許可するには、[Allow (許可)] セクションで
[Create (作成)] をクリックして許可ルールを作成します。
AppLockerのDeny (拒否)ルールは、AppLockerのAllow (許可)ルールに優先します。(少なくとも1つの
許可ルールを含める必要があります。) ベスト プラクティスとルールの優先順位については、本ガイド の
「基本的な使用手順」セクションの「AppLockerのデフォルト 値を設定する(46ページ)」を参照してくださ
い。
自組織のド メインポリシーで設定されているAppLockerの許可または拒否ルールに注意してください。そ
れらのルールは、Enforceで作成したAppLockerルールに優先する場合があります。
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ベスト プラクティスとしては、デフォルト のルールを変更するのではなく、デフォルト のルールにファイルを許
可または拒否するルールを追加します。ブロックモード に切り替える前に、まず監査モード で変更をテスト
して、正しく実行されることを確認します。
Tanium Clientでは、BAT、EXE、およびVBSファイルを使用できます。Tanium Clientディレクト リにある
スクリプト がブロックされたことが原因で、クライアント の機能に問題が起きないようにする必要がありま
す。

1.

追加するルールごとに以下の設定を指定します。
a.

ルールがAudit Only (監査のみ)かBlocking (ブロック)か選択します。

b.

[Create (作成)] をクリックし、ルールの名前を指定します。

c.

[Type (種類)] セクションで、Path (パス)、Hash (ハッシュ)、Publisher (パブリッシャ)のいずれかを選択します。

d.

ファイルの設定を指定します。
a.

Path (パス)を選択した場合は、[Path (パス)] フィールド にファイル名かパスを指定します。

b.

Hash (ハッシュ)を選択した場合は、ハッシュとファイル サイズ(任意)をバイト 単位で指定します。必要に
応じて+記号をクリックして別のハッシュルールを追加します。

c.

Publisher (パブリッシャ)を選択した場合は、Publisher (パブリッシャ)とProduct Name (製品名)、File
Name (ファイル名)、およびFile Version (ファイルのバージョン)を指定します。ファイルのバージョンの指定
では、プルダウンを使用して、以前のバージョンまたは以降のバージョンを含めるか、あるいは指定した
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バージョンのみであるかを指定することができます。これらの値のどれにも、ワイルド カード として(*)文字を
使用することができます。

e.
8.

[Windows user (Windowsユーザ)] セクションリスト で Everyone またはAdministratorsを選択します。

[Create (作成)]をクリックします。
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AppLockerルールをインポート する
1.

[Import Rules From XML (XMLからルールをインポート )] セクションで [Browse for File (ファイルの参照)] をクリックします。

2.

エクスポート 済みのAppLockerルールを含むXMLファイルを選択し、[Open (開く)] をクリックします。

3.

[Import Pending Review (審査待ちをインポート )] ウィンド ウには、XMLファイルの内容に従って最大3つのタブが表示されます。
インポート されたXMLファイルからポリシーに新しく追加されたルールのタブと、Enforceがインポート できないルールのタブ、重複あ
るルールのタブです。

4.

[Proceed (続行)]をクリックして、XMLファイルをインポート します。

5.

[Save (保存)] をクリックします。

BitLockerポリシーを作成する
BitLockerポリシーを設定するには、「エンド ポイント の暗号化設定を設定する(50ページ)」セクションで説明している手
順を完了しておく必要があります。

必要に応じて、ユーザがPINまたはパスワード を忘れた場合にアクセスできるセルフサービスの回復用ポータルを設定す
ることができます。複雑なフィルタ式の例については、関連情報：暗号化管理の回復用ポータル(132ページ)。

1.

Enforceメニューから [Policies (ポリシー)] に移動し、[Create Policy (ポリシーの作成)] ボタンをクリックします。

2.

[Summary (サマリ)] セクションで以下の操作を行います。
1.

ポリシーの[Name (名称)]と[Description (説明)]を入力します。

2.

[Policy Type (ポリシーの種類)] のオプションからBitLockerを選択します。(ポリシーの種類は、オペレーティングシステム
(すべて、Windows、Mac、Linux)でフィルタリングできます。

3.
3.

[Next (次へ)] をクリックします。

(任意) 同じ種類のポリシーがすでにある場合は、そのポリシーを新しいポリシーのひな形として利用することができます。
[Starting Point (ひな形)] プルダウンでポリシーを選択します。
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このポリシーに不足している要件がある場合は、[Configuration Status (構成ステータス)] セクションにその情報
が表示されます。BitLockerの要件については、「エンド ポイント の暗号化設定を設定する(50ページ)」を参照し
てください。

4.

[Startup Authentication (起動時認証)] セクションで、以下の操作を行います。
1.

コンピュータにTPMチップが搭載されていて、ド ライブが暗号化されている場合の起動または再起動時のコンピュータの
動作を指定します。
TMP only (TPMのみ)
TMP only (TPMのみ)を選択した場合は、コンピュータの起動または再起動時、内蔵TPMチップを使用してド ラ
イブがロック解除されます。必要なユーザ操作はありません。

TPMのみの場合、ド ライブを暗号化できるのは、コンピューターにログインしているエンド ユーザがいない
時です。キーはTaniumデータベースにバックアップされます。1回または複数回、再起動が求められます
が、この再起動は、Taniumパッケージを使用して行うことができます。システムのステータスをモニタし、
必要に応じて再起動をプッシュすることをお勧めします。
TPM + PIN
TPM + PINを選択した場合、ユーザはコンピューターでのBitLockerの初期設定時にPINを設定します。ユーザ
は、コンピュータの起動時または再起動時にそのPINを入力する必要があります。
PINを使用する場合はMinimum PIN Length (PINの最小の長さ)を設定する必要があります。この値には
6～20の範囲の数値を設定します。デフォルト では、PINは数字のみを含めることができます。PINに英大文字と
小文字、記号、数字、およびスペースを含めることを許可する場合は、[Enhanced PIN (拡張PIN)] を選択し
ます。同一文字の繰り返し(11111111 )や連続文字(12345678 )で構成されるPINやパスワード を許可しない
場合は、[Enforce minimum complexity requirements (最小複雑さ要件を施行)] を選択します。
2.

TPMのないコンピュータの場合: 対応TPMなしでのBitLockerの実行を許可するかどうかを指定します。
このオプションを選択すると、対応TPMチップがないコンピュータでポリシーを施行できます。ユーザが暗号化ド ライブにア
クセスするには、パスワード を入力する必要があります。

1.

PINまたはパスワード に最小複雑さ要件を施行するかどうかを指定します。そうすることで、PINでの文字の重複や連続
を防ぐことができます。
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5.

[Encryption Details (暗号化の詳細)] セクションで、次の操作を行います。
1.

次の手順に沿って、Full (完全)またはUsed Disk Space Only (使用ディスク領域のみ)を選択します。このオプションにつ
いての詳細は、以下を参照してください。Microsoft：Windows 10でのBitLockerデバイスの暗号化の概要。

2.

Encryption Type (暗号化の種類)として、ハード ウェア、ソフト ウェア、またはハード ウェアとソフト ウェアのいずれかを選択
します。
ハード ウェアとソフト ウェアが選択され、ド ライブがハード ウェアベースの暗号化に対応していない場合は、
BitLockerのソフト ウェアベースの暗号化が使用されます。
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暗号化の種類でソフト ウェアまたはハード ウェアとソフト ウェアを選択した場合は、オペレーティングシステムごとに暗号化方
式を設定します。
この設定は、ソフト ウェアベースの暗号化にのみ適用されます。これで、ド ライブの暗号化アルゴリズムと
キーの暗号強度が設定されます。この設定についての詳細は、以下を参照してください。
Microsoft：BitLockerグループポリシー設定。

6.

[Non Operating System Disk Encryption (OSディスク以外の暗号化)] セクションで、次の操作を行います。
1.

7.

(任意) BitLockerで保護されていない着脱式ド ライブへの書き込みアクセス権を否定します。

[End User Notifications] セクションで以下の操作を行います。
1.

すべてのBitLocker通知の通知ウィンド ウで使用する画像ファイル(PNG、GIF、JPG/JPEG)とタイト ルを選択またはド ラッ
グします。

2.

Reboot Computer (コンピュータの再起動)では、コンピュータを再起動する前にユーザに表示するウィンド ウのタイト ルと
メッセージを指定します。このメッセージは、ポリシーの施行後にユーザに最初に表示されるメッセージです。ド ライブを暗
号化する準備ができると、ユーザはコンピュータを再起動するよう求められます。

3.

[Encrypt Hard Drive (ハード ド ライブの暗号化)]セクションで、ユーザに表示するいウィンド ウのタイト ルとメッセージを指
定し、暗号化プロセスを開始するためにコンピュータを再起動する必要があることを通知します。このメッセージは、最初
の再起動後、ユーザのド ライブが暗号化の準備が整うと表示されます。このメッセージで、暗号化を開始できる状態に
なったときに、コンピュータを再起動するようユーザに求める必要があります。

ド ライブの暗号化が中断的なプロセスではなく、暗号化中も作業を続けることができることをユーザに通
知することもできます。

1.

該当する場合は、パスワード またはPINをリセット する必要があることをユーザにメッセージで通知します。

このオプションは、TPM + PINまたはAllow BitLocker to run without a compatible TPM (対応
TPMなしでのBitLocker実行の許可)を選択した場合にのみ使用可能になります。

8.

[Key Recovery (キーの回復)] セクションで、次の操作を行います。
1.

Pre-Boot Recovery Message (起動前の回復メッセージ)を指定します。TPM + PINまたはAllow BitLocker to run
without a compatible TPM (対応TPMなしでのBitLocker実行の許可)を選択した場合、PINまたはパスワード が入力
された画面には、起動または再起動時にユーザにこのメッセージが表示されます。ベスト プラクティスとして、回復用ポータ
ルのURLを含めます。

2.

[Recovery Key Rotation (回復キーの循環)] ド ロップダウンリスト から、キーを循環させる頻度を選択します。
Microsoft Windows OSの制約により、既存のBitLockerポリシーで保護設定を変更した場合、その変
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更を適用するには、エンド ポイント を復号化して、暗号化し直す必要があります。

変更したテキスト を削除し、デフォルト のテキスト に戻すには、これらのセクションのいずれかの [Restore
Default (デフォルト の復元)] をクリックします。

9.

[Create (作成)]をクリックします。

BitLocker回復キーの表示
コンピュータ名、ユーザ名、回復キーのID、最終循環などの回復キー情報を表示することができます。
Enforceメニューで [Endpoint Encryption (エンド ポイント の暗号化)] をクリックして、健全性の日付と回復キー情報を表示します。

Windowsのデバイス管理ポリシーを作成する
Windowsデバイス管理ポリシーには、Windowsエンド ポイント 上のデバイスを管理するための2つのモード があります。
リムーバブルスト レージ
リムーバブルメディアに対するアクセス許可を制御します。Microsoftによって事前定義されたリムーバブルメディアの種類は、
CD-ROMド ライブとDVDド ライブ、フロッピーディスクド ライブ、リムーバブルディスクド ライブ、テープド ライブ、およびWindows
ポータブルデバイス(WPD)です。
このモード では、リムーバブルデバイスのカテゴリに対する特定のアクセス許可を拒否できます。エンド ポイント では、アクセス権
限は、[Administrative Templates (管理テンプレート )] > [System (システム)] > [Removable Storage Access (着脱式スト
レージのアクセス権)] にあるローカルグループポリシー設定を使用して管理します。
すべてのデバイス
新しいデバイスのインスト ールを制限します。この高度モード では、リスト を使用した方法でよりきめ細かくアクセス権限を制御
できます。
このモード では、デバイスクラスまたはデバイスのハード ウェアIDによってデバイスが明示的に許可されていない限り、新しいデバ
イスのインスト ールはブロックされます。オプションの設定により、管理者はすべての制限を回避し、許可されたデバイスのリスト
にない既存のUSB スト レージデバイスをアンインスト ールすることができます。エンド ポイント 上で、アクセス許可は
[Administrative Templates (管理テンプレート )] > [System (システム)] > [Device Installation (デバイスのインスト ール)] >
[Device Installation Restrictions (デバイスのインスト ール制約)]にあるローカルグループのポリシー設定を使用して管理され
ています。

デバイス制御ポリシーを設定するには、「Windowsのデバイスクラスとデバイスを管理する(56ページ)」セクションで説明
している手順を完了しておく必要があります。
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1.

Enforceメニューから [Policies (ポリシー)] に移動し、[Create Policy (ポリシーの作成)] ボタンをクリックします。

2.

[Summary (サマリ)] セクションで以下を行います。
1.

ポリシーの[Name (名称)]と[Description (説明)]を入力します。

2.

[Policy Type (ポリシーの種類)] オプションから、[Device Control (デバイス制御) - Removable Storage (着脱式スト
レージ)- Windows] か [Device Control (デバイス制御) - All Devices (すべてのデバイス) - Windows] を選択します。
(ポリシーの種類は、オペレーティングシステム(すべて、Windows、Mac、Linux)でフィルタリングできます。

3.

[Next (次へ)] をクリックします。
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Windowsのデバイス制御ポリシーを作成し、着脱式デバイスを運用管理する
1.

(任意) 同じ種類のポリシーがすでにある場合は、そのポリシーを新しいポリシーのひな形として利用することができます。
[Starting Point (ひな形)] プルダウンでポリシーを選択します。

2.

[Device Control (デバイス制御)] セクションで、運用管理する着脱式スト レージの種類とそのスト レージの種類に対して否定す
るアクセス権を選択します。

3.

[Create (作成)] をクリックして作成します。

Windowsデバイス管理ポリシーを作成し、すべてのデバイスを管理する
このモード は、デフォルト ですべてのデバイスの新規インスト ールをブロックします。このモード には、ポリシーの許可リスト
に登録されていない既存のUSBスト レージデバイスをアンインスト ールする任意の設定があります。現在接続されてい
ないが以前にインスト ールされたデバイスを含め、他のすべての既存のデバイスはインスト ールされたままになり、ブロック
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されません。エンド ポイント へのインスト ールを許可するには、デバイスをポリシーの許可リスト に追加する必要がありま
す。構成を広範囲にデプロイする前に、構成とその影響を慎重にテスト してください。

1.

(任意) 同じ種類のポリシーがすでにある場合は、そのポリシーを新しいポリシーのひな形として利用することができます。
[Starting Point (ひな形)] プルダウンでポリシーを選択します。

2.

(任意) [Deny Notification (拒否の通知)] セクションで、[Provide a notification message for users when a device is
denied access (デバイスへのアクセスが拒否されたときにユーザに通知メッセージを表示)] を選択し、ユーザが制限付きデバイス
のインスト ールを試みたときに表示するメッセージを指定します。

3.

[Allow (General) Device Rules (許可の(一般)デバイスルール)]セクションで、以下の設定を設定します。
1.

[Administrator Permissions (管理者のアクセス権限)] セクションで、[Allow Administrators to bypass all restriction
(管理者にすべての制限の回避を許可)] オプションを選択し、エンド ユーザが管理者としてログインした場合にすべての制
限を回避できるようにします。
このオプションを選択すると、デバイスは自動的にインスト ールされません。管理者はデバイスマネージャ
を使用してデバイスを手動でインスト ールする必要があります。

2.

[Existing USB Devices (既存のUSBデバイス)] セクションで [Uninstall existing USB storage devices not on the
allowed list of devices (デバイスの許可リスト 登録されていないUSBスト レージデバイスのアンインスト ール)] オプション
を選択し、許可リスト に登録されていないUSBスト レージデバイスのアンインスト ールを許可します。

システムの実行に必要なデバイスのアンインスト ールに対する予防策として、現在接続されているが以
前にインスト ールされたデバイスを含め、現在エンド ポイント にインスト ールされている他のデバイスは、こ
のオプションを選択してもアンインスト ールされません。ポリシーがエンド ポイント に適用されているときにデ
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バイスが使用中の場合、デバイスはエンド ポイント の次の再起動時にアンインスト ールされます。このシ
ナリオでは、ポリシーステータスセンサーは、禁止されているデバイスがまだインスト ールされていることを示
すステータスを返します。

4.

[Allow Device Classes (許可(デバイスクラス))] セクションで、実際の環境で許可するデバイスのグループを定義します。多くの
デバイスのクラスはMicrosoftによって事前定義されいます。カスタムのデバイスクラスは定義できます。それぞれのデバイスクラスに
は、グローバル一意識別子(GUID)を有しています。デバイスのクラスに関する詳細は、以下を参照してください。Microsoft：ハー
ド ウェア開発センサー：デバイスクラス。デバイスクラスを追加すると、グローバルデバイスクラスリスト に保存され、[Settings (設
定)] ページからアクセスすることができます。
デバイスクラスごとにデバイスを追加する場合は、そのクラスのデバイスツリー内のすべてのデバイスノード を許可
する必要があります。たとえば、USBスト レージデバイスのインスト ールを許可する場合は、[Disk Drives (ディスク
ド ライブ)]と[USB Bus Devices (hubs and host controllers) (USBバスデバイス(ハブとホスト コント ローラ))]のイ
ンスト ールを許可する必要があります。詳細は、以下を参照してください。Microsoft：ハード ウェア開発セン
サー：デバイスノード とデバイススタック。

1.

[Import (インポート )]をクリックし、インスト ールされているデバイスクラスについてすべてのWindowsエンド ポイント を照会し、それ
らを許可リスト にインポート します。このオプションを使用すると、ご使用の環境で使用される可能性のあるカスタムデバイスクラス
をすばやく追加できます。警告アイコン のマークが付いた、Enforceに既知のデバイスクラスは、重複を回避するためインポート さ
れません。このページから、エンド ポイント で見つかったすべてのデバイスクラスを選択することも、個々のデバイスクラスを選択す
ることもできます。[Proceed (続行)]をクリックし、選択したデバイスクラスを許可リスト に追加します。

2.

[Manage Existing (既存を管理)]をクリックし、既存のデバイスクラスを許可リスト に追加します。このリスト には、Microsoftによっ
て提供されている事前定義されているデバイスクラスと、以前に手動で追加されたデバイスクラスが含まれています。このページ
から、使用可能なすべてのデバイスクラスを追加または削除することも、個々のデバイスクラスを追加または削除することもできま
す。

[Create (作成)]オプションを使用し、デバイスクラスを追加した場合、ポリシーを保存するまでこのリスト に表示さ
れません。

1.

[Create (作成)]をクリックし、新規のデバイスクラスを追加します。デバイスクラス名、有効なGUID、およびオプションの説明を指
定します。再度 [Create (作成)] をクリックし、許可リスト にデバイスクラスを追加します。
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5.

[Device (デバイス)]セクションで、実際の環境で許可するデバイスを個別に定義します。このオプションは、たとえば、貴社でサ
ポート されている特定のメーカーのUSBスト レージデバイスを許可したいが、他のUSBスト レージデバイスを許可したくない場合に
便利です。特定のデバイスを許可するときに、関連するデバイスクラスを許可する必要はありません。デバイスを追加すると、グ
ローバルデバイスリスト に保存され、Enforceの設定ページからアクセスすることができます。グローバルリスト についての詳細は、

1.

「Windowsのデバイスクラスとデバイスを管理する(56ページ)」を参照してください。
[Create (作成)]をクリックし、新規のデバイスを追加します。デバイス名とオプションIDを指定します。[Create (作成)]をクリック
し、デバイスを許可リスト に追加します。
ほとんどのデバイスには複数のハード ウェアIDがあります。これらのIDの範囲は、特定のデバイスを識別する最も
限定的なものから、デバイスタイプを識別する可能性がある、より一般的なIDまでです。ご使用の環境に適し
たハード ウェアIDを使用します。

2.

[Import (インポート )]をクリックし、インスト ールされているUSBスト レージデバイスについてすべてのWindowsエンド ポイント を照
会し、それらを許可リスト にインポート します。このオプションを使用すると、ご使用の環境で使用される可能性のあるUSBスト
レージデバイスをすばやく追加できます。警告アイコン のマークが付いた、Enforceに既知のデバイスクラスは、重複を回避するた
めインポート されません。このページから、エンド ポイント で見つかったすべてのUSBスト レージデバイスを選択することも、個々の
USBスト レージデバイスを選択することもできます。[Proceed (続行)]をクリックし、選択したUSBスト レージデバイスを許可リスト
に追加します。

3.

[Manage Existing (既存を管理)]をクリックし、既存のデバイスを許可リスト に追加します。このリスト には、以前に手動で追加
されたデバイスが含まれています。このページから、利用可能なすべてのデバイスを追加または削除したり、個々のデバイスを追
加または削除したりできます。

6.

[Create (作成)]をクリックします。

FileVaultポリシーを作成する
FileVaultポリシーを作成するには、次の構成が必要になります。
1.

暗号化キーを保存するデータベース。詳細は、「エンド ポイント の暗号化設定を設定する(50ページ)」を参照してください。

2.

End-User Notificationsサービスがインスト ールされていて、FileVaultポリシーの適用先のエンド ポイント にEnd-User
Notificationsパッケージがプッシュアウト されていること。

3.

Direct Connectサービスがインスト ールされていて、FileVaultポリシーの適用先のエンド ポイント にDirect Connectパッケージが
プッシュアウト されていること。

これらのコンポーネント の一部がなくても、FileVaultポリシーを作成することはできますが、エンド ポイント に構成全体が
ないかぎり、そのポリシーは正しく施行されません。

必要に応じて、ユーザがPINまたはパスワード を忘れた場合にアクセスできるセルフサービスの回復用ポータルを設定す
ることができます。複雑なフィルタ式の例については、関連情報：暗号化管理の回復用ポータル(132ページ)。
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エンド ポイント で、Tanium Enforce FileVaultポリシーを使用することなくでFileVaultがすでに有効にされている場合
は、最初にエンド ポイント でEnforce - Decrypt FileVaultパッケージを実行する必要があります。この後、Enforeの
FileVaultポリシーを展開することができます。パッケージを実行しなかった場合、EnforceのFileVaultポリシーは正常に
施行されているように見えますが、回復キーはバックアップされません。このため、回復キーは機能しません。

ポリシーの作成
1.

Enforceメニューから [Policies (ポリシー)] に移動し、[Create Policy (ポリシーの作成)] ボタンをクリックします。

2.

[Summary (サマリ)] セクションで以下を行います。
1.

ポリシーの[Name (名称)]と[Description (説明)]を入力します。

2.

[Policy Type (ポリシーの種類)] のオプションからFileVaultを選択します。(ポリシーの種類は、オペレーティングシステム
(すべて、Windows、Mac、Linux)でフィルタリングできます。

3.
3.

[Next (次へ)] をクリックします。

(任意) 同じ種類のポリシーがすでにある場合は、そのポリシーを新しいポリシーのひな形として利用することができます。
[Starting Point (ひな形)] プルダウンでポリシーを選択します。
このポリシーに不足している要件がある場合は、[Configuration Status (構成ステータス)] セクションにその情報
が表示されます。FileVaultの要件については、「エンド ポイント の暗号化設定を設定する(50ページ)」を参照して
ください。

4.

[End User Notifications] セクションで以下の操作を行います。
1.

すべてのFileVault通知の通知ウィンド ウで使用する画像ファイル(PNG、GIF、JPG/JPEG)とタイト ルを選択します。

2.

[Window Title (ウィンド ウのタイト ル)] セクションで、FileVault Encryptionなど、ウィンド ウのプロンプト の簡潔な名前を
指定します。
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3.

[Message Title (メッセージのタイト ル)] セクションで、ユーザ向けにポリシーの簡単な説明を指定します。[Message
(メッセージ)] セクションで、ユーザに表示するメッセージを指定します。このメッセージは、ポリシーの施行後にユーザに最
初に表示されるメッセージです。

5.

[Key Recovery (キーの回復)] セクションで、次の操作を行います。
1.

エンド ユーザがアクセスできる、マシン生成の一意のPersonal Recovery Key (個人用回復キー)を使用する場合は、
[Enable PrivateEnable Private Key (秘密キーを有効にする)] チェックボックスを選択します。回復用ポータル
(Postgres DB)を使用する場合は、このキーの種類を選択します。関連情報：回復用ポータル構成についての詳細
は、暗号化管理の回復用ポータルを参照してください。

2.

Institutional Recovery Key (組織用回復キー)を使用する場合は、[Enable Public Key (公開キーを有効にする)]
チェックボックスを選択します。組織用回復キーの生成については、以下を参照してください。macOS: 組織のコンピュー
タに対するFileVault回復キーを設定する。
キーチェーンが生成されたら、マスターキーチェーンから秘密キーを削除します。Enforceポリシーで、[Upload Public
Key (公開キーのアップロード )] ボタンをクリックして公開キーを探し、Taniumコンソールにアップロード します。このキー
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は、FileVaultポリシーとともにエンド ポイント に送信されます。この公開キーは、他の場所に安全に保管されている秘密
キーと公開キーを組み合わせることで、ユーザがパスワード を忘れた場合でも暗号化されたデータを回復することができ
ます。

組織用回復キーの場合、FileVaultポリシーをエンド ポイント に送信するには、マスターキーチェーンから秘密キー
を削除する必要があります。削除しなかった場合、公開キーとともに秘密キーが各エンド ポイント に存在すること
になります。

キーをアップロード したら、[Download Public Key (公開キーのダウンロード )] リンクが表示され、必要に応じて
キーを読み出して確認することができます。

再起動後にディスクが暗号化されると、回復キーのバックアップに最大1時間かかることがあります。

6.

必要に応じて追加のオプションを設定します。
Prompt user to enable FileVault at log in only (ログイン時にのみFileVaultを有効にするようユーザに求める)
選択すると、次回ログイン時にEnable FileVault password (FileVaultパスワード を有効にする)プロンプト が表示されま
す。このチェックボックスを選択しなかった場合は、次回ログアウト 時にEnable FileVault password (FileVaultパスワード
を有効にする)プロンプト が表示されます。
ログイン時のFileVault有効化プロンプト のキャンセルをユーザに許可すると条件の選択
1.

[Always allow user to cancel prompt (プロンプト のキャンセルを常にユーザに許可する)] を選択し、[FileVaultパスワー
ド を有効にする] プロンプト でユーザが無制限に [キャンセル] ボタンにアクセスできるようにします。

2.

[Only allow user to cancel prompt <#> times (プロンプト のキャンセルをユーザに許可する回数)] を選択し、
FileVaultを有効にするパスワード の入力を求められる前にユーザがプロンプト をキャンセルできる回数を制限します。

7.

[Create (作成)]をクリックします。
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Windowsのファイアウォール管理ポリシーを作成する
Windowsのファイアウォール管理ポリシーがエンド ポイント に施行されると、Enforceはそのエンド ポイント でMpsSvc
(Windowsファイアウォール)サービスを開始します。

ポリシー1つあたりのファイアウォールルールの最大数は1,000です。

1.

Enforceメニューから [Policies (ポリシー)] に移動し、[Create Policy (ポリシーの作成)] ボタンをクリックします。

2.

[Summary (サマリ)] セクションで以下を行います。
1.

ポリシーの[Name (名称)]と[Description (説明)]を入力します。

2.

[Policy Type (ポリシーの種類)] ド ロップダウンメニューから [Firewall Management - Windows (ファイアウォールの管理
- Windows)] を選択します。(ポリシーの種類は、オペレーティングシステム(すべて、Windows、Mac、Linux)でフィルタリ
ングできます。

3.
3.

[Next (次へ)] をクリックします。

(任意) 同じ種類のポリシーがすでにある場合は、そのポリシーを新しいポリシーのひな形として利用することができます。
[Starting Point (ひな形)] プルダウンでポリシーを選択します。

4.

[Rule Management (ルールの管理)] セクションで Replace (置換)またはMerge (マージ)を選択します
[Replace (置き換え)]オプションは、エンド ポイント 上の既存のファイアウォールルールをすべて削除し、このポリシーのルールで置
き換えます。[Merge (マージ)]オプションは、エンド ポイント 上の既存のファイアウォールポリシーをそのまま残し、このポリシーにルー
ルを追加します。

5.

[Firewall Profiles (ファイアウォールのプロファイル)]セクションで、以下を設定します。
1.

[Domain (ド メイン)]、[Private (プライベート )]、および/または[Public (パブリック)]を展開し、ポリシーのプロファイルを定
義します。プロト コルについて詳細は、以下を参照してください。Microsoft Technet：ファイアウォールプロファイルを理解
する。
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1.

[Network Selection (ネット ワーク選択)] でDefault (デフォルト )かEnabled (有効)、またはDisabled (無効)を選択しま
す。
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新規のWindowsファイアウォールルールを作成する
1.

[Firewall Rules (ファイアウォールルール)]セクションで、[Add Rule (ルールを追加)]をクリックします。

2.

次のフィールド に、ファイアウォールルールの必要事項を入力します。
フィールド

説明

名前

これは必 須 項 目 です。ルールについて簡 単 な名 前 を入 力 します。

方向

これは必 須 項 目 です。接 続 の方 向 として、[Outbound (アウト バウンド )]、[Inbound
(インバウンド )]、または[Bi-directional (双 方 向 )]を選 択 します。

アクション

これは必 須 項 目 です。作 成 しているルールのタイプに応 じて、[Block (ブロック)]また
は[Allow (許 可 )]を選 択 します。

Network Protocol (ネッ

これは必 須 項 目 です。プロト コルを選 択 します。プロト コルにUDPまたはTCPを選 択

ト ワークプロト コル)

した場 合 、次 のフィールドで少 なくとも1つの値 を指 定 する必 要 があります。
Application Path (アプリケーションパス)、Local Address(es) (ローカルアド レス)、
Local Port(s) (ローカルポート )、Remote Address(es) (リモート アド レス)、
Remote Port(s) (リモート ポート )、Service Name (サービス名 )。
プロト コルについて詳 細 は、以 下 を参 照 してください。Microsoft Technet：ファイア
ウォールルールのプロパティ。

Group (グループ)

これはオプションのフィールドです。ここでグループ名 を指 定 するか、ファイアウォール
ルールの整 理 に役 立 つ既 存 のグループ名 を選 択 することができます。

プロファイル

該 当 するプロファイルを選 択 します。1つ以 上 のプロファイルを選 択 しないと、すべて
のプロファイルが選 択 されたかのようにルールが作 成 されます。

Application Path (アプリ

アプリケーションパスの例 は次 のとおりで

ケーションパス)

す：C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe。

Local Address(es)

このフィールドを使 用 して、特 定 のローカルIPアドレスにルールを割 り当 てることがで

(ローカルアド レス)

きます。IPアドレスはコンマで区 切 ります。

Local Port(s) (ローカル

このフィールドは、[Inbound (インバウンド )]接 続 向 けに使 用 される可 能 性 が高 いで

ポート )

す。例 えば、次 のようにポート 範 囲 を指 定 できます。80, 443, 5000-5010

Remote Address(es)

このフィールドを使 用 して、特 定 のリモート IPアドレスをルールの対 象 に設 定 すること

(リモート アド レス)

ができます。IPアドレスはコンマで区 切 ります。

Remote Port(s) (リモー

このフィールドは、[Outbound (アウト バウンド )]接 続 向 けに使 用 される可 能 性 が高

ト ポート )

いです。例 えば、次 のようにポート 範 囲 を指 定 できます。80, 443, 5000-5010

Service Name (サービス

このフィールドは、Windowsサービスの表 示 名 として使 用 できます。

名)

3.

[Create (作成)]をクリックします。
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4.

ポリシーを作成したら、[Policies (ポリシー)]ページでポリシーを選択してから[Edit (編集)]をクリックして、必要な変更を加えま
す。また、強制が存在する場合は[Enforce Changes (変更を適用)]をクリックするか、(強制を実施しない場合は)[Update (更
新)]をクリックします。

Windows TSVファイルからファイアウォールルールをインポート する
Windows TSVファイルからEnforceにファイアウォールポリシーをインポート するには、Windowsからそのポリシーをエクスポート する必要
があります。
1.

Windowsで、[Windows Firewall Advanced Security (セキュリティが強化されたWindowsファイアウォール)]に移動します。

2.

左側のパネルで、[Inbound Rules (インバウンド ルール)]を右クリックして[Export List (リスト をエクスポート )]をクリックします。テキ
スト (タブ区切り)の.txtファイルの形式でファイルを保存します。

3.

[Firewall Rules (ファイアウォールルール)] セクションで [Import (インポート )] ボタンをクリックします。

4.

[Select TSV File (TSVファイルの選択)] ボタンをクリックして、エクスポート したファイアウォールルールを含むファイルを探し、
[Open (開く)] をクリックします。[Import (インポート )]ウィンド ウには、ファイル名とインポート するルールの数が表示されます。

5.

[Direction (方向)]を選択します。

6.

[Proceed (続行)]をクリックします。

7.

[Outbound Rules (アウト バウンド ルール)] についてもこの手順を繰り返してWindowからルールをエクスポート し、Enforceにイン
ポート します。
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インポート するファイルにサービス列が含まれない場合は、警告が表示されます。ファイアウォールルールがサービスフィールド に依存する
場合は、サービス列を追加し、Windowsからファイアウォールルールを再度エクスポート します。
サービス列を追加するには
1.

Windowsで、[Windows Firewall Advanced Security (セキュリティが強化されたWindowsファイアウォール)]に移動します。

2.

[View (ビュー)]メニューから、[Add/Remove Columns (列の追加/削除)]を選択します。

3.

[Available columns (使用可能な列)]から、[Service (サービス)]を選択して[Add (追加)]をクリックします。

4.

[OK]をクリックします。

5.

[Action (アクション)] メニューから、[Export List (リスト のエクスポート )] を選択し、ファイルに保存します。

Tanium Endpointsからファイアウォールルールをインポート する
[Firewall Rules (ファイアウォールルール)] セクションで、[Import (インポート )] ド ロップダウンリスト から [Import Rules from

1.

Tanium Endpoints (Taniumエンド ポイント からルールをインポート )] を選択します。
[Import Firewall Rules from Tanium Endpoints (Taniumエンド ポイント からルールをインポート )] ウィンド ウで、Taniumエンド

2.

ポイント に既存のルールでインポート するルールを選択します。
[Add Rule (ルールの追加)] をクリックします。

3.

ポリシーは、UI上の3通りの場所から適用することができます。
l

[Enforcements (施行)] ページ

l

[Policy (ポリシー)] リスト ページ

l

[Policy (ポリシー)] 詳細ページ

詳細は、「ポリシーの施行(100ページ)」を参照してください。
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Linuxのファイアウォール管理ポリシーを作成する
1.

Enforceメニューから [Policies (ポリシー)] に移動し、[Create Policy (ポリシーの作成)] ボタンをクリックします。

2.

[Summary (サマリ)] セクションで以下を行います。
1.

ポリシーの[Name (名称)]と[Description (説明)]を入力します。

2.

[Policy Type (ポリシーの種類)] ド ロップダウンメニューから [Firewall Management - Linux (ファイアウォールの管理 Linux)] を選択します。(ポリシーの種類は、オペレーティングシステム(すべて、Windows、Mac、Linux)でフィルタリングで
きます。

3.
3.

[Next (次へ)] をクリックします。

(任意) 同じ種類のポリシーがすでにある場合は、そのポリシーを新しいポリシーのひな形として利用することができます。
[Starting Point (ひな形)] プルダウンでポリシーを選択します。

4.

[Linux Firewall Default Chain Policies (Linuxファイアウォールのデフォルト チェーンポリシー)]セクションにある、[Input (入力)]、
[Output (出力)]、および[Forward (転送)]フィールド で、[ACCEPT (受け入れ)]または[DROP (ド ロップ)]を選択します。

5.

[Linux Firewall Default Rules (Linuxファイアウォールのデフォルト ルール)] セクションで、デフォルト の入力、出力、および転送
ルールを確認します。これらのデフォルト を編集することはできません。
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新規のLinuxファイアウォールルールを作成する
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1.

[Firewall Rules (ファイアウォールルール)]セクションで、[Add Rule (ルールを追加)]をクリックします。

2.

次のフィールド に、ファイアウォールルールの必要事項を入力します。
フィールド

説明

名前

これは必 須 項 目 です。ルールについて簡 単 な名 前 を入 力 します。

表

現 時 点 でサポート されているテーブルはフィルタのみです。

Chain (チェーン)

これは必 須 項 目 です。[INPUT (入 力 )]、[OUTPUT (出 力 )]、または[FORWARD
(転 送 )]を選 択 して、パケット の配 信 パスのどこでルールが評 価 されるか指 定 しま
す。

ターゲット

これは必 須 項 目 です。次 のいずれかを選 択 します。
ACCEPT (受 け入 れ)：パケット を許 可 します。
DROP (ド ロップ)：パケット をドロップします。
QUEUE (キュー)：パケット をユーザースペースに渡 します。
REJECT (拒 否 )：応 答 を送 り返 し、パケット をドロップします。

Network Protocol (ネッ

これはオプションのフィールドで、ルールのプロト コルまたはチェックするパケット を選 択

ト ワークプロト コル)

できます。指 定 されたプロト コルは、あらかじめ定 義 されたオプションのどれでもかま
いません。また、これらのプロト コルのいずれか、または別 のプロト コルを表 す数 値 で
もかまいません。このオプションを省 略 した場 合 は、プロト コル[all (すべて)]がデフォ
ルト 値 です。
[Inverse (反 転 )] チェックボックスを選 択 すると、選 択 したプロト コル以 外 のすべてが
含 まれます。

State (状 態 )

次 のいずれかを選 択 します。
1.

New (新 規 )：パケット が新 しい接 続 を開 始 しました。

2.

Established (確 立 )：パケット は、双 方 向 のパケット を検 出 した接 続 に関 連 付
けられています。

3.

Related (関 連 )：パケット は新 しい接 続 を開 始 していますが、既 存 の接 続 に
関 連 付 けられています。

4.

Invalid (無 効 )：何 らかの理 由 でパケット を識 別 できませんでした。

Source Address (ソース

ネット ワーク名 、マスク付 きIPアドレス、プレーンIPアドレス、またはIPアドレス範 囲 の

アド レス)

コンマ区 切 りのリスト です。
[Inverse (反 転 )] チェックボックスを選 択 すると、入 力 したアドレス以 外 のすべてが含
まれます。
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フィールド

説明

Destination Address

ネット ワーク名 、マスク付 きIPアドレス、プレーンIPアドレス、またはIPアドレス範 囲 の

(送 信 先 アド レス)

コンマ区 切 りのリスト です。
[Inverse (反 転 )] チェックボックスを選 択 すると、入 力 したアドレス以 外 のすべてが含
まれます。

上 記 のいくつかのフィールド の選 択 肢 に応 じて表 示 されるオプションのフィールド ：
Source port(s) (ソース

ポート またはポート 範 囲 のコンマ区 切 りリスト です。

ポート )
Destination ports(s)

ポート またはポート 範 囲 のコンマ区 切 りリスト です。

(送 信 先 ポート )
In Interface (入 力 イン

パケット を受 信 したインターフェイスの名 前 です。

ターフェイス)
Out Interface (出 力 イン

パケット が送 信 されるインターフェイスの名 前 です。

ターフェイス)

[Chain (チェーン)]、[Target (ターゲット )]、および[Network Protocol (ネット ワークプロト コル)]フィールド で選択し
たオプションに応じて、追加のオプションフィールド が表示されることがあります。

3.

[Create (作成)]をクリックします。

4.

ポリシーを作成したら、[Policies (ポリシー)]ページでポリシーを選択してから[Edit (編集)]をクリックして、必要な変更を加えま
す。また、強制が存在する場合は[Enforce Changes (変更を適用)]をクリックするか、(強制を実施しない場合は)[Update (更
新)]をクリックします。

Tanium EndpointsからLinuxファイアウォールルールをインポート する
1.

[Linux Firewall Rules (Linuxファイアウォールルール)] セクションで、[Import (インポート )] > [Import Rules from Tanium
Endpoints (Taniumエンド ポイント からルールをインポート )] をクリックします。
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[Import Firewall Rules from Tanium Endpoints (Taniumエンド ポイント からファイアウォールをインポート )]ウィンド ウで、

2.

Taniumエンド ポイント に既存のルールでインポート するルールのチェックボックスを選択します。
[Add Rule (ルールの追加)] をクリックします。

3.

ルールによっては、「rule not supported…(ルールがサポート されていません…)」と指定される場合があります。このこと
は、このルールはEnforceではサポート されていないが、ルールリスト にはそのルール構成全体が表示され、必要に応じ
て手動で設定できることを意味します。

ポリシーは、UI上の3通りの場所から適用することができます。
l

[Enforcements (施行)] ページ

l

[Policy (ポリシー)] リスト ページ

l

[Policy (ポリシー)] 詳細ページ

詳細は、「ポリシーの施行(100ページ)」を参照してください。

マシン管理テンプレート ポリシーを作成する
1.

Enforceメニューから [Policies (ポリシー)] に移動し、[Machines (マシン)] タブをクリックします。

2.

[Create Policy (ポリシーの作成)] ボタンをクリックします。

3.

[Summary (サマリ)] セクションで以下を行います。
1.

ポリシーのName (名前)とDescription (説明)を入力します。

2.

Policy Type (ポリシーの種類)のオプションからMachine Administrative Template (マシン管理テンプレート )を選択しま
す。(ポリシーの種類は、オペレーティングシステム(すべて、Windows、Mac、Linux)でフィルタリングできます。マシン管理
テンプレート のポリシーは、マシンベースのActive Directory管理テンプレート (ADMX)グループポリシーオブジェクト を対象
にしています。

3.
4.

[Next (次へ)] をクリックします。

(任意) 同じ種類のポリシーがすでにある場合は、そのポリシーを新しいポリシーのひな形として利用することができます。
[Starting Point (ひな形)] プルダウンでポリシーを選択します。
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5.

[Configure Policy Settings (ポリシー設定の設定)] セクションの左側でカテゴリを選択します。そのカテゴリで使用可能な設定
が右側に表示されます。
1.

[Search Categories and Settings (カテゴリと設定の検索)] - 左側のカテゴリ列の一番上に検索フィールド があります。
検索するカテゴリまたは設定の名前を入力します。検索条件を含む各項目の右側にアスタリスクが表示されます。

2.

「マシン管理テンプレート ポリシーのカテゴリ例(89ページ)」の下記表は、マシン管理テンプレート ポリシーの上位カテゴリ
の一部を示しています。

マシン管 理 テンプレート ポリシーのカテゴリ例
カテゴリ(最 上 位 )

概要

コント ロールパネル

ディスプレイ、パーソナライズ、地 域 および言 語 オプション、プリンターなど。

Google Chrome

Cookie、Javascript、画 像 設 定 など。

MSセキュリティガイド

UACの制 限 事 項 、SMBサーバとクライアント など。

MSS( レガシー)

グループポリシーより前 のレガシーWindowsレジスト リ値 など。

Microsoft Edge

ダウンロードに関 する制 限 事 項 、オート フィルなど。

Microsoft Office

Windowのセキュリティ制 限 事 項 、ユーザパスワードの保 管 など。

ネット ワーク

ネット ワーク接 続 など。

プリンタ

印 刷 ドライバのインスト ール時 のセキュリティ問 題 の発 生 防 止 など。

スタート メニューとタスクバー

通 知 など。
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マシン管 理 テンプレート ポリシーのカテゴリ例 (続 き)
カテゴリ(最 上 位 )

概要

システム

ドライバのインスト ール、表 示 、ロケールサービス、グループポリシー、軽 減 オプ
ション、ログオン、電 源 管 理 、着 脱 式 スト レージアクセス、ユーザプロファイルな
ど。

Windowsコンポーネント

アプリランタイム、添 付 ファイルマネージャ、オート プレイポリシー、クラウドコンテン
ツ、資 格 情 報 ユーザインターフェイス、Edge UI、Windows Defenderのウイルス
対 策 など。

Windows管理テンプレート ファイルに含まれるポリシー設定の全一覧については、以下を参照してください。
Microsoft: WindowsおよびWindows Serverのグループポリシー設定リファレンスと Microsoft Security
Compliance Toolkit 1.0 。

6.

ポリシーの設定では、以下の設定が表示されます。Not Configured (設定なし)、Enabled (有効)、Disabled (無効)。Not
Configured (設定なし)とDisabled (無効)では、どちらもデフォルト のMicrosoft設定が使用されます。状態をEnabled (有効)に
変更すると、独自の設定を入力できます。各状態についての詳細は、Microsoftを参照してください。
この設定については、EnforceのUIページに各ポリシー設定に関するMicrosoftのヘルプテキスト があります。

7.

ポリシー設定を設定したら、[Add to Policy (ポリシーに追加)] ボタンをクリックします。
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ポリシーのすべての設定が終了したら、ページ下部の [Create (作成)] ボタンをクリックします。[Policies (ポリシー)] リスト に作成

8.

したポリシーが表示されます。

ポリシーは、UI上の3通りの場所から適用することができます。
l

[Enforcements (施行)] ページ

l

[Policy (ポリシー)] リスト ページ

l

[Policy (ポリシー)] 詳細ページ

詳細は、「ポリシーの施行(100ページ)」を参照してください。
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処置ポリシーを作成する
1.

Enforceメニューから [Policies (ポリシー)] に移動し、[Create Policy (ポリシーの作成)] ボタンをクリックします。
[ポリシー]ページの [Remediation (処置)] タブから処置ポリシーを作成することもできます。

2.

[Summary (サマリ)] セクションで以下を行います。
1.

ポリシーの[Name (名称)]と[Description (説明)]を入力します。

2.

[Policy Type (ポリシーの種類)] オプションから Remediation - Windows、Mac、またはLinuxを選択します。(ポリシーの
種類は、オペレーティングシステム(すべて、Windows、Mac、Linux)でフィルタリングできます。

3.
3.

[Next (次へ)] をクリックします。

(任意) 同じ種類のポリシーがすでにある場合は、そのポリシーを新しいポリシーのひな形として利用することができます。
[Starting Point (ひな形)] プルダウンでポリシーを選択します。

4.

[Remediation (処置)] セクションの [Add Task (タスクの追加)] ド ロップダウンボタンから、エンド ポイント で実行するタスクを選択
します。

Windows処置ポリシーには、次の7通りのタスクを追加することができます。
1.

Delete File (ファイルの削除)：グロブパターンに一致する1つまたは複数のファイルを削除します。「処置ポリシーのファイ
ルパターンマッチング例(94ページ)」を参照してください。

2.

Delete Registry Key (レジスト リキーの削除)：レジスト リキーが存在する場合は削除します。

3.

Edit Registry Data (レジスト リデータの編集)：既存のレジスト リ値が存在する場合は変更します。オプションで、値が
存在しない場合は作成できます。
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4.

Kill Process (プロセスの強制終了)：指定された[Process Type (プロセスタイプ)]オプション：名前、パス、またはハッ
シュ、と一致するすべてのプロセスを強制終了します 。オプションで[Command Line Args (コマンド ライン引数)]を入力
することもでき、正規表現を使用して、どの[Process Type (プロセスタイプ)]オプションに関してもプロセスコマンド ライン
引数と一致させることができます。

5.

Run Service Action (サービスアクションの実行)：指定されたサービスの実行状態を変更します。

6.

Run Service Configuration (サービス構成の実行)：指定されたサービスのstartup configを変更します。

7.

Update Registry Value (レジスト リ値の更新)：レジスト リ値が存在する場合はその名前を変更し、[Delete (削
除)]オプションを選択した場合は値を削除します。

レジスト リを変更し、HKEY_USERSハイブをターゲット とするタスクの場合、ワイルド カード (*)を使用してす
べてのユーザーをターゲット にすると、ポリシーが適用されたときにログアウト しているユーザーはスキップさ
れます。

1.

Purge - Delete all nonessential files (パージ - 不要なすべてのファイルを削除)：対象システムから、Tanium以外およ
びWindows以外のすべてのファイルを破壊的で回復不能な形式でワイプ処理します。

1.

Purge - Freeze and lockout (パージ - フリーズおよびロックアウト )：TPMチップを搭載したコンピュータでBitLockerを使
用して対象システムを非破壊的な形式でロックアウト し、BitLockerの回復を強制的に実行します。

1.

Purge - Recover from freeze (パージ - フリーズから回復)：BitLocker回復ウィンド ウを表示してり、パージ - フリーズおよ
びロックアウト ポリシーの逆の処理を行います。その時は、キーを入力することでシステムを回復することができます。

この種類のポリシーについての詳細は、「 パージ処置ポリシーを作成する(94ページ)」を参照してください。

MacまたはLinuxの処置ポリシーには、次の3通りのタスクを追加することができます。
1.

Delete File (ファイルの削除)：グロブパターンに一致する1つまたは複数のファイルを削除します。

2.

Kill Process (プロセスの終了)：指定されたProcess Type (プロセスの種類)オプション(名前、パス、またはハッシュ)に一
致するすべてのプロセスを終了します。オプションで[Command Line Args (コマンド ライン引数)]を入力することもでき、
正規表現を使用して、どの[Process Type (プロセスタイプ)]オプションに関してもプロセスコマンド ライン引数と一致させる
ことができます。

3.

Run Service Action (サービスアクションの実行)：指定されたサービスの実行状態を変更します。

5.

定義するタスクの必須フィールド に必要事項を入力します。

6.

ポリシーに必要な他のタスクを追加します。すべてのタスクを追加したら、[Create (作成)]をクリックします。

このポリシーは、UIの以下の場所から施行できます。
l

[Enforcements (施行)] ページ

l

[Policy (ポリシー)] リスト ページ

l

[Policy (ポリシー)] 詳細ページ

詳細は、「ポリシーの施行(100ページ)」を参照してください。
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処置ポリシーのファイルパターンマッチング例
Enforceでは、処置ポリシーでパターンマッチングを使用することができます。詳細は、Pythonのマニュアルを参照してください。
再帰的マッチングはサポート されていません。すべてのディレクト リ階層を指定する必要があります。

定義

例

未 知 のディレクト リパスのファイル名 と一 致 。

実 際 のパス：c:\a\b\c\file.exe
ワイルドカード：c:\*\*\*\file.exe

既 知 のディレクト リパスの任 意 のファイルと照 合 。

実 際 のパス：c:\a\b\c\file.exe
ワイルドカード：c:\a\b\c\*

部 分 的 に既 知 のディレクト リパスの特 定 のファイ
ルの種 類 と照 合 。

ファイル名 の先 頭 文 字 の大 文 字 と小 文 字 の区
別 を無 効 化 。

ファイル名 の1文 字 と照 合 。

実 際 のパス：c:\a\b\c\file.exe
ワイルドカード：c:\a\*\c\*.exe
実 際 のパス：c:\a\b\c\file.exe
ワイルドカード: c:\a\*\c\[Ff]ile.exe
実 際 のパス：c:\a\b\c\cat.exe
実 際 のパス：c:\a\b\c\bat.exe
ワイルドカード：c:\a\*\c\?at.exe

ファイル名 の1文 字 と不 一 致 。

実 際 のパス：c:\a\b\c\cat.exe
ワイルドカード：c:\a\*\c\[!c]at.exe

パージ処置ポリシーを作成する
パージ処置ポリシーでは、すべての不要データをリモート から削除したり、エンド ポイント をフリーズしてログインできなくしたりすることで、
消失エンド ポイント や盗まれたエンド ポイント に対する対策を講じることができます。

そうしたポリシーは、本番環境に実装する前にテスト することを強くお勧めします。

次の情報は、パージ処置ポリシーに適用されます。
l

パージを含む修正ポリシーに、他のタスクを含めることはできません。逆に、処置ポリシーにすでにタスクが存在する場合、その
ポリシーにパージタスクを追加することはできません。

l

パージを含む処置ポリシーは、コンピュータグループではなく、個別コンピュータのみ対象にすることができます。

l

このポリシーには、Enforce Endpoint Wipe Action権限が必要です。

パージ処置ポリシーを作成するには、次の手順を実行します。
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1.

Enforceメニューから [Policies (ポリシー)] に移動し、[Remedication (処置)] タブをクリックします。

2.

[Create Policy (ポリシーの作成)] ボタンをクリックします。

3.

[Summary (サマリ)] セクションで以下を行います。
1.

ポリシーの[Name (名称)]と[Description (説明)]を入力します。

2.

[Policy Type (ポリシーの種類)] オプションから Remediation - Windows (処置 - Windows)を選択します。ポリシーの
種類は、オペレーティングシステム(すべて、Windows、Mac、Linux)でフィルタリングできます。

3.
4.

[Next (次へ)] をクリックします。

[Remediation (処置)] セクションの [Add Task (タスクの追加)] ド ロップダウンボタンから、エンド ポイント で実行するタスクを選択
します。次のパージタスクが表示されます。
1.

Purge - Delete all nonessential files (パージ - 不要なすべてのファイルを削除): 次のことを行うことで対象システムか
ら、Tanium以外およびWindows以外のすべてのファイルを破壊的かつ回復不能な形式でワイプ処理します。
不要なファイルをすべて削除タスクには、BitLockerとTPMは必要ありません。このプロセスは完了までに1時間ほどかかる
ことがあります。
1.

UALコンテンツがあるエンド ポイント をロックし、システムを再起動して開いているプログラムを閉じる

2.

可能なすべてのファイルについて所有権とアクセス権限を取得する

3.

開いていないすべてのファイル、またはc:\windows\と%programfiles%\Tanium\Tanium Client\フォ
ルダにあるすべてのファイルを削除する

4.

ハード ウェアTPMからBitLockerキーを削除する(BitLocker が有効な場合)

5.

解放されたディスク領域に対して3段階のワイプ処理を実行する

6.

起動時に、Windowsで起動するのではなくBitLocker回復画面を表示する (BitLockerが有効な場合)

a.

[Request (申請者)] フィールド に、パージを申請する個人またはビジネスグループの名前を入力します。

b.

BitLockerの起動前回復メッセージを入力します。このメッセージは、起動時にユーザに表示されます(BitLockerが
有効な場合)。
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選択した対象エンド ポイント のMACアド レスを入力します。これは、適切な対象エンド ポイント が確実にアクション

c.

を受け取るようにするためです。MACアド レスはホスト 名よりも特徴のある識別子です。

2.

Purge - Freeze and lockout (パージ - フリーズおよびロックアウト ): TPMチップを搭載したコンピュータでBitLockerを使
用して、以下のことを行うことで対象システムを非破壊的な形式でユーザロックアウト します。

フリーズ機能とロックアウト 機能のどちらも、対象エンド ポイント でBitLockerが有効にされ、TPMによる
ディスク暗号化に対応している必要があります。BitLockerが有効になっていない場合、ユーザはログイン
できなくなりますが、引き続きエンド ポイント は起動できます。

1.

エンド ポイント 要件を満たしていることを確認して、スケジュール済みアクションを設定する

2.

ハード ウェアTPMからBitLockerキーを削除する

3.

エンド ポイント を強制的にシャット ダウンする

4.

起動時に、Windowsで起動するのではなくBitLocker回復画面を表示する

a.

[Request (申請者)] フィールド にパージを申請する個人またはビジネスグループの名前を入力します。

b.

BitLockerの起動前回復メッセージを入力します。このメッセージは、起動時にユーザに表示されます。

c.

選択した対象エンド ポイント のMACアド レスを入力します。これは、適切な対象エンド ポイント が確実にアクション
を受け取るようにするためです。MACアド レスはホスト 名よりも特徴のある識別子です。

3.

Purge - Recover from freeze (パージ - フリーズから回復) - フリーズとロックアウト の逆の処理を行います。このタスク
は、ユーザが回復キーを使用してBitLockerを手動で回復した後に実行されますが、アカウント がロックアウト されるため
ログインできません。このタスクはユーザ アカウント を復元し、ユーザが再度ログインできるようにします。
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5.

1.

BitLockerプロテクターリスト にTPMを追加し直す

2.

ロックアウト していたアカウント を回復する

3.

マシンのフリーズを解除するには、ユーザは回復キーを入力して、Windowsで起動する必要があります。

[Create (作成)]をクリックします。

このポリシーは、UIの以下の場所から施行できます。
l

[Enforcements (施行)] ページ

l

[Policy (ポリシー)] リスト ページ

l

[Policy (ポリシー)] 詳細ページ

SRP管理ポリシーを作成する
Windows SRPを初めて有効にした場合、SRP管理ポリシーを適用するには、ターゲット のエンド ポイント を再起動す
る必要があります。
ベスト プラクティスとして、何もブロックしない、またはTanium Clientなどの常に信頼されるパスを許可するSRP管理ポリ
シーを施行することができます。このプラクティスでは、悪意のあるアプリケーションをブロックするポリシーなど、急を要す
るポリシーをプッシュアウト する必要がある場合に、必要な再起動を行わなくてもよいようにします。

1.

Enforceメニューから [Policies (ポリシー)] に移動し、[Create Policy (ポリシーの作成)] ボタンをクリックします。

2.

[Summary (サマリ)] セクションで以下を行います。
1.

ポリシーの[Name (名称)]と[Description (説明)]を入力します。

2.

[Policy Type (ポリシーの種類)] のオプションから [SRP Management (SRPの管理)] を選択します。(ポリシーの種類
は、オペレーティングシステム(すべて、Windows、Mac、Linux)でフィルタリングできます。

3.
3.

[Next (次へ)] をクリックします。

(任意) 同じ種類のポリシーがすでにある場合は、そのポリシーを新しいポリシーのひな形として利用することができます。
[Starting Point (ひな形)] プルダウンでポリシーを選択します。

パスを使用してSRPプロセスルールを作成する
1.

[Path Rules (パスルール)] セクションで、[Create (作成)] をクリックします。

2.

ルールの[Name (名称)]を入力します。

3.

[Path (パス)]フィールド に、パスまたはファイル名を入力します。フルパス、環境変数、およびファイル名がサポート されています。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

97ページ

4.

必要に応じてルールの追加を繰り返し、最後に [Create (作成)] をクリックします。

ハッシュを使用してSRPプロセスルールを作成する
1.

[Hash Rules (ハッシュルール)] セクションで [Create (作成)] をクリックします。

2.

ルールの[Name (名称)]を入力します。

3.

[MD5 Hash (MD5ハッシュ)]を入力します。

4.

[File Size (ファイルサイズ)]をバイト 単位で入力します。

5.

[Save (保存)] をクリックします。

6.

必要に応じてルールの追加を繰り返し、最後に [Create (作成)] をクリックします。

このポリシーは、UIの以下の場所から施行できます。
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l

[Enforcements (施行)] ページ

l

[Policy (ポリシー)] リスト ページ

l

[Policy (ポリシー)] 詳細ページ
ド メインポリシーに設定されているAppLockerの許可または拒否ルールに注意してください。これらのルールによって、
Enforceで作成されたSRPプロセスルールが施行されなくなることがあります。

ポリシーをインポート する
JSONファイルから、1つまたは複数のポリシーをインポート できます。
1.

Enforceメニューで [Policies (ポリシー)] をクリックします。

2.

[Policy (ポリシー)] ページの任意のタブで [Import Policy (ポリシーのインポート )] ボタンをクリックします。

3.

ファイルを参照し、JSONファイルを選択します。インポート するポリシーが既存のポリシーと同じ名前の場合は、ポリシー名の変
更が必要になることがあります。

4.

[Import (インポート )]をクリックします。

インポート されたポリシーは、[Policies (ポリシー)]ページに表示されます。[Policy Details (ポリシーの詳細)]の下にある[Change Type
(変更タイプ)]に、[Imported (インポート 済み)]と表示されます。

ポリシーをエクスポート する
1.

Enforceメニューで [Policies (ポリシー)] をクリックします。

2.

エクスポート するポリシーを選択します。

3.

[Export (エクスポート )]をクリックして選択したポリシーをJSONファイルにエクスポート します。

ポリシーの優先順位を付ける
1つのポリシーに複数の設定を含めることができます。エンド ポイント で複数のポリシーを施行すると、すべてのポリシーで一意の設定が
適用されます。エンド ポイント に対して重複する設定が存在する場合は、優先順位番号が最も小さい設定が優先されます。エンド ポ
イント へのポリシー設定の適用方法についての詳細は、「概要(10ページ)」を参照してください。

優先順位が最も高いポリシーが、最も小さい優先順位番号になります。たとえば、優先順位が1のポリシーは、優先
順位が10のポリシー優先します。

ポリシーの優先順位付けを設定して、衝突がある場合に適用されるポリシー設定を決定します。
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1.

[Policies (ポリシー)] に移動し、[Prioritize (優先順位付け)] ボタンをクリックして、優先順位フィールド を編集可能にします。

2.

変更するポリシーの優先度フィールド をクリックし、新しい優先順位番号を入力します。変更を承認する場合は
消す場合は

、変更を取り

をクリックします。チェックマークをクリックすると、変更に基づいてすべてのポリシーの優先順位番号が更新されま

す。

3.

[Save (保存)] をクリックして新しい優先順位を保持するか、キャンセルして変更を取り消して元の優先順位に戻します。

ポリシーの施行
施行を作成する
ポリシーリスト ページ、ポリシー詳細ページ、または施行ページから施行を作成することができます。
1.

Enforceメニューで [Policies (ポリシー)] をクリックします。

2.

個別ポリシーの [Enforce] アイコン

3.

ポリシーのName (名前)を入力します。

4.

選択したポリシーは、[Policy (ポリシー)] プルダウンに自動的に表示されます。

5.

[Target (対象)] セクションで、次のいずれかを選択します。
1.

をクリックします。

Computer Group (コンピュータグループ) - [Select CSelect Computer Group (コンピュータグループの選択)] をクリック
し、Tanium Consoleの [Administration (運用管理)] セクションで定義されているグループを選択します。以下を参照し
てください。Tanium Platformユーザガイド ：Managing Computer Groups (コンピュータグループの管理) - グループを検
索するには、検索フィールド にグループ名の最初の数文字を入力します。
対象のリスト に表示されるすべてのコンピュータグループに対するアクセス権がないことがあります。対象
ウィンド ウでAll (すべて)とAvailable (使用可能)をクリックして、すべてのコンピュータグループを表示する
か、アクセス権限のあるコンピュータグループのみを表示します。また、ルールにより、選択したグループ内
のコンピュータへのアクセス権が制限される場合もあります。詳細は、ロールベースのアクセス制御
(RABC)と構成の表示/非表示(105ページ)を参照してください。
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2.

Individual Computers (個別コンピュータ) - コンピュータ名のコンマ区切りのリスト を [Computer Name (コンピュータ名)]
フィールド に入力するか、貼り付けます。このリスト のコンピュータ数が50台を超えてはいけません。

6.

必要に応じて、[Advanced Options (高度オプション)] セクションで施行の [Start Time (開始時刻)] を設定します。

7.

処置ポリシーでは、必要に応じてオプションで以下を設定することできます。
1.

End Time (終了時刻) - 特定の時間の経過後にポリシーの施行をタイムアウト させる場合は、終了時刻を入力します。
たとえば、限定した期間の間だけ着脱式ド ライブへの書き込みを許可します。

2.

Repeat (繰り返し) - 施行アクションの発行間隔を指定します。デフォルト では、強制アクションは1時間ごとに再発行さ
れます。このフィールド の最小許容値は10分です。デフォルト は1時間です。

3.

Distribute Over Time (時間分散) - エンド ポイント が施行を適用するタイミングとして、アクションを受け取った時点
(Immediate (即時))または保存済みアクション間隔内での一意の時点(Diffused (拡散)) を選択します。一定期間にわ
たり拡散する強制を使用すると、コンプライアンスのための遅延と引き換えにネット ワークト ラフィックの急増を防止できま
す。

8.

[Create (作成)]をクリックします。Yes (はい)をクリックして、施行を確定して作成します。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

101ページ

ポリシーの施行を解除する、またはエンド ポイント から削除するには、施行を削除します。

施行のステータスを表示するには、[Enforcements (施行)] ページの矢印をクリックして、詳細セクションを展開します。施行の状態につ
いては、「 施行(10ページ)」を参照してください。

ポリシーの詳細から施行を作成する
1.

Enforceメニューで [Policies (ポリシー)] をクリックします。

2.

施行するポリシーをクリックします。そのポリシーの詳細ページが表示されます。

3.

[Enforce] アイコン

をクリックします。この後の手順については、「施行を作成する(100ページ)」を参照してください。

施行からポリシーを施行する
1.

[Enforce] メニューから [Enforcements (施行)] をクリックします。

2.

[Enforce] アイコン

をクリックします。これ後の手順については、「施行を作成する(100ページ)」を参照してください。

施行を表示する
[Enforce] メニューから [Enforcements (施行)] を選択し、施行済みポリシーを表示することができます。個別に施行をクリックすること
で詳細を表示し、結果をフィルタリングすることができます。

結果をフィルタリングする
施行のDetails (詳細)ビューでは、プルダウンフィールド を使用して、コンピュータグループやオペレーティングシステムなどの項目で結果
をフィルタリングすることができます。フィルタリングには、contains (含む)またはdoes not contain (含まない)などの演算子を使用するこ
とができます。また、フィルタに行やグループを追加することもできます。
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Question結果のフィルタリングとマージについての詳細は、『Tanium Interactユーザガイド 』を参照してください。

施行を削除する
1.

施行のリスト で、削除する施行の横にある [Delete (削除)] をクリックします。

2.

[Yes (はい)] をクリックして確定します。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

103ページ

ベスト プラクティスの採用とポリシー
マルウェア対策ポリシー
アンチマルウェアのポリシーを正しく適用するには、管理対象の定義を有効にして、Taniumを介してMicrosoftアンチマルウェア定義をデ
プロイする必要があります。エンド ポイント にWindows 7以前がインスト ールされている場合は、SCEPを有効にします。(Settings (設
定) > Anti-Malware (マルウェア対策))

AppLockerポリシーのワークフロー
AppLockerルールの作成についての詳細は、以下を参照してください。Microsoft Technet：AppLocker。
デフォルト のブラックリスト ルールでは、すべての実行可能ファイルの実行が許可されます。許可リスト のルールでは、特に指定しない限
り、アプリケーションの実行は管理者にのみ許可されます。
本番環境でポリシーをデプロイする前に、テスト 環境でレポート を有効にしたり、監査モード でポリシーをデプロイしたりする必要があり
ます。レポート の警告イベント を確認し、必要に応じてポリシーに変更を加えます。
以下のワークフロー例に従うことで、Enforceのデフォルト のAllow List Rule Template (許可リスト のルールテンプレート )の仕組みに対
する理解を深めることができます。

デフォルト の許可リスト のルールテンプレート を使用したワークフロー例
このワークフローは、ご使用の許可リスト ポリシーで目的の成果が上げられているかどうかを確認するのに役立ちます。
1.

代表的なコンピュータグループでAudit Only (監査のみ)モード でデフォルト のAllow List Rule Template (許可リスト のルールテ
ンプレート )を施行します。

2.

[AppLocker Warnings (AppLocker警告)]レポート を作成して、適切な日数の間実行します。エンド ポイント でのユーザーアク
ティビティの正確な全体像を収集するには、ポリシーを約7〜30日間適用する必要があります。

3.

AppLocker (警告)レポート のブロックされたアプリケーションの集計データに基づいて、アプリケーションの横にある [Interact] アイコ
ン をクリックしてInteractに移動し、その特定のアプリケーションに関する詳細なイベント 情報を表示します。

4.

[Question Results (Questionの結果)]の結果にある[AUDIT (監査)]行を選択し、[Drill Down (ド リルダウン)]をクリックします。

5.

[Select Drilldown Question (ド リルダウンのQuestionを選択)]ウィンド ウの[Create Question (Questionを作成)]タブで、
applocker threat details の入力を開始して、すべてのマシンからの[Get AppLocker Threat Details Last X Days (直

近X日間のAppLockerの脅威の詳細を取得)]クエリの結果をクリックします。
6.

[Number of days to display (表示する日数)]の結果はフィールド では、レポート を作成したのと同じ日数(この例では、7 )を入
力して[Go (実行)]をクリックします。

7.

[Question Results (Questionの結果)]ページにはアプリケーションへのパスが表示されます。アプリケーションの実行を許可する
には、ポリシーを編集し、ポリシーの[Allow (許可)]セクションでパスを追加します。

8.

[Enforce Changes (変更を適用)]をクリックして、適用したポリシーの保存を確認します。
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ファイアウォールのルール
Enforceでは、Windowsファイアウォールの管理にグループポリシー管理エディタを使用しないでください。Enforceで作成されたファイア
ウォールポリシーを有効にするには、グループポリシーファイアウォール設定をNot configured (設定なし)に設定する必要があります。

SRP管理ルール
Windows SRPは、ユーザーが起動したアプリケーションをブロックできます。Windows SRPは、Windowsサービスの開始を妨げませ
ん。SRPは、SYSTEM特権がアプリケーションを起動するのを妨げません。詳細については、Microsoft TechNetソフト ウェアの制限ポリ
シーを参照してください。

ポリシーの制限事項
許 容 されるポリシーとルールの最 大 数
項目

制限

ポリシーの最 大 数

100

ポリシーあたりのAppLockerルールの最 大 数

100

ポリシーあたりのファイアウォールルールの最 大 数

1000

ポリシーあたりのSRP管 理 ルールの最 大 数

100

ロールベースのアクセス制御(RABC)と構成の表示/非表示
異なるアクセス権限を持つ別のユーザによってコンテンツセット にポリシーが設定されると、ユーザは構成項目を部分的にしか表示でき
なくなったり、元々アクセス権を持つ項目を表示できなくなったりすることがあります。たとえば、ユーザAがポリシーを作成して、エンド ポイ
ント グループに適用した後、ユーザAがアクセス権限を持たない別のグループに同じポリシーが別のユーザBによって適用された場合、
ユーザAはそのポリシーの編集権限を失います。ロールの定義については、「ユーザロールの要件(30ページ)」を参照してください。

ポリシーを1つのコンテンツセット から別のコンテンツセット に移動すると、すべての構成変更が行われるのに最大1時間
かかることがあります。ポリシーは直ちに更新されますが、パッケージと保存済みコンテンツの同期が必要になるため、調
整に最大1時間かかることがあります。
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オンデマンドのマルウェア対策スキャン
スキャンを設定する
マルウェア対策スキャンは、対象コンピュータグループに対して直ちに実行することも、設定したスケジュールで実行することもできます。
スキャンに関する詳細は、以下を参照してください。Microsoft：Defenderスキャン。
1.

Enforceメニューから [Anti-Malware (マルウェア対策)] を選択し、[オンデマンド スキャン] タブをクリックします。

2.

[Create Scan (スキャンの作成)] をクリックします。[Details (詳細)] セクションで、スキャンの名前を入力し、次のいずれかのス
キャン方法を選択します。
1.

Quick (クイック)スキャン：レジスト リキーや特定のファイルフォルダなどの、Windowsシステムの起動場所でマルウェアを検
索します。

2.

Full (完全)スキャン：より徹底的にスキャンしてシステムが侵害されていない調べます。一般に、不審とみなされる活動が
あると、即時スキャンは完全スキャンになります。このスキャン方法は、完了までに1時間以上かかる場合があります。

3.

[Targeting (対象設定)] セクションでは、以下の操作を行います。
1.

[Computer Group (コンピュータグループ)] を選択し、プルダウンからグループを選択します。

2.

[Individual Computer (個別コンピュータ)] を選択し、スキャン対象にするコンピュータを追加するコンピュータグループを
作成します。個々のコンピュータの編集フィールド をクリックして選択して、コンピュータグループに追加します。
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4.

[Schedule (スケジュール)] セクションで、以下の操作を行います。
1.

[Run immediately (ただちに実行)] を選択します。

2.

[Run on a defined schedule (スケジュールで実行)] を選択し、Start (開始)を設定します。必要に応じて、指定した
時間(分数、時間数、または日数)にわたってスキャンを分散します。

5.

[Show Preview (プレビューを表示)] をクリックして、オンラインになっていてスキャンできる対象クライアント 数を表示します。このリ
スト には、将来実行されるよう設定されているスキャン対象のクライアント は含まれません。

6.

[Create and Run Scan (スキャンを作成して実行)] をクリックします。

スキャンの詳細を表示する
スキャン名をクリックすると、スキャンのステータスを表示することができます。ステータスは次のいずれかになります。
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l

Pending (保留中) - スキャンアクションはまだ開始されていません。

l

Open (未了) - スキャンアクションまだタイムアウト していません。

l

Closed (終了) - スキャンアクションは完了したか、タイムアウト しました。スキャンがエンド ポイント で実行されて
いても、ステータスが終了になることがあることに注意してください。終了ステータスのアクションが新しいエンド ポ
イント に発行されることはありません。

l

Stopped (停止) - 保存済みスキャン構成がタイムアウト して、自動的に削除されたから、管理者によって終了
されました。

スキャンのステータスは、Tanium Consoleの [Actions (アクション)] ウィンド ウから表示することもできます。スキャンは、他のTaniumのス
ケジュール済みアクションに似た動作をします。詳細は、「Taniumアクションの概要」を参照してください。

[Endpoints Scanned (スキャン済みエンド ポイント )] 列と [Scan Results (スキャン結果)] グラフはただちには更新され
ません。エンド ポイント でのスキャンの完了が表示されるのに最大20分の遅れが生じることがあります。

フィルタリング
プルダウンのカテゴリを使用してスキャンの結果をフィルタリングすることができます。

Tanium ServerはブールAND/ORでフィルタを結合します。たとえば、コンピュータグループフィルタが選択され、同時に
結果フィルタが設定されると、両方のフィルタが論理結合されます。

スキャン結果を表示する
マージ
スキャン名をクリックすると、エンド ポイント で検出されたすべての脅威を表示することができます。脅威が見つかると、結果セクションに
一覧表示されます。Merge (マージ)機能を使用してQuestionを結合することで、結果を詳しく調べることができます。
スキャン結果グリッド から、以下の操作を行います。
1.

スキャンのチェックボックスを選択し、[Merge/Edit (マージ/編集)] ボタンをクリックします。
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2.

[Merge/Edit (マージ/編集)] ウィンド ウで、複数のQuestionを結合して新しいQuestionを作成するか、高度なQuestionを作成
してスキャン結果に適用します。Question結果のフィルタリングとマージについての詳細は、『Tanium Interactユーザガイド 』を参
照してください。

ド リルダウン
スキャン名をクリックすると、エンド ポイント で検出されたすべての脅威を表示することができます。脅威が見つかると、結果セクションに
一覧表示されます。結果の詳しい調査には、ド リルダウン機能を利用することもできます。
スキャン結果グリッド から、以下の操作を行います。
1.

スキャンのチェックボックスを選択し、[Drill Down (ド リルダウン)] ボタンをクリックします。

2.

[Drill Down (ド リルダウン)] ウィンド ウで、スキャン結果にコンピュータ名などのQuestionを適用します。このQuestionを実行する
と、脅威が検出されたコンピュータ名のリスト が表示されます。

3.

このリスト で [Deploy Action (アクションを展開)] ボタンをクリックして、脅威に対する対策を講じることができます。「処置ポリシー
を作成する(92ページ)」を参照してください。

結果のコピー
結果をクリップボード にテキスト 形式でコピーすることができます。
1.

スキャン結果グリッド でスキャン名をクリックします。

2.

スキャンのチェックボックスを選択し、[Copy (コピー)] ボタンをクリックします。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

109ページ

ライブ更新
[Question Results (Question結果)]グリッド のツールバーの [Live Updates (ライブ更新)] フィールド に結果の報告があったTanium
Clientの割合が表示されます。デフォルト では、Tanium Consoleはグリッド をよりTanium Clientレポート の結果として更新します。
[Pause (一時停止)]

をクリックして、グリッド の更新を停止し、[Play (再生)]

をクリックして更新を再開できます。

結果のエクスポート
結果は.csvファイルにエクスポート することができます。
l

完全な結果をエクスポート するには、[Export (エクスポート )] をクリックします。

l

テーブルの名前を指定して、テーブルの形式を選択します。
o

Single Rows - Flattened (1行 - 平坦化)：1つの結果を1行で表示します。この形式はエンド ポイント 1つにつき5行を
意味し、High CPU Processesセンサーから返されたプロセスごとに1行が表示されます。

l

Multiple Lines Per Row - Stacked (1行に複数行 - 積み重ね): すべての結果を1行で表示します。この形式では、1
つのコンピュータ名で上位5つのプロセスのすべてが1行に表示されます。

健全性を検査する
Enforceメニューで [Anti-Malware (マルウェア対策)] を選択し、[Health (健全性)] タブをクリックします。このタブでは、更新が最後にダ
ウンロード された時間など、マルウェア対策定義ファイルの現在のステータスを確認することができます。
[Create Scan (スキャンの作成)] をクリックします。新しいスキャンを設定して特定のグループを対象にしたり、設定した時間に実行した
りできます。「スキャンを設定する(106ページ)」を参照してください。
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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のために情報を収集して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ZIPファイルとして保存されます。
1.
2.

Enforceのホームページでヘルプ 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。
[Collect (収集)]をクリックします。
Enforce-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(123ページ)」を参照してください。

Tanium Enforceのログ情報は、次の場所に記録されます:Enforce.logファイル \Program Files\Tanium\Tanium Module
Server\services\Enforce ディレクト リ。

Enforceのセンサー
以下は、利用可能なEnforceセンサーの1例です。すべてのセンサーを表示するには、メインメニューに移動し、[Content (コンテンツ)]
> [Sensors (センサー)] をクリックします。
すべてのEnforceセンサーによって最新のデータが報告されるわけではないことに注意してください。たいていの場合、エ
ンド ポイント で最後に検証チェックが行われた時に収集された情報が提供されます。検証チェックは、約15分間隔で実
施されます。

Enforce - Anti-Malware Definition Outdated (マルウェア対策定義失効)
コンピュータにインスト ールされている現在のWindowsマルウェア対策定義のバージョンが古いことを報告します。
Enforce - Anti-Malware Definition Version (マルウェア対策定義のバージョン)
コンピュータにインスト ールされている現在のWindowsマルウェア対策定義のバージョンを報告します。
Enforce - Anti-Malware Engine Version (マルウェア対策エンジンのバージョン)
コンピュータにインスト ールされている現在のWindowsマルウェア対策エンジンのバージョンを報告します。
Enforce - Anti-Malware Threat Details (マルウェア対策脅威の詳細)
検知日、プロセス名、ファイルパスとともに、すべてのマルウェア対策脅威を報告します。
Enforce - Anti-Malware Threats Last X Days (過去X日間のマルウェア対策脅威
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このセンサーは、過去の指定日数の間に発生したすべてのマルウェア対策脅威を報告します。
Enforce - Anti-Malware Threats Counts Last X Days (過去X日間のマルウェア対策脅威数)
このセンサーは、過去の指定日数の間に発生したすべてのマルウェア対策脅威件数を報告します。
Enforce - Total Anti-Malware Threats (マルウェア対策脅威の総数)
このセンサーは、過去の指定日数の間に発生したすべてのマルウェア対策脅威の合計数を報告します。
Enforce - Coverage Status (カバー率ステータス)
Enforceがインスト ールされて実行されている場合に「Optimal (最適)」、Enforceがインスト ールされていないか、健全でない場
合に「Needs Attention (要注意)」、オペレーティングシステムに対応していない場合に「Unsupported (未サポート )」を返しま
す。
Enforce - Device Setup Classes (デバイスセット アップクラス)
すべてのデバイスセット アップクラスを一覧表示します。
Enforce - Diagnostic (診断) - Applied Machine Policies (適用済みマシン ポリシー)
小規模診断向けです。エンド ポイント に適用、または部分適用されているマシンポリシー設定のステータスを返します。
Enforce - Diagnostic (診断) - Applied Policy Settings (適用済みポリシー設定)
小規模診断向けです。設定の重複があるために適用されないポリシー項目を含め、エンド ポイント で適用されるすべてのポリ
シー項目のリスト を返します。
Enforce - Firewall Rules (ファイアウォールルール)[Linux]
Linuxエンド ポイント に設定済みのすべてのファイアウォールルールを報告します。
Enforce - Firewall Rules (ファイアウォールルール)[Windows]
設定済みのすべてのファイアウォールルールを報告します。
Enforce - Host Firewall Enabled (ホスト ファイアウォールの有効/無効)
ファイアウォールが有効な場合にYesを返します。それ以外の場合は、Noが返されます。
Enforce - Machine Policy Status (マシンポリシーのステータス)
指定されたポリシーID番号のリスト に従って、各ポリシーの施行ステータスを報告します。
Enforce - Machine Policy Status (マシンポリシーのステータス)[VBS]
指定されたポリシーID番号のリスト に従って、各ポリシーの施行ステータスを報告します。他のセンサーと異なり、VBSセンサー
は最新の結果を返します。
Enforce - Manage Definitions Targeting (定義の対象設定の管理)
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Tanium Enforceの管理対象定義パッケージの対象設定に使用します。このセンサーは、ホスト が定義パッケージのダウンロー
ド と実行を必要とするかどうかを判定します。
Enforce - Prerequisites (前提条件)
一部Enforceポリシーで必要されるインスト ール済み前提条件を報告します。
Enforce - USB Storage Devices (USBスト レージデバイス)
すべてのUSBスト レージデバイスのハード ウェアIDを一覧表示します。
Enforce - Tools Version (ツールのバージョン)
サポート とインスト ールの詳細を報告します。エンド ポイント がツールをサポート していて、十分なディスク容量があるかどうかを
チェックします。パッケージが展開されている場合は、ツールのインスト ール場所とバージョン、必要なツールがすべて存在するか
どうかを報告します。

Enforceのカバー率ステータス(総数に対する割合)をモニタおよびト ラブルシュー
ティングする
次の表は、Enforceカバー率指標が予想を下回る場合の要因と、実施可能な是正措置をまとめています。
理由

是正措
置

コンピュータグループで使 用 されている対 象 設 定 が不 正

コン
ピュータ
グルー
プの作
成で
は、
Enforce
で管 理
すべきコ
ンピュー
タを含
めてい
ることを
確認し
てくださ
い。
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理由

是正措
置

Enforceアクショングループの対 象 範 囲 が狭 すぎる

Enforce
アクショ
ング
ループ
に、
Enforce
で管 理
すべきコ
ンピュー
タグルー
プが含
まれて
いること
を確 認
してくだ
さい。

ポリシー施行ステータスをモニタおよびト ラブルシューティングする
次の表は、Enforceポリシーのカバー率指標が予想を下回る場合の要因と、実施可能な是正措置をまとめています。
理由

是正措
置

Enforceツールが展 開 されていない

Enforce
アクション
グループ
に、
Enforce
で管 理
すべきコ
ンピュー
タグルー
プが含 ま
れている
ことを確
認 してく
ださい。
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理由

是正措
置

現 在 、ドメイングループポリシーが適 用 されている

施 行 ポリ
シース
テータス
の出 力 を
参 照 し、
Active
Directory
チームと
協力し
て、ドメイ
ンポリ
シーで衝
突 してい
るポリ
シー項
目を
「Not
Defined
(未 定
義 )」に設
定 してく
ださい。

エンドポイント のホスト ファイアウォールステータスをモニタおよびト ラブルシューティ
ングする
次の表は、Enforceのホスト ファイアウォール指標が予想を下回る場合の要因と、実施可能な是正措置をまとめています。
理由

是正措
置

ホスト ベースのファイアウォールがインスト ールされていない

Windows
ファイア
ウォール
ポリシー
を展 開 し
てくださ
い。
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理由

是正措
置

ホスト ベースのファイアウォールが有 効 になっていない

すべての
プロファイ
ル(ドメイ
ン、パブ
リック、プ
ライベー
ト )で
Windows
ファイア
ウォール
を有 効 に
する
Windows
ファイア
ウォール
ポリシー
を展 開 し
てくださ
い。

エンドポイント のディスク暗号化ステータスをモニタおよびト ラブルシューティングす
る
次の表は、Enforceのディスク暗号化指標が予想を下回る場合の要因と、実施可能な是正措置をまとめています。
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理由

是正措
置

完 全 なディスク暗 号 化 を命 じる企 業 ポリシーが有 効 になっていない

Enforceに
表 示 され
る、FDE
実 施 の有
無 を示 す
Trends
ボードを
参 照 してく
ださい。セ
キュリティ
関係者と
協力し
て、ディス
ク暗 号 化
ポリシーを
展 開 しま
す。

完 全 なディスク暗 号 化 が有 効 になっていない組 織 がある

ドリルダウ
ン式 の
Question
を使 用 し
て、行 わ
れている
べきFDE
が行 われ
ていない
マシン間
の共 通 点
を探 ってく
ださい。
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理由

是正措
置

オペレーティングシステムがネイティブのディスク暗 号 化 (BitLocker、Filevault)をサポート してない

Enforceの
ポリシース
テータスレ
ポート を
使用し
て、オペ
レーティン
グシステム
が
BitLocker
をサポート
していない
エンドポイ
ント
(Windows
10 Home
または
Windows
7 Pro)を
特 定 してく
ださい。IT
資 産 チー
ムと協 力
してエンド
ポイント の
「リキャッ
プ」計 画
を策 定 し
てくださ
い。
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理由

是正措
置

弱 いまたは未 承 認 の暗 号 化 が使 用 されている

Enforceの
ポリシース
テータスレ
ポート を
使用し
て、弱 い
暗号化が
有効に
なっている
エンドポイ
ント を特
定 してくだ
さい。復
号 化 パッ
ケージを
展 開 し、
正 しい種
類 の暗 号
化 を使 用
してFDE
ポリシーを
施 行 してく
ださい。

エンドポイント のウィルス対策ステータスをモニタおよびト ラブルシューティングする
次の表は、Enforceのウィルス対策指標が予想を下回る場合の要因と、実施可能な是正措置をまとめています。
理由

是正措
置

サードパーティのウイルス対 策 製 品 がインスト ールされていない

マルウェア
対 策 ポリ
シーを展
開 してくだ
さい。
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理由

是正措
置

リアルタイムスキャンが有 効 になっていない

リアルタイ
ムスキャ
ンに対 応
したマル
ウェア対
策 ポリ
シーを展
開 してくだ
さい。

定 義 ファイルが最 新 ではない

Taniumに
よって
Microsoft
から
Defender
定 義 ファ
イルがダウ
ンロードさ
れることを
確 認 して
ください。

エンドポイント からEnforce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Enforce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、Enforceの行を選択し、必要に応じてド リルダウンして、Enforce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)[NonWindows]] を選択します。

5.

[Tool Name (ツール名)] でEnforceを選択します。
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(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

6.

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。

(任意) エンド ポイント からすべてのEnforce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

7.

解除します。
8.

(任意) Enforce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。
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

10.

(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。

Enforceをアンインスト ールする
Enforceをアンインスト ールする場合は、場合によって、関連するファイアウォールポリシーとSRPルールを無効にして、エンド ポイント から
完全に削除する必要があります。その場合は、Enforceのインスト ール時に作成された次の2つのパッケージを含むアクションを展開する
必要があります。
l

Tanium Protectソフト ウェア制限ポリシーを無効化

l

Enforceのファイアウォールルールの削除
Enforceポリシーのクリーンアンインスト ールして削除するには、関連するファイアウォールポリシーとSRPルールを無効に
する前に、Enforceをアンインスト ールする必要があります。

1.

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

2.

Enforceで [Uninstall (アンインスト ール)] をクリックします。

3.

削除されるコンテンツを確認して、[Uninstall (アンインスト ール)]をクリックします。

4.

ご使用の設定に従って、パスワード を入力するか、[Yes (はい)]をクリックして、アンインスト ールプロセスを開始します。

5.

[Tanium Solutions (Taniumソリューション)] ページに戻り、Enforce用の [Import (インポート )] ボタンが使用可能になっているこ
とを確認します。
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Enforceポリシーを無効化して削除する
Enforceをアンインスト ールした後、Enforceポリシーを無効にするよう求められる場合があります。これは、Enforceをアンインスト ールす
る時に、一部のエンド ポイント がオフラインの場合に発生します。パッケージとアクションの展開についての詳細は、以下を参照してくださ
い。Tanium Platformユーザガイド ：スケジュール済みアクションの管理と、Taniumプラット フォームユーザガイド ：パッケージの管理と作
成。
Enforceポリシーを無効にして削除するには、先ず、オンラインのエンド ポイント をすべて探してから、削除パッケージを展開する必要が
あります。
1.

メインメニューで [Interact] をクリックします。

2.

施行するポリシーがあるエンド ポイント を対象に設定するQuestionを実行します。たとえば、「 Get Performance - Tools
Version from all machines ]Questionを実行します。

3.

削除するEnforceポリシーがあるエンド ポイント の行を選択します。

4.

[Deploy Action (アクションを展開)] をクリックします。

5.

[Deploy Action (アクションを展開)] ページのEnter package name here (ここにパッケージ名を入力)フィールド でEnforce と入
力します。

6.

Disable Tanium Protect Software Restriction Policies (Tanium Enforceソフト ウェア制限ポリシーを無効化)パッケージを選
択します。

7.

[Deploy Action (アクションのデプロイ)]ページ下部にある[Show preview to continue (プレビューを表示して続行)]をクリックしま
す。

8.

[Deploy Action (アクションをデプロイ)]をクリックして、資格情報を入力します。[Action Summary (アクションのサマリ)]ページが
表示されます。

9.

上記のすべての手順を繰り返しますが、[Remove Protect Firewall RulesProtect (ファイアウォールルールを削除)]パッケージを
展開します。

[Disable Tanium Protect Software Restriction Policies (Tanium Protectソフト ウェア制限ポリシーを無効化)]パッ
ケージは、Enforceによって作成されたすべてのSRPルールを削除します。エンド ポイント 上のSRPは無効になりませ

ん。同様に、Remove Enforce Firewall Rules (Enforceファイアウォールルールを削除)パッケージは、Enforceによっ
て作成されたすべてのファイアウォールルールを削除します。エンド ポイント 上のSRPは無効になりません。

Active Directoryポリシーの衝突を解決する
Enforceでは、ローカルグループポリシー(LGPO)を使用してポリシー設定を適用します。エンド ポイント がド メインに参加していて、
Enforceが適用を試みているのと同じポリシー設定を含むド メインポリシーがある場合は、ド メイングループポリシー(DGPO)が優先しま
す。この衝突を解決してEnforceが管理できるようにするは、DGPOポリシー設定を Not configured (設定なし)に設定する必要があり
ます。
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Enforceがエンド ポイント でポリシーを適用する場合(最初の施行時および以降は60分おき)、ド メイン参加マシンはド メインコント ローラ
にアクセスして、DGPO設定とLGPO設定との間の衝突の解決を図ります。ド メイン参加マシンがド メインコント ローラにアクセスできない
場合、エンド ポイント はLGPO設定とDGPO設定の間に衝突があるか判定できません。この場合、LGPO設定は適用されず、この結
果、Enforceはその種のポリシーを適用できません。
衝突するDGPO設定とLGPO設定は、Not Applied (適用なし)(ポリシーにポリシー設定が1つだけで、DGPOと衝突)
またはPartially Applied (部分適用済み)(ポリシーに複数のポリシー設定があり、少なくとも1つがDGPOと衝突)と報
告されます。Enforceは、DGPOと衝突するポリシー項目を適用しません。エンド ポイント のグループポリシーエンジン
は、この衝突を内部的に解決します。施行ステータスのド リルダウンの [Reason (理由)] 列には、設定が確認され、適
用項目なしと報告されます。

Taniumサポート に問い合わせる
Taniumサポート に問い合わせるには、https://support.tanium.comにサインインします。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

123ページ

関連情報：Windowsの暗号化管理
暗号化管理ポリシーでは、Windows BitLockerド ライブ暗号化を使用してエンド ポイント のド ライブが暗号化されます。詳細は、
「Microsoft: BitLocker」を参照してください。

エンドポイント 要件
l

Windows 7 EnterpriseまたはUltimate
Windows 7エンド ポイント でBitLockerを使用するには、TPMチップが必要です。

l

Windows 8 EnterpriseまたはPro

l

Windows 10 Education、Pro Education、Enterprise、Pro

TPM互換性をはじめとするWindowsエンド ポイント の要件についての詳細は、以下を参照してください。Microsoft: BitLocker。

構成要件
環境で暗号化管理ポリシーを使用するには、以下の手順を実行しておく必要があります。
データベースをホスト する場所を選択する(124ページ)。
エンド ポイント の暗号化設定を設定する(50ページ)
End-User Notificationsサービスをインスト ールしてエンド ポイント を初期化する(125ページ)。
Direct Connectをインスト ールおよび設定する(125ページ)
関連情報：暗号化管理の回復用ポータル(132ページ)。
BitLockerポリシーを作成する(66ページ)

データベースをホスト する場所を選択する
暗号化管理ポリシーを作成して施行するには、回復キーを保管するデータベースを作成しておくる必要があります。このデータベース
は、Tanium Module Server (TMS)でホスト することも、独自のサーバ(セルフホスト )でホスト することもできます。TMSでデータベースを
ホスト する場合、追加の設定は必要ありません。独自のサーバでデータベースをホスト する場合は、次のセクションを参照してください。

回復キーを保管するためのセルフホスト 用データベースを作成する
Enforceでは、PostgresまたはMicrosoft SQL Serverデータベースに対する安全な接続を作成して回復キーを保管するためのフィール
ド が提供されます。
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回復キーデータベースの要件
l

CPU: 4コア

l

RAM: 8GB

l

ハード ド ライブ: 80GB

Enforceの [Overview (概要)] > [Settings (設定)]> [Endpoint Encryption (エンド ポイント 暗号化)] タブで、Tanium Module Server
にデータベースを安全に接続するために必要な情報を指定します。詳細は、「エンド ポイント の暗号化設定を設定する(50ページ)」を
参照してください。
[ユーザロールの要件(30ページ)] [Enforce] > [Endpoint Encryption(エンド ポイント の暗号化)] ページでユーザの回復キーを表示でき
るロールについては、「ユーザロール要件」を参照してください。このページには、Enforceの暗号化管理ポリシーを使用して暗号化され
ているすべてのエンド ポイント が一覧表示されます。エンド ポイント を選択し、[Show Recovery Key (回復キーの表示)]をクリックする
と、そのエンド ポイント の回復キーIDと回復キーが表示されます。

回復キーは、ユーザがPINまたはパスワード を忘れた場合のド ライブのロックの解除に使用されます。BitLocker回復
ページに回復キーIDが表示されます。ユーザは、回復用ポータル(BitLockerの構成で設定)で回復キーIDを指定する
ことで、回復キーを取得することができます。

ベスト プラクティスとして、Tanium Module Serverからの接続のみを許可するようにデータベースを設定します。

End-User Notificationsサービスをインスト ールしてエンド ポイント を初期化する
暗号化管理ポリシーは、End-User Notificationsサービスを使用して、暗号化プロセスの間ずっと通知を表示します。暗号化管理ポリ
シーを施行する前に、エンド ポイント にこのサービスをインスト ールし、初期化しておく必要があります。詳細については、Tanium EndUser Notificationsユーザガイド ：End-User Notificationsのインスト ールを参照してください。
このサービスがインスト ールされていなくて、エンド ポイント にプッシュアウト されていない場合、ポリシーの施行は失敗します。このシナリ
オでは、施行失敗の理由としてEnd-User Notificationsサービスが表示されます。

Direct Connectをインスト ールおよび設定する
暗号化管理ポリシーは、暗号化プロセス時にクライアント から回復キーデータベースに暗号化キーを安全に転送するためにDirect
Connectを使用します。暗号化管理ポリシーを施行する前に、エンド ポイント にこのサービスをインスト ールし、初期化しておく必要が
あります。詳細は、以下を参照してください。Direct Connectユーザガイド ：Direct Connectのインスト ールを参照してください。
このサービスがインスト ールされていなくて、エンド ポイント にプッシュアウト されていない場合、ポリシーの施行は失敗します。このシナリ
オでは、施行失敗の理由としてDirect Connectサービスが表示されます。

回復用ポータルのインスト ールと設定
回復用ポータルは、ユーザがPINまたはパスワード を忘れた場合にアクセス可能なセルフサービス用ウェブサイト (任意)です。通常、この
ウェブサイト は、DMZでインターネット に相対し、PINあるいはパスワード を忘れたユーザは、別のデバイスからこのサイト にアクセスするこ
とができます。
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暗号化管理ポリシーの作成と施行
ポリシーを作成して、エンド ポイント で施行します。詳細は、「BitLockerポリシーを作成する(66ページ)」を参照してください。

エンドポイント 側のワークフロー
ポリシーが施行されてエンド ポイント にプッシュアウト されると、いくつかの段階に分けて暗号化プロセスが行われます。

ド ライブの暗号化の準備
エンド ポイント でポリシーが施行されると、ド ライブの暗号化の準備としてコンピュータを再起動するようユーザに指示する通知が表示さ
れます。ユーザは、このメッセージを消去することができます。メッセージは、コンピュータが再起動されるまで1時間おきに表示されます。
この通知のテキスト は、BitLockerポリシーの [Reboot Computer (コンピュータの再起動)] セクションで設定することができます。
このアクションは、問題が発生しても自動的には繰り返されることのない唯一のBitLockerアクションです。これは、ド ラ
イブの準備中に障害から回復するために手動の操作が必要になるためです。エンド ポイント でこのアクションが失敗す
ると、ユーザにそのことを示すメッセージが表示され、ポリシーは「Failed to prepare volume for
encryption(ボリュームの暗号化の準備に失敗しました)」の施行エラーとなり未施行と報告されます。

PINまたはパスワード の設定
このステージは、TPM + PINまたはAllow BitLocker to run without a compatible TPM (互換TPMなしでの
BitLockerの実行を許可)のポリシーが設定されている場合にのみ発生します。

コンピュータが再起動すると、ユーザは5分以内にPINまたはパスワード を設定するよう求められます。このメッセージのテキスト は、
BitLockerポリシーの [Enter New Credentials (新規資格情報の入力)] セクションで設定します。
ユーザがPINまたはパスワード を入力して [Create PIN (PINの作成)] をクリックすると、次の再起動後に暗号化が開始されることを知ら
せる通知が表示されます。このメッセージのテキスト は、BitLockerポリシーの [Encrypt Hard Driver (ハード ド ライブの暗号化)] セクショ
ンで設定します。オペレーティングシステムの構成によっては、コンピュータの再起動後に暗号化が開始されるというWindowsの通知が
表示されることもあります。

暗号化の発生
次回、ユーザがコンピュータを再起動すると、PINまたはパスワード (設定されている場合)を入力するように求められます。暗号化が開
始されます。暗号化プロセスを中断することはできません。ド ライブの暗号化中であることを示すアイコンがシステムト レイに表示され、
ユーザは作業を続行できます。ユーザは、必要に応じてシステムト レイアイコンを右クリックし、暗号化プロセスを一時停止することがで
きます。

その後の起動/再起動時の動作
暗号化が完了すると、コンピュータの起動または再起動のたびに、ユーザはPINまたはパスワード の入力を求められます(設定されている
場合)。起動画面では、PINまたはパスワード を忘れた場合は回復キーを使用してド ライブのロックを解除する手順が表示されます。こ
の起動前メッセージのテキスト は、BitLockerポリシーの [Key Recovery (キーの回復)] セクションで設定します。
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ユーザがPINまたはパスワード を忘れた場合
PINまたはパスワード の入力を求める時に、Press Esc for BitLocker Recovery (Escを押してBitLockerの回復)という指示がありま
す。ユーザがEscを押すと、BitLockerの回復ページが表示されます。このページには、BitLockerポリシーの [Key Recovery (キーの回
復)] セクションで設定されたテキスト とユーザの回復キーIDが表示されます。ベスト プラクティスとして、このテキスト には回復用ポータル
へのリンクを含めます。
ユーザは、[Recovery Portal (回復用ポータル)] タブで設定されたSAML認証を使用して回復用ポータルにログインします。ユーザは、
設定された回復キーIDの文字数を入力し、自動補完結果から回復キーIDを選択し、[Get Recovery Key (回復キーの取得)] をク
リックします。ユーザは、この回復キーを使用してド ライブのロックを解除できます。
ド ライブのロックが解除されると、ユーザは5分以内にPINまたはパスワード を変更するよう求められます。このプロンプト のテキスト はハー
ド コーディングされており、BitLockerポリシーで設定する必要はありません。以降の起動または再起動では、ユーザはこの新しいPINま
たはパスワード を使用してド ライブのロックを解除できます。

BitLockerの一時停止と再開
システムのメンテナンスやト ラブルシューティング中に、一時的にBitLockerを停止する必要がある場合があります。BitLockerを一時停
止すると、キープロテクタが無効になります。これにより、ド ライブの暗号化を解除することなくBitLockerをバイパスすることができます。メ
ンテナンスまたはト ラブルシューティングを完了したら、BitLockerを再開することができ、ド ライブを再度暗号化する必要はありません。
Enforceには、BitLockerを一時停止および再開するための次のパッケージが含まれています。Enforce - Suspend BitLocker、
Enforce - Resume BitLocker。
Enforce - Suspend BitLocker (BitLockerの一時停止)
このパッケージを使用すると、エンド ポイント のBitLockerを一時停止することができます。このパッケージには、rebootcount
パラメータがあります。このパラメータを使用して、BitLockerが自動的に再開するまでの再起動回数を指定することができま
す。このパラメータを0 に設定すると、BitLockerが自動的に再開することはなく、Enforce - Resume BitLockerパッケー
ジを実行して手動で再開する必要があります。
Enforce - Resume BitLocker (BitLockerの再開)
このパッケージを使用すると、エンド ポイント で一時停止させたBitLockerを再開することができます。
施行済みエンド ポイント でBitLockerを一時停止すると、BitLockerポリシーの施行ステータスは「BitLocker has been suspended
(BitLockerが一時停止されました)」という理由で未施行になります。
エンド ポイント にパッケージを展開するアクションについての詳細は、以下を参照してください。Tanium Consoleユーザガイド : アクション
の展開を参照してください。

エンドポイント からのBitLocker暗号化の解除
エンド ポイント からBitLockerの暗号化を解除するには、2つの手順が必要です。
1.

エンド ポイント でBitLockerポリシーの施行を解除します。詳細は、「ポリシー施行を削除する」を参照してください。

2.

エンド ポイント でEnforce - Decrypt BitLockerパッケージを実行するアクションを展開します。詳細については、Tanium Console
ユーザガイド ：アクションの展開を参照してください。
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この複数手順の仕様は意図的であり、管理者が誤ってエンド ポイント からポリシー施行を削除した場合に、ド ライブが
暗号解除されないようにします。
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関連情報: macOSの暗号化管理
暗号化管理ポリシーでは、macOSのFileVaultを使用してエンド ポイント のド ライブを暗号化することができます。詳細は、「macOSの
FileVault」を参照してください。

エンドポイント 要件
l

macOS 10.15 Catalina

l

macOS 10.14.6 Mojave

l

macOS 10.13.6 High Sierra

l

macOS 11.0 Big Sur

構成要件
環境で暗号化管理ポリシーを使用するには、以下の手順を実行しておく必要があります。
データベースをホスト する場所を選択する(129ページ)。
End-User Notificationsサービスをインスト ールしてエンド ポイント を初期化する(130ページ)
Direct Connectをインスト ールおよび設定する(130ページ)
関連情報：暗号化管理の回復用ポータル(132ページ)。
FileVaultポリシーを作成する(75ページ)。

データベースをホスト する場所を選択する
暗号化管理ポリシーを作成して施行するには、回復キーを保管するデータベースを作成しておくる必要があります。このデータベース
は、Tanium Module Server (TMS)でホスト することも、独自のサーバ(セルフホスト )でホスト することもできます。TMSでデータベースを
ホスト する場合、追加の設定は必要ありません。独自のサーバでデータベースをホスト する場合は、次のセクションを参照してください。

回復キーを保管するためのセルフホスト 用データベースを作成する
Enforceでは、PostgresまたはMicrosoft SQL Serverデータベースに対する安全な接続を作成して回復キーを保管するためのフィール
ド が提供されます。
回復キーデータベースの要件
l

CPU: 4コア

l

RAM: 8GB

l

ハード ド ライブ: 80GB
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Enforceの [Overview (概要)] > [Settings (設定)]> [Endpoint Encryption (エンド ポイント 暗号化)] タブで、Tanium Module Server
にデータベースを安全に接続するために必要な情報を指定します。詳細は、「エンド ポイント の暗号化設定を設定する(50ページ)」を
参照してください。
[ユーザロールの要件(30ページ)] [Enforce] > [Endpoint Encryption(エンド ポイント の暗号化)] ページでユーザの回復キーを表示でき
るロールについては、「ユーザロール要件」を参照してください。このページには、Enforceの暗号化管理ポリシーを使用して暗号化され
ているすべてのエンド ポイント が一覧表示されます。エンド ポイント を選択し、[Show Recovery Key (回復キーの表示)]をクリックする
と、そのエンド ポイント の回復キーIDと回復キーが表示されます。

回復キーは、ユーザがPINまたはパスワード を忘れた場合のド ライブのロックの解除に使用されます。回復キーIDは、
FileVaultの回復ページに表示されます。ユーザは、回復用ポータル(FileVaultの構成で設定)で回復キーIDを指定す
ることで、回復キーを取得することができます。

ベスト プラクティスとして、Tanium Module Serverからの接続のみを許可するようにデータベースを設定します。

End-User Notificationsサービスをインスト ールしてエンド ポイント を初期化する
暗号化管理ポリシーは、End-User Notificationsサービスを使用して、暗号化プロセスの間ずっと通知を表示します。暗号化管理ポリ
シーを施行する前に、エンド ポイント にこのサービスをインスト ールし、初期化しておく必要があります。詳細については、Tanium EndUser Notificationsユーザガイド ：End-User Notificationsのインスト ールを参照してください。
このサービスがインスト ールされていなくて、エンド ポイント にプッシュアウト されていない場合、ポリシーの施行は失敗します。このシナリ
オでは、施行失敗の理由としてEnd-User Notificationsサービスが表示されます。

Direct Connectをインスト ールおよび設定する
暗号化管理ポリシーは、暗号化プロセス時にクライアント から回復キーデータベースに暗号化キーを安全に転送するためにDirect
Connectを使用します。暗号化管理ポリシーを施行する前に、エンド ポイント にこのサービスをインスト ールし、初期化しておく必要が
あります。詳細は、以下を参照してください。Direct Connectユーザガイド ：Direct Connectのインスト ールを参照してください。
このサービスがインスト ールされていなくて、エンド ポイント にプッシュアウト されていない場合、ポリシーの施行は失敗します。このシナリ
オでは、施行失敗の理由としてDirect Connectサービスが表示されます。

回復用ポータルのインスト ールと設定
回復用ポータルは、ユーザがPINまたはパスワード を忘れた場合にアクセス可能なセルフサービス用ウェブサイト (任意)です。通常、この
ウェブサイト は、DMZでインターネット に相対し、PINあるいはパスワード を忘れたユーザは、別のデバイスからこのサイト にアクセスするこ
とができます。

暗号化管理ポリシーの作成と施行
ポリシーを作成して、エンド ポイント で施行します。詳細は、「FileVaultポリシーを作成する(75ページ)」を参照してください。

エンドポイント 側のワークフロー
ポリシーが施行されてエンド ポイント にプッシュアウト されると、いくつかの段階に分けて暗号化プロセスが行われます。
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ド ライブの暗号化の準備
エンド ポイント でポリシーが施行されると、そのログアウト 時または次のログイン時に、FileVaultの暗号化を有効にするようユーザに指示
する通知が表示されます。このメッセージは、FileVaultポリシーで許可されている場合は複数回表示され、その都度、消去できます。
この通知のテキスト は、FileVaultポリシーの [End User Notification (エンド ユーザ通知)] セクションで設定します。

暗号化の発生
ユーザによってFileVaultが有効にされると、暗号化が開始されます。

ユーザがパスワード を忘れた場合
FileVaultで暗号化システムを使用するログインパスワード を忘れた場合、ユーザは [Recovery Portal (回復用ポータル)] タブで設定さ
れたSAML認証を使用して回復用ポータルにログインすることができます。回復用ポータルのURLをユーザに提供するか、またはユーザ
が直接ヘルプデスクに問い合わせるようにすることができます。
ユーザは、回復用ポータルでコンピュータの下部に印刷されているシリアル番号を回復用IDとして入力し、自動補完結果から回復
キーIDを選択して、[Get Recovery Key (回復キーの取得)] をクリックします。ユーザは、この回復キーを使用してド ライブのロックを解
除できます。
回復キーをコンピュータに入力するには、パスワード の入力を求められたときにパスワード フィールド の [?] をクリックします。「パスワード を
忘れた場合は、回復キーを使用してリセット できます。」という意味のテキスト の横にある矢印をクリックし、回復キーを入力します。
ド ライブのロックが解除されると、ユーザは次回ログイン時に新しいパスワード を作成するように求められます。

FileVaultポリシーでInstitutional Recovery Key (組織の回復キー)が使用されている場合は、macOS Recovery OS
(起動時にCommand-Rをホールド )から起動して、回復キーを入力する必要があります。詳細は、以下を参照してく
ださい。macOS: 組織のコンピュータに対するFileVault回復キーを設定する。

エンドポイント からのFileVault暗号化の解除
エンド ポイント からFileVaultの暗号化を解除するには、2つの手順が必要です。
1.

エンド ポイント でFileVaultポリシーの施行を解除します。詳細は、「ポリシー施行を削除する」を参照してください。

2.

エンド ポイント でEnforce - Decrypt FileVaultパッケージを実行するアクションを展開します。詳細については、Tanium
Consoleユーザガイド ：アクションの展開を参照してください。
この複数手順の仕様は意図的であり、管理者が誤ってエンド ポイント からポリシー施行を削除した場合に、ド ライブが
暗号解除されないようにします。
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関連情報：暗号化管理の回復用ポータル
回復用ポータルは、ユーザがPINまたはパスワード を忘れた場合にアクセス可能なセルフサービス用ウェブサイト (任意)です。通常、この
ウェブサイト は、DMZでインターネット に相対し、PINあるいはパスワード を忘れたユーザは、別のデバイスからこのサイト にアクセスするこ
とができます。
ベスト プラクティスとして、このウェブサイト は、回復キーの保存に使用されているデータベースがあるマシンと同じマシンでホスト しないでく
ださい。

要件
サポート されているオペレーティングシステム(132ページ)
ソフト ウェア要件 (132ページ)
ハード ウェア要件(132ページ)

サポート されているオペレーティングシステム
l

CentOS 7

l

CentOS 8

l

RHEL 7

l

RHEL 8

ソフト ウェア要件
CentOSおよびRHEL:

l

iptablesサービスが使用可能で実行されている。

l

firewalldが使用可能で実行されている。
必要とされるポート がすべて開いている必要があります。「必要なポート (29ページ)」を参照してください。

ハード ウェア要件
l

CPU: 4コア

l

RAM: 8GB

l

ハード ド ライブ: 80GB
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インスト ール中に設定されるルール
インスト ールスクリプト によって、次のルールが設定されます。
l

CentOS 6およびRHEL 6:

iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -I INPUT 2 -p tcp --dport 3000 -j ACCEPT
iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp --dport 443 -j REDIRECT --to-port 3000
iptables -A OUTPUT -t nat -o lo -p tcp --dport 443 -j REDIRECT --to-port
3000
service iptables save
l

CentOS 7およびRHEL 7:

firewall-cmd --add-port=443/tcp --permanent
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 nat OUTPUT 0 -p tcp -o lo
--dport 443 -j REDIRECT --to-ports 3000
firewall-cmd --add-forward-port=port=443:proto=tcp:toport=3000 --permanent
firewall-cmd --reload

SAML認証でサポート されているIdP
l

Okta

l

Azure AD

l

Oracle

l

ADFS

インスト ールと設定
回復用ポータルには、サーバプロバイダ主導のSSOとIDプロバイダ主導のSSO両方のSAML認証が必要です。Tanium Consoleと
SAML IdPの統合についての詳細は、『Tanium Consoleユーザガイド 』を参照してください。
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前提条件
1.

2.

サーバが使用する次のSSL証明書を作成する必要があります。
1.

tanium-enforce-recovery-portal.crt

2.

tanium-enforce-recovery-portal.key

IdPから次の証明書を入手します。
1.

saml-idp.crt

3.

SSL証明書を用意できたら、回復用ポータルのサーバの/etc/ssl/certsディレクト リに証明書をコピーします。

4.

回復用ポータルサービスを実行するuser:groupに所有権を変更(chown)します。

5.

証明書を400に変更(chmod)します。

回復用ポータルの設定
これらの設定を設定および編集するには、Enforce Recovery Portal Administrator権限が必要です。ユーザロールの要件(30ページ)
を参照してください。
1.

EnforceのOverview (概要)ページから [Settings (設定)] をクリックします。

2.

[Recovery Portal (回復用ポータル)] タブをクリックします。

3.

[Edit (編集)] をクリックし、回復用ポータルのサーバに関する次の情報を入力します。
a.

Host Server IP Address (ホスト サーバのIPアド レス)を入力します。これは、回復用ポータルのサーバアド レスです。

b.

SAML Entry Point (SAMLエント リポイント )を入力します。これはIdPから取得され、回復用ポータルからのSAML要求を
受信するURLです(IdP SSO URL)。たとえば、https://login.microsoftonline.com/<objectId>/saml2です。

c.

SAML Issuer (発行者)を入力します。認証要求で送信される回復用ポータルの発行者エンティティ識別子。例:
http://www.recovery-portal.com/YWJjZGVmMTIzNA。値は、[sec_assertion_allowed_issuer]値と[sec_response_
allowed_issuer]値に一致する必要があります。
通常、IdPコンソール上のエンティティIDです。

d.

SAML Groups Claim Field (SAMLグループクレーム用フィールド )を入力します。これは、SAML応答のグループ属性の
名前です。

Oktaの場合は、アプリケーションにGroup Attribute Statement (グループ属性ステート メント )を追
加する必要があります。

e.

SAML Callback URL (SAMLコールバック用URL)を入力します。このURLをIdPに提供します。これは、SAMLプロバイダ
からの応答を受信するURLです。次の形式で指定します。<recovery portal URL>/api/v1/saml2/auth/callback. 例:
https://myrecoveryportal.com/api/v1/saml2/auth/callback。
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通常は、IdPコンソール上のACS URLです。

f.
g.

Login Help Text (ログイン時ヘルプテキスト )を入力します。これは、ログイン画面の下部に表示されるテキスト です。
(任意) 回復用ポータルのサインインページにカスタム ロゴを使用する場合は、[Browse for file (ファイルの参照)] をクリック
し、ファイルをアップロード します。
サポート されているロゴのファイルタイプは、JPG、JPEG、SVG、GIF、PNGです。

h.

(任意) 回復用ポータル用のショート カット アイコン(ファビコンとも言う)を追加する場合は、[Browse for file (ファイルの参
照)] をクリックし、ファイルをアップロード します。このファイルはfavicon.ico という名前である必要があります。

i.

Minimum Key Length (最小キー長)を入力します。この値により、自動補完結果が表示されるまでに入力する必要があ
るキーIDの最小の長さが決まります。

j.

必要応じて、Allowed Security Group (許可セキュリティグループ)を入力します。このグループのメンバーは、すべての回
復キーを検索できます。このグループのメンバーではないユーザは、それぞれの回復キーのみを検索できます(回復用ポー
タルでの認証に使用されるユーザ名に基づく)。このフィールド は大文字と小文字が区別されます。

k.

[Save (保存)] をクリックします。インスト ールファイルの作成が開始されます。
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4.

ファイルが使用可能になると、ダウンロード ボタンがアクティブになります。[Download Installation File (インスト ールファイルのダウ
ンロード )] をクリックして、回復用ポータルのインスト ールファイル、force-recovery-portal.tgzをダウンロード します。

ダウンロード ファイルは、作成後30分間使用できます。[Download Installation File (インスト ールファイルのダウ
ンロード )] ボタンを使用して、ファイルをダウンロード します。ダウンロード ファイルの有効期限が切れたら、30分後
に使用可能になる [Create Installation File (インスト ールファイルの作成)] ボタンを使用して設定を入力し、新
しいダウンロード ファイルを作成します。

5.

回復用ポータルのインスト ールファイルを、回復用ポータルをホスト するサーバ上の場所にアップロード します。ベスト プラクティスと
してhomeディレクト リを使用してください。

6.

アップロード したenforce-recovery-portal.tgzがある場所に切り替えます。

7.

ファイルを抽出します。rm -rf tanium-enforce-recovery-portal && tar xzf enforce-recoveryportal.tgz 。
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8.

抽出したファイルがあるディレクト リに切り替えます。cd tanium-enforce-recovery-portal 。

9.

sudoを使用してインスト ールスクリプト を実行します。sudo ./install.sh 。スクリプト を実行すると、次の詳細を求めるプロン
プト が表示されます。
a.

サーバのユーザを指定します。デフォルト 値は、スクリプト を実行しているユーザです。
このユーザがrootであったり、sudo権限を持っていてはなりません。

b.

サーバのグループを指定します。デフォルト 値は、スクリプト を実行しているユーザです。

c.

Tanium Serverのホスト アド レスを確認します。

d.

回復用ポータルサーバ用のTanium Serverのユーザ名とパスワード を入力します。
このユーザは、Tanium管理者権限を持っていてはいけません。これは、回復用ポータル用に作成され、唯
一のロールとしてEnforce Recovery Portalロールが付与されたTanium Serverログイン用のユーザアカウン
ト である必要があります。

10.

インスト ールスクリプト を実行したら、次のコマンド を使用して回復用ポータルのステータスを確認します。systemctl status
tanium-enforce-recovery-portal.service

回復用ポータルのステータスは、[Settings (設定)] > [Recovery Portal (回復用ポータル)] タブから確認すること
もできます。

IdPアプリケーションユーザ名のnameID形式と、回復キービューアの形式は一致する必要があります。たとえば、回復
キービューアのユーザ名の形式が名.姓の場合、IdP の形式も名.姓である必要があります。IdPアプリケーションの形式
がユーザ名@domain.comの場合、回復キービューアの形式もユーザ名@domain.comである必要があります。両者
の形式が一致しない場合、ユーザが自分のキーを表示することはできません。

アンインスト ール
回復用ポータルをアンインスト ールするには、/var/www/tanium-enforce-recovery-portalディレクト リの./uninstall.shを
実行します。
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アンインスト ールプロセスでは、/etc/ssl/certsディレクト リにあるポータル証明書が削除されます。これらの証明書
を保存する場合は、アンインスト ールの前にコピーしておく必要があります。

SAMLによるエンドユーザのセルフサービスワークフロー
サービスプロバイダ主導のSSOでは、エンド ユーザは回復用ポータルのURLにアクセスし、[Log in with SSO (SSOでログイン)] リンクを
クリックします。これにより、ユーザはSSO資格情報を入力するIDプロバイダにリダイレクト されます。認証されると、ユーザは回復用ポー
タルにリダイレクト し直され、続行するにはオペレーティングシステムを選択するように求められます。

回復用ポータルのト ラブルシューティング
回復用ポータルのログファイルは、/var/log/tanium-enforce-recovery-portalディレクト リにあります。
サービスの開始時にエラーが表示される場合があります。次のコマンド を実行することで、サービスログを印刷することができます。
journalctl -u tanium-enforce-recovery-portal.service -b --no-pager
APIト ークンがタイムアウト したために回復用ポータルとTanium Serverとの通信が切断された場合は、次のコマンド を実行し、表示され
るプロンプト に対してポータル用のユーザ名とパスワード を入力します。
/bin/bash /var/www/tanium-enforce-recovery-portal/app/reset-api-token.sh
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