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

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

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

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

害、結果的損害､および付随的損害に対して一切の責任を負いません。

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

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

いたとしても、特別な意図はなく、偶然です。

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

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

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

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

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

害について責任を負いません。

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

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

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

くお客様にあります｡

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

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

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

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

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

してモジュール単位でVPATレポートを入手できるようにします。

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

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

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

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

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

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

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

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

Taniumは米国およびその他の国におけるTanium,Inc.の商標です。記載されているその他の社名、製品名、サービス名は各社の商標

または登録商標です。

© 2022 Tanium, Inc. All rights reserved.
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概要

Tanium™ Enforceは、デバイスがある場所(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集中させることによってエンドポイント管理およびエンドポイントセキュリティの一元

化を実現します。

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。ポリシーは以下の施行状態のいずれかをとることができま

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設定の適用なしまたは部分適用済みの最大数は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。
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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。

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

Tanium™ 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根本的な脆弱性を見つけて対処しなければ、組

織のセキュリティ態勢の抜本的な改善にはなりできません。

詳細は、以下を参照してください。Tanium Threat Responseユーザガイド：Tanium ProtectまたはTanium Enforceでアラートを解決する

Tanium™ Trends

Enforceには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。

Enforceボードは、以下のセクションとパネルで構成されています。

l デプロイ

o Enforce Coverage Status (カバー率ステータス)

o ホストのファイアウォール有効

o Enforceツールのインストール状況

o インストール済みのツールのバージョン

l ポリシー

o ポリシーの適用

Enforceにより提供されているTrendsボードのインポート方法の詳細は、次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。

https://docs.tanium.com/threat_response/threat_response/manage_alerts.html
https://docs.tanium.com/trends/trends/importing_gallery.html
https://docs.tanium.com/trends/trends/importing_gallery.html
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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。

ステップ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、組織効果の達成(18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。

ステップ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：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は?本番環境へ段階的に展開するか、一括で展開するか?

手順4：ポリシーの作成 : 全般

☐ 一般的な種類のポリシー(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係のないポリシー)を設定します。

☐ 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：ポリシーの作成 : アンチマルウェア

☐ マルウェア対策ポリシー(Defender)を設定する。

☐ 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：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：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します(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します(Direct Connectおよび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。

https://community.tanium.com/s/article/Making-the-Switch-to-Tanium-Protect-Better-BitLocker-Configuration-and-Recovery-Key-Management
https://community.tanium.com/s/article/Making-the-Switch-to-Tanium-Protect-Better-BitLocker-Configuration-and-Recovery-Key-Management


© 2022 Tanium Inc. All Rights Reserved 16ページ

☐ 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：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、運用要件及び/又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：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、運用要件及び/又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：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：Enforce指標のモニタ

☐ Trendsメニューで [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(121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(121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(121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(121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(122ページ)。
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組織効果の達成

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(18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 (18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。

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。

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 (18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)」「Accountable (説明責任)」「Consulted (相談)」「Informed (情報)」を担当して、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説明する指南役の役割をするチームまたはリソースを明記します。

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

チーム

根拠

ポリシーの定義 : セ

キュリティポリシーの定

義

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

します。ファイアウォールポリシー、マルウェア対

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

ポリシーの定義

I 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

チーム

根拠

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

リシーの結果の評価

A/R A/R A/R 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

成の変更

A/R A/R 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。

標準的なEnforceのワークフロー

組織的連携

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

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

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

部署横断の連携がなく、部署が縦割り化していると、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

(合計に対する割合

(%))

ポリシーの施行 (合計

に対する割合 (%))

ホストのファイアウォー

ル有効

ディスクの暗号化有

効

ウイルス対策有効

この指標が重要な

理由

Enforceが管理する

システム数の可視化

組織のポリシーの健

全性の可視化。施

行エラーまたは未施

行エンドポイントは、

環境に対するリスクに

なります。

組織にあるホストの

ファイアウォールステー

タスの可視化。ホスト

にファイアウォールがイ

ンストールされていな

いか、有効になってい

ないエンドポイントは、

環境に対するリスクに

なります。

組織のハードドライブ

の暗号化ステータス

の可視性化。未暗

号化エンドポイント

は、環境に対するリス

クになります。

組織のウイルス対策

ステータスの可視化。

アンチウイルスがインス

トールされていない

か、有効になっていな

いエンドポイントは、環

境に対するリスクになり

ます。

インストルメンテー

ション

ツールセンサー Enforceポリシース

テータス(ポリシーの種

類別 )/管理対象エン

ドポイント。

Enforce - ホストのファ

イアウォール有効 (セ

ンサーとボード)

Trends Enforce - 暗

号化ステータス(ボー

ド)

Enforce - ウイルス対

策有効 (センサーと

ボード)

達成度のワークフロー

次の表を使用して、自組織のTanium Enforceの成熟度を判定してみてください。
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レベル1

(要改善 )

レベル2

(平均以下 )

レベル3

(平均 )

レベル4

(平均以上 )

レベル5

(最適 )

プロセス 使用法 Enforceインポー

ト済み/ネイティ

ブOS、アプリケー

ション、およびセ

キュリティポリ

シー設定済み/

ポリシーを従来

の手段で施行

ポリシーを検証 デスクトップ/サーバ

の統括グループ向

けの処置ポリシーを

実装

エンドユーザのデス

クトップ型エンドポイ

ントの場合、チーム

がEnforceを使用し

て、ポリシー構成を

エンドポイントにプッ

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

対応可能なす

べてのオペレー

ティングシステム

に実装
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レベル1

(要改善 )

レベル2

(平均以下 )

レベル3

(平均 )

レベル4

(平均以上 )

レベル5

(最適 )

自動化 Tanium Enforce

へのポリシー/

ルールのイン

ポート

ポリシー施行エ

ラーの報告 /受

信レポートの報

告および正確さ

の確認

時間をかけたスナッ

プショットの取り込

みとネイティブ報告

に基づく改善の表

示

時間をかけたスナッ

プショットの取り込み

とネイティブ報告に

基づく改善の表示

サーバ型エンド

ポイントでは、

Enforceを使用

して、ポリシー構

成をエンドポイン

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 適宜ネイティブ

のコントロールを

統合 (Defender、

Firewall、

AppLocker、

BitLocker、

FileVault、AD

Group Policyな

ど)

適宜ネイティブ

のコントロールを

統合 (Defender、

Firewall、

AppLocker、

BitLocker、

FileVault、AD

Group Policyな

ど)

適宜ネイティブのコ

ントロールを統合

(Defender、

Firewall、

Applocker、

BitLocker、

FileVault、AD

Group

Policy/Remediation

ポリシーなど - ファイ

ルおよびサービスの

操作を統合する場

合 )

適宜ネイティブのコ

ントロールを統合

(Defender、

Firewall、

AppLocker、

BitLocker、

FileVault、AD

Group/Remediation

ポリシーなど - ファイ

ルおよびサービスの

操作を統合する場

合 )

ファイルとサービ

スの運用統合

のための処置ポ

リシー

レポート作成 手動：Enforce

ワークベンチを使

用 /オペレータ専

用

手動：Enforceと

ネイティブを統合

することによりレ

ポートのエクス

ポート

自動 : オペレータ/ピ

アグループ専用の

Trendsボード

自動 : オペレータか

ら経営陣までの関

係者用にカスタマイ

ズしたTrendsボード

自動 : オペレー

タから経営陣ま

での関係者用

にカスタマイズし

たTrendsボード
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レベル1

(要改善 )

レベル2

(平均以下 )

レベル3

(平均 )

レベル4

(平均以上 )

レベル5

(最適 )

指標 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 )

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%
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Enforceの要件

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。

Core Platformの依存関係

環境が以下の要件を満たしていることを確認します。

l Tanium™ Core Platformサーバ: 7.3.314.4250以降

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

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

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

されたクライアントバージョンのいずれかにアップグレードすることによってのみ解決できる安定性の問題が発生する可能性があり

ます。

ソリューションの依存関係

Enforceが機能するには(必須の依存関係)、またはEnforceの一部機能が機能するには(機能別の依存関係)、他のTaniumソリュー

ションが必要になります。依存関係がTanium Serverによって自動的にインポートされるか、または手動でインポートする必要があるか

は、選択したインストール方法によって決まります。

Enforceの一部依存関係にはそれ自体に依存関係を持つものがあります。これらの依存関係、必須の依存関係(24

ページ)と機能別の依存関係(25ページ)のリストのリンクをクリックすることで確認できます。リンクをクリックすると、各ソ

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

Tanium推奨のインストール

Enforceのインポートで [Tanium Recommended Installation (Tanium推奨インストール)] が選択された場合、Tanium Serverはライセ

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

インポートするを参照してください。

特定のソリューションをインポートする

インポートするEnforceのみを選択した場合は、依存関係を手動でインポートする必要があります。詳細は、以下を参照してください。

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

必須の依存関係

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

https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Client_host_system_requirements
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_all_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_all_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_specific_modules
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l Tanium™ Endpoint Configuration 1.5.252以降(Tanium Client Management 1.8.181以降では、その一部としてインストールさ

れる)

l Tanium™ Interact 2.6以降

l Tanium™ Trends 3.6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、Enforceモジュールサービスを再開します。Windowsの場合は、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。TanOSの場合は、次を参照してください。

Tanium Appliance展開ガイド : Taniumサービスを開始/停止/再開する。

機能別の依存関係

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

l BitLockerおよびFileVaultポリシーには、Tanium™ Core Content 1.2.1以降が必要です

l BitLockerおよびFileVaultポリシーには、Tanium™ Direct Connect 1.1.0以降が必要です

l BitLockerおよびFileVaultポリシーには、Tanium™ End-User Notifications 1.6.5以降が必要です

クライアント拡張機能

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

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

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

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

Enforceの機能を実行します。

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

トールされます。

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

Managementによってインストールされます。

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

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

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

Connectによってインストールされます。

https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/requirements.html#solution_dependencies
https://docs.tanium.com/interact/interact/requirements.html#solution_dependencies
https://docs.tanium.com/trends/trends/requirements.html#solution_dependencies
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/tanium_operations_menu.html#tanium_service_control
https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/requirements.html#solution_dependencies
https://docs.tanium.com/end-user_notifications/end-user_notifications/requirements.html#solution_dependencies
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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への影響はごくわずかです。

エンドポイント

インターネットプロトコルのサポート

EnforceはIPv4アドレスにのみ対応しています。

サポートされているオペレーティングシステム

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。

ポリシー オペレーティングシステム 注

アンチマルウェア: System Center

Endpoint Protection (SCEP)

l Windows 7 SP1以降

l Windows Server 2008 R2 SP1以降

l Windows 7 SP1にはMicrosoft KB2758857が

必要です.

l Windows Server 2008 R2 SP1にはMicrosoft

KB2758857が必要です。

l Windows 8以降

l Windows Server 2016以降

AppLocker l Windows 7 SP1 Enterprise、Ultimate、

Embedded、Windows Embedded POSReady 7

l Windows 8 Enterprise、8.1 Enterprise、または10

Enterprise

l Windows 11 Enterprise

l Windows Server 2008 R2 SP1以降

l Windows 7 SP1にはMicrosoft KB2758857が

必要です.

l Windows Server 2008 R2 SP1にはMicrosoft

KB2758857が必要です。

BitLocker l Windows 7 SP1 Enterprise、Ultimate

l Windows 8 EnterpriseまたはPro

l Windows 10 Education、Pro Education、

Enterprise、Pro

l Windows 11 Enterprise、Pro

l Windows 7 SP1にはMicrosoft KB2758857が

必要です。

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。

https://www.microsoft.com/en-pk/download/details.aspx?id=35936
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35973
https://www.microsoft.com/en-pk/download/details.aspx?id=35936
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35973
https://www.microsoft.com/en-pk/download/details.aspx?id=35936
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ポリシー オペレーティングシステム 注

デバイス制御 - Windows l Windows 7 SP1以降

l Windows Server 2008 R2 SP1以降

l Windows 7 SP1にはMicrosoft KB2758857が

必要です.

l Windows Server 2008 R2 SP1にはMicrosoft

KB2758857が必要です。

FileVault l MacOS 10.13.6 High Sierra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 Oracle Linux(OEL) 6、7、8

l Ubuntu 16、18

ファイアウォール管理 - Windows l Windows 7 SP1以降

l Windows Server 2008 R2 SP1以降

l Windows 7 SP1にはMicrosoft KB2758857が

必要です.

l Windows Server 2008 R2 SP1にはMicrosoft

KB2758857が必要です。

Machine Administrative Templates l Windows 7 SP1以降

l Windows Server 2008 R2 SP1以降

l Windows 7 SP1にはMicrosoft KB2758857が

必要です.

l Windows Server 2008 R2 SP1にはMicrosoft

KB2758857が必要です。

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

修正 - Windows l Windows 7 SP1以降

l Windows Server 2008 R2 SP1以降

l Windows 7 SP1にはMicrosoft KB2758857が

必要です.

Windows 7では、パージタ

スクはサポートされません。

l Windows Server 2008 R2 SP1にはMicrosoft

KB2758857が必要です。

SRPの管理 l Windows 7 SP1以降

l Windows Server 2008 R2 SP1以降

l Windows 7 SP1にはMicrosoft KB2758857が

必要です.

l Windows Server 2008 R2 SP1にはMicrosoft

KB2758857が必要です。

https://www.microsoft.com/en-pk/download/details.aspx?id=35936
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35973
https://www.microsoft.com/en-pk/download/details.aspx?id=35936
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35973
https://www.microsoft.com/en-pk/download/details.aspx?id=35936
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35973
https://www.microsoft.com/en-pk/download/details.aspx?id=35936
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35973
https://www.microsoft.com/en-pk/download/details.aspx?id=35936
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35973
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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、特定のポートとプロセスが必要です。

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 方向 ポー

ト

Protocol 目的

Module Server インバウンド 17475 TCP 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 Serverとエンド

ポイント間のDirect Connect通信用。

Module Server

(ループバック)

17476 TCP 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

(ループバック)

17497 TCP 内部使用、外部からアクセスできません。

Module Server

(ループバック)

17512 TCP BitLockerを使用し、かつ、BitLockerリカバリデータベースをModule Serverでホスト

する場合にのみ必要です。

Outbound (アウト

バウンド)

5432 TCP 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 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必要がありま

す。

回復用ポータル

サーバ

インバウンド 443 TCP 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。

Outbound (アウト

バウンド)

443 TCP 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。リカ

バリポータルから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。

セキュリティの除外

未知のホストシステムプロセスを監視およびブロックするために環境でセキュリティソフトウェアが使用されている場合、Taniumは、

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

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

ホストシステムセキュリティの除外」を参照してください。

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/security_exceptions.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/security_exceptions.html


© 2022 Tanium Inc. All Rights Reserved 29ページ

対象デバイ

ス

注 除外タイプ 除外

Module

Server

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

Windows

x86エンドポ

イント

ファイル %SystemRoot%\System32\GroupPolicy\Machine\registry.pol

プロセス <Tanium Client>\Tools\StdUtils\7za.exe

プロセス <Tanium Client>\Tools\Enforce\devcon32.exe

プロセス <Tanium Client>\Tools\Enforce\LocalPolicyTool.exe

7.2.xクライア

ント

プロセス <Tanium Client>\Python27\TPython.exe

7.4.xクライア

ント

プロセス <Tanium Client>\Python38\TPython.exe

7.4.xクライア

ント

フォルダ <Tanium Client>\Python38

プロセス <Tanium Client>\TaniumClient.exe

プロセス <Tanium Client>\TaniumCX.exe

Windows

x64エンドポ

イント

ファイル %SystemRoot%\System32\GroupPolicy\Machine\registry.pol

プロセス <Tanium Client>\Tools\StdUtils\7za.exe

プロセス <Tanium Client>\Tools\Enforce\devcon64.exe

プロセス <Tanium Client>\Tools\Enforce\LocalPolicyTool.exe

7.2.xクライア

ント

プロセス <Tanium Client>\Python27\TPython.exe

7.4.xクライア

ント

プロセス <Tanium Client>\Python38\TPython.exe

7.4.xクライア

ント

フォルダ <Tanium Client>\Python38

プロセス <Tanium Client>\TaniumClient.exe

プロセス <Tanium Client>\TaniumCX.exe

Enforceのセキュリティ除外
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対象デバイ

ス

注 除外タイプ 除外

MacOSおよ

びLinux x86

およびx64エ

ンドポイント

7.2.xクライア

ント

プロセス <Tanium Client>/python27/python

プロセス <Tanium Client>/python27/bin/pybin

7.4.xクライア

ント

プロセス <Tanium Client>/python38/python

プロセス <Tanium Client>/python38/bin/pybin

プロセス <Tanium Client>/TaniumClient

プロセス <Tanium Client>/TaniumCX

Enforceのセキュリティ除外 (続き)

End User NotificationsまたはDirect Connectを必要とするEnforce機能を使用するには、それらサービスごとに必要なセ

キュリティ除外を設定して、干渉なしで実行できるようにする必要があります。

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(50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&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&arch=x64

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=211054

https://definitionupdates.microsoft.com

ユーザロールの要件

次の表は、Enforceを使用するために必要なロールのアクセス権限をまとめています。事前定義済みロールのサマリを確認するには、

Enforceユーザを設定する(45ページ)を参照してください。

ロールのアクセス権限と関係するコンテンツセットについての詳細は、Tanium Core Platformユーザガイド：RBACの管理を参照してくださ

い。

https://docs.tanium.com/end-user_notifications/end-user_notifications/requirements.html#security_exclusions
https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/requirements.html#security_exclusions
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=121721&arch=x86
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=211053
https://definitionupdates.microsoft.com/
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=121721&arch=x64
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=211054
https://definitionupdates.microsoft.com/
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_rbac_overview.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_rbac_overview.html
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アクセス権限 Enforce

管理者

1、2

Enforce

Defender

Scanユー

ザ1、2

Enforce

Defender

Scan

ビューア

1、2

Enforce

エンドポ

イント構

成承認

者1、2、3

Enforce

オペレー

タ1、2

Enforce

ポリシー

管理者

(グロー

バル)2

Enforce

ポリシー

ユーザ

(グロー

バル)2

Enforce

ポリシー

ビューア

(グロー

バル)2

Enforce

サービス

アカウン

ト2

Enforce

コンテンツ

書き込み

ワイプアク

ション1、2

Enforce

表示 : Enforceワークベ

ンチの表示

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)

表示 4

オペレー

タ

表示 4 表示 4 表示 4 表示 4

オペレー

タ

表示 4 表示 4 表示 4 表示 4

オペレー

タ

表示 4

Enforce管理者

Enforceへの無制限ア

クセス

運用管

理

運用管

理

Enforce作成

特定のコンテンツセット

のEnforceポリシー

施行 施行 施行 施行 施行

Enforce Defender Scan

Defenderスキャンの表

示 /作成 /削除

読み取

り

書き込

み

読み取り

書き込み

読み取り 読み取

り

書き込

み

読み取

り

書き込

み

Enforce任意編集

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。

施行 施行 施行 施行

Enforce Globalユーザロールのアクセス権限
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アクセス権限 Enforce

管理者

1、2

Enforce

Defender

Scanユー

ザ1、2

Enforce

Defender

Scan

ビューア

1、2

Enforce

エンドポ

イント構

成承認

者1、2、3

Enforce

オペレー

タ1、2

Enforce

ポリシー

管理者

(グロー

バル)2

Enforce

ポリシー

ユーザ

(グロー

バル)2

Enforce

ポリシー

ビューア

(グロー

バル)2

Enforce

サービス

アカウン

ト2

Enforce

コンテンツ

書き込み

ワイプアク

ション1、2

Enforceエンドポイント構

成

Endpoint

Configurationにおける

Enforce項目の承認

承認者

Enforce全エンドポイント

構成

Enforce用エンドポイン

ト構成項目の表示 /

作成

書き込

み

書き込

み

書き込

み

書き込

み

読み取

り

Enforceエンドポイントワ

イプ

エンドポイントをワイプ/

フリーズ/回復する

Windows処置アクショ

ンの発行

アクショ

ン

パッケー

ジ

アクション

Enforceオペレータ設定

大部分のEnforce設定

のグローバルな読み取

り/編集

読み取

り

書き込

み

読み取

り

書き込

み

読み取

り

書き込

み

Enforceポリシー

特定のコンテンツセット

でのEnforceポリシーの

優先順位付けとそれら

優先順位の/表示 /作

成 /編集

優先順

位付け

読み取

り

書き込

み

優先順

位付け

読み取

り

書き込

み

優先順

位付け

読み取

り

書き込

み

読み取

り

書き込

み

読み取

り

優先順

位付け

読み取

り

書き込

み

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

管理者

1、2

Enforce

Defender

Scanユー

ザ1、2

Enforce

Defender

Scan

ビューア

1、2

Enforce

エンドポ

イント構

成承認

者1、2、3

Enforce

オペレー

タ1、2

Enforce

ポリシー

管理者

(グロー

バル)2

Enforce

ポリシー

ユーザ

(グロー

バル)2

Enforce

ポリシー

ビューア

(グロー

バル)2

Enforce

サービス

アカウン

ト2

Enforce

コンテンツ

書き込み

ワイプアク

ション1、2

Enforceリカバリポータル

リカバリーポータルの構

成とステータスの表

示、またはリカバリー

ポータルの構成をイン

ストーラのダウンロード

読み取

り

書き込

み

読み取

り

書き込

み

Enforceサービスアカウン

ト

サービスアカウントのア

クセス権限

実行

Enforce設定

全Enforce設定のグ

ローバルな読み取り/編

集

読み取

り

書き込

み

読み取

り

書き込

み

Enforceポリシー書き込

み

施行するポリシーパッ

ケージの作成

パッケー

ジ

ポリシーテンプレート

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/編集 /削

除

読み取

り

書き込

み

削除

読み取

り

書き込

み

削除

読み取

り

書き込

み

削除

読み取

り

読み取

り

読み取

り

書き込

み

削除

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

管理者

1、2

Enforce

Defender

Scanユー

ザ1、2

Enforce

Defender

Scan

ビューア

1、2

Enforce

エンドポ

イント構

成承認

者1、2、3

Enforce

オペレー

タ1、2

Enforce

ポリシー

管理者

(グロー

バル)2

Enforce

ポリシー

ユーザ

(グロー

バル)2

Enforce

ポリシー

ビューア

(グロー

バル)2

Enforce

サービス

アカウン

ト2

Enforce

コンテンツ

書き込み

ワイプアク

ション1、2

ポリシーの種類

特定のコンテンツセット

のポリシータイプの読み

取り/編集

読み取

り

書き込

み

読み取

り

書き込

み

読み取

り

書き込

み

削除

読み取

り

書き込

み

読み取

り

読み取

り

書き込

み

レポート

特定のコンテンツセット

のレポートの読み取り/

編集 /削除

読み取

り

書き込

み

削除

読み取

り

書き込

み

削除

読み取

り

書き込

み

削除

読み取

り

書き込

み

削除

読み取

り

読み取

り

書き込

み

削除

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

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

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。

3 このロールは、Tanium Endpoint Configurationにモジュールアクセス権限を提供します。このロールに付与されているEndpoint Configurationアク

セス権限はTanium Consoleで確認できます。詳細は、以下を参照してください。Tanium Endpoint Configurationユーザガイド：ユーザロール要

件。

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

Enforce Globalユーザロールのアクセス権限 (続き)

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

ポリシー

管理者

(テンプ

レート )2

Enforce

ポリシー

ユーザ(テ

ンプレー

ト )2

Enforce

ポリシー

ビューア

(テンプ

レート )2

Enforce回

復キー管

理者 (テン

プレート )1、

2

Enforce回

復キー

ユーザ(テ

ンプレー

ト )1、2

Enforce回

復キー

ビューア(テ

ンプレー

ト )1、2

Enforceリ

カバリポー

タル(テン

プレー

ト )1、2

Enforceリカ

バリポータル

管理者 (テン

プレート )1、2

Enforceリカ

バリポータル

ビューア(テン

プレート )1、2

ディスク暗号化用回復キー

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/編集 /削除

読み取り

削除

読み取り 読み取り

Enforce

表示 : Enforceワークベンチの

表示

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)

表示 3 表示 3 表示 3 表示 3 表示 3 表示 3 表示 3 表示 3

Enforce作成

特定のコンテンツセットの

Enforceポリシー

施行 施行

Enforce任意編集

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。

施行

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)
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アクセス権限 Enforce

ポリシー

管理者

(テンプ

レート )2

Enforce

ポリシー

ユーザ(テ

ンプレー

ト )2

Enforce

ポリシー

ビューア

(テンプ

レート )2

Enforce回

復キー管

理者 (テン

プレート )1、

2

Enforce回

復キー

ユーザ(テ

ンプレー

ト )1、2

Enforce回

復キー

ビューア(テ

ンプレー

ト )1、2

Enforceリ

カバリポー

タル(テン

プレー

ト )1、2

Enforceリカ

バリポータル

管理者 (テン

プレート )1、2

Enforceリカ

バリポータル

ビューア(テン

プレート )1、2

Enforceエンドポイント構成 (テ

ンプレート)

OS用エンドポイント構成項

目の表示 /作成

書き込み 書き込み 読み取り

Enforceポリシー

特定のコンテンツセットでの

Enforceポリシーの優先順位

付けとそれら優先順位の/表

示 /作成 /編集

読み取り

書き込み

読み取り

書き込み

読み取り

Enforceリカバリ

Enforceリカバリポータルの使

用をユーザに許可

ポータル

Enforceリカバリポータル

リカバリーポータルの構成とス

テータスの表示、またはリカバ

リーポータルの構成をインス

トーラのダウンロード

読み取り

書き込み

読み取り

ポリシーテンプレート

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/

編集 /削除

読み取り

書き込み

削除

読み取り 読み取り

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)
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アクセス権限 Enforce

ポリシー

管理者

(テンプ

レート )2

Enforce

ポリシー

ユーザ(テ

ンプレー

ト )2

Enforce

ポリシー

ビューア

(テンプ

レート )2

Enforce回

復キー管

理者 (テン

プレート )1、

2

Enforce回

復キー

ユーザ(テ

ンプレー

ト )1、2

Enforce回

復キー

ビューア(テ

ンプレー

ト )1、2

Enforceリ

カバリポー

タル(テン

プレー

ト )1、2

Enforceリカ

バリポータル

管理者 (テン

プレート )1、2

Enforceリカ

バリポータル

ビューア(テン

プレート )1、2

ポリシーの種類

特定のコンテンツセットのポリ

シータイプの読み取り/編集

読み取り

書き込み

読み取り

書き込み

読み取り

レポート

特定のコンテンツセットのレ

ポートの読み取り/編集 /削

除

読み取り

書き込み

削除

読み取り

書き込み

削除

読み取り

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

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

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。

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

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)

アクセス制御の

種類

ポリシーの定

義

ポリシーの種

類

ポリシーテンプ

レート

ポリシー項

目

管理対象の定義ファ

イル

レポー

ト

ディスク暗号化用回復

キー

グローバル

コンテンツセット

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

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

限

アクセス

権限種

別

Enforce

管理者

1

Enforce

Defender

Scanユー

ザ1

Enforce

Defender

Scanビューア

1

Enforceエン

ドポイント構

成承認者1

Enforce

オペレー

タ1

Enforce

ポリシー

管理者

1

Enforce

ポリシー

ユーザ1

Enforce

ポリシー

ビューア1

回復キー

管理者1

回復キー

ユーザ1

Enforce回

復キー

ビューア1

Enforceリカ

バリポータ

ル管理者1

Enforceリカ

バリポータ

ルビューア1

Enforce

リカバリ

ポータル

1

Enforce

サービス

アカウン

ト

Enforceコンテン

ツ書き込みワイ

プアクション1

アクション

グループ

管理

書き込

み

読み取

り

読み取り

コンピュー

タグループ

管理

書き込

み

読み取り 読み取

り

読み取

り

読み取り

トークン -

使用

管理

書き込

み

特別

トークン -

表示

管理

書き込

み

特別

アクション プラット

フォーム

コンテン

ツ

書き込

み

書き込み 書き込

み

書き込

み

書き込み

保存済み

Question

のアクショ

ン

プラット

フォーム

コンテン

ツ

書き込

み

書き込

み

書き込

み

管理とプラットフォームコンテンツで提供されるアクセス権限
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アクセス権

限

アクセス

権限種

別

Enforce

管理者

1

Enforce

Defender

Scanユー

ザ1

Enforce

Defender

Scanビューア

1

Enforceエン

ドポイント構

成承認者1

Enforce

オペレー

タ1

Enforce

ポリシー

管理者

1

Enforce

ポリシー

ユーザ1

Enforce

ポリシー

ビューア1

回復キー

管理者1

回復キー

ユーザ1

Enforce回

復キー

ビューア1

Enforceリカ

バリポータ

ル管理者1

Enforceリカ

バリポータ

ルビューア1

Enforce

リカバリ

ポータル

1

Enforce

サービス

アカウン

ト

Enforceコンテン

ツ書き込みワイ

プアクション1

フィルタグ

ループ

プラット

フォーム

コンテン

ツ

読み取

り

読み取り 読み取り 読み取

り

読み取

り

読み取り 読み取

り

読み取り 読み取り

自アクショ

ン

プラット

フォーム

コンテン

ツ

読み取

り

読み取り 読み取

り

読み取り 読み取り

パッケージ プラット

フォーム

コンテン

ツ

読み取

り

読み取り 読み取

り

読み取り

書き込

み

読み取り

プラグイン プラット

フォーム

コンテン

ツ

読み取

り

実行

読み取り

実行

読み取り

実行

読み取

り

実行

読み取

り

実行

読み取り

実行

読み取

り

実行

読み取り

実行

読み取り

実行

保存済み

Question

プラット

フォーム

コンテン

ツ

読み取

り

書き込

み

読み取り

書き込み

読み取

り

書き込

み

読み取り

書き込

み

管理とプラットフォームコンテンツで提供されるアクセス権限 (続き)
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アクセス権

限

アクセス

権限種

別

Enforce

管理者

1

Enforce

Defender

Scanユー

ザ1

Enforce

Defender

Scanビューア

1

Enforceエン

ドポイント構

成承認者1

Enforce

オペレー

タ1

Enforce

ポリシー

管理者

1

Enforce

ポリシー

ユーザ1

Enforce

ポリシー

ビューア1

回復キー

管理者1

回復キー

ユーザ1

Enforce回

復キー

ビューア1

Enforceリカ

バリポータ

ル管理者1

Enforceリカ

バリポータ

ルビューア1

Enforce

リカバリ

ポータル

1

Enforce

サービス

アカウン

ト

Enforceコンテン

ツ書き込みワイ

プアクション1

センサー プラット

フォーム

コンテン

ツ

読み取

り

書き込

み

読み取り 読み取り 読み取

り

書き込

み

読み取

り

読み取り 読み取

り

読み取り

書き込

み

読み取り

Tanium Consoleでロールに付与されているコンテンツセットを確認することができます。

1 このロールは、Tanium Trendsにコンテンツセットアクセス権限を提供します。このロールに付与されているTrendsコンテンツセットをTanium Console

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

管理とプラットフォームコンテンツで提供されるアクセス権限 (続き)

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。

https://docs.tanium.com/trends/trends/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_rbac_overview.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_rbac_overview.html
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Enforceのインストール

[Solutions (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することができます。

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のインポートでデ

フォルト設定を使用する(41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のインポートでカス

タム設定を使用する(42ページ)を参照してください。

準備

l リリースノートをお読みください。

l 「Enforceの要件(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(43ページ)を参照してください。

l Enforceのユーザに適切なロールを割り当てます。ユーザロールの要件(30ページ)を確認します。

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

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

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

Enforceのインポートでデフォルト設定を使用する

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

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

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

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

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

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

ト設定、ツールの展開を参照してください。

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。

設定 デフォルト値

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

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

https://kb.tanium.com/Category:Tanium_Enforce
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/action_groups.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/action_groups.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#module_dependencies_settings
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#module_dependencies_settings
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設定 デフォルト値

サービスアカウント サービスアカウントには、そのモジュールのインポートに使用したアカウントが設定されます。

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

考慮すべき追加のセキュリティ対策です。「サービスアカウントを設定する(45ページ)」を参照してください。

コンピュータグループ Enforceツールグループには、All Computersが設定されます。

Enforceをインポートしてデフォルトの設定を適用する場合は、以下を参照してください。Tanium Consoleユーザガイド : すべてのモ

ジュールとサービスをインポートする。インポートしたら、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(43ページ)」を参照してください。

Enforceのインポートでカスタム設定を使用する

デフォルトの設定を自動的に適用することなくEnforceのインポートだけ行うには、手順の実行で必ず [Apply All Tanium
recommended configurations (Tanium推奨設定をすべて適用)] チェックボックスをオフにします。手順の詳細は、以下を参照してくだ

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

サービスアカウントの設定については、「サービスアカウントを設定する(45ページ)」を参照してください。

Enforceアクショングループを設定する手順については、Enforceアクショングループを設定する(45ページ)を参照してください。

ソリューションの依存関係を管理する

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

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

Enforceワークベンチを読み込むことはできません。Enforceのインポートで [Tanium Recommended Installation (Tanium推奨インス

トール)] が選択された場合、Tanium Serverはライセンス契約のあるすべてのモジュールを自動的に一括インストールします。その他

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

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

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

1. Tanium Consoleユーザガイドの説明に従って依存関係をインストールします。特定のソリューションをインポート/再インポート/更

新する。

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

バナーが表示されなくなったことを確認します。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_all_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_all_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_specific_modules
https://docs.tanium.com/enforce/enforce/requirements.html#solution_dependencies
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_specific_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_specific_modules
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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：特定のソリューションをインポート/再

インポート/更新する。アップグレードを終えたら、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(43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のインポートまたはアップグレード後、正しいバージョンがインストールされていることを確認します。

1. ブラウザを更新します。

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

3. バージョン情報を表示するには、Info をクリックします。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_specific_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_specific_modules
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Enforceの設定

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

かった場合は、いくつかの機能を手動で有効にして設定する必要があります。

Tanium Endpoint Configurationをインストールおよび設定する

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

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

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

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

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

することができます。

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

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

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

構成の変更を承認するまで構成変更がデプロイされないようにできます。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 (運用管理)] > [Shared Services (共有サービス)] > [Endpoint Configuration] に移動し

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

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

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

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

設定の承認を有効にしている場合は、エンドポイントに設定を展開する前に、Endpoint Configurationで次の設定変更を承認する必

要があります。

l ポリシーの優先順位の更新

l すべてのポリシー施行更新

https://docs.tanium.com/client/client/installing_client_management.html
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/index.html
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Enforceを設定する

サービスアカウントを設定する

このサービスアカウントは、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をインストールされている場合は、Endpoint Configurationがインストールされます。デフォルトで

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

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

Configurationユーザガイド：ユーザロール要件。

Enforceのアクセス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。

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

が設定されます。Taniumソリューションごとに専用のサービスアカウントを設定することは、組織のセキュリティチームと相

談して考慮すべき追加のセキュリティ対策です。

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

2. 設定 をクリックして、[General (全般)] タブをクリックします。

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。

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. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Actions (アクション)] > [Action Groups (アクショングループ)] に移動します。

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

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

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

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

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

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

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

ト設定、ツールの展開を参照してください。

Enforceユーザを設定する

事前に定義されている次の一連のユーザロールを使用して、Enforceのユーザを設定することができます。

各ロールの具体的な権限を確認するには、ユーザロールの要件(30ページ)を参照してください。

https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/action_groups.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/action_groups.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#module_dependencies_settings
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#module_dependencies_settings
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ユーザロールの割り当てについての詳細は、次を参照してください。Tanium Core Platformユーザガイド : ユーザに対するロールの割り当

てを管理する。

Enforce Administrator (Reputation管理者)

Enforceの構成を管理するユーザにEnforce管理者ロールを割り当てます。

このロールは、以下のタスクを実行できます。

l Enforceサービス設定のすべての設定

l ポリシー、ポリシーテンプレート、ポリシータイプ、ポリシーの優先順位、および施行の管理

l リカバリポータル設定の管理

Enforce Defenderスキャンユーザ

Defenderスキャンを表示および作成するユーザにEnforce Defenderスキャンユーザロールを割り当てます。

Enforce Defenderスキャンビューア

Defenderスキャンを表示するユーザにEnforce Defenderスキャンビューアロールを割り当てます。

Enforce Endpoint Configuration Approver

Endpoint ConfigurationでEnforce設定を承認または却下するユーザに、EnforceEndpoint Configuration Approverロールを

割り当てます。

Enforce Operator

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

このロールは、以下のタスクを実行できます。

l Enforceサービスの大部分の設定の設定

l ポリシー、ポリシーテンプレート、ポリシータイプ、ポリシーの優先順位、および施行の管理

Enforce *ポリシー管理者

ポリシーの管理および優先順位付けを行うユーザに、Enforce*ポリシー管理者ロールを割り当てます。

このロールは、以下のタスクを実行できます。

l ポリシー、ポリシーテンプレート、ポリシータイプ、レポートの表示、作成、削除

l ポリシーの優先順位付け

l ポリシーの施行とポリシーの施行の編集

* Linux、Mac、またはWindowsのロールを割り当てることで、さらにアクセスを制限できます。

Enforce *ポリシーユーザ

ポリシーを管理するユーザにEnforce*ポリシーユーザロールを割り当てます。

このロールは、以下のタスクを実行できます。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_users.html#Assign_roles
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_users.html#Assign_roles
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l ポリシーおよびポリシータイプの表示と作成

l レポートの表示、作成、削除

l ポリシーテンプレートの表示

l ポリシーの優先順位の表示と作成

l Enforceのポリシー

* Linux、Mac、またはWindowsのロールを割り当てることで、さらにアクセスを制限できます。

Enforce *ポリシービューア

ポリシー、ポリシーテンプレート、ポリシータイプ、レポートを表示するユーザにEnforce*ポリシービューアロールを割り当てます。

* Linux、Mac、またはWindowsのロールを割り当てることで、さらにアクセスを制限できます。

Enforceリカバリキー管理者

ディスク暗号化リカバリキーを管理するユーザにEnforceリカバリキー管理者ロールを割り当てます。

Enforceリカバリキーユーザ

ディスク暗号化リカバリキーを管理するユーザにEnforceリカバリキーユーザロールを割り当てます。

Enforceリカバリキービューア

ディスク暗号化リカバリキーを表示するユーザにEnforceリカバリキービューアのロールを割り当てます。

Enforceリカバリポータル

ディスク暗号化リカバリキーを表示するユーザにEnforceリカバリポータルユーザロールを割り当てます。このポータルは、Enforceリ

カバリポータルとして使用できます。

Enforceリカバリポータル管理者

リカバリポータルの構成を管理するユーザにEnforceリカバリポータル管理者ロールを割り当てます。

Enforceリカバリーポータルビューア

リカバリポータルの構成とステータスを表示するユーザに、Enforceリカバリポータルビューアロールを割り当てます。

Enforce Service Account

Enforceのシステムの設定をするアカウントにEnforceサービスアカウントロールを割り当てます。このアカウントにはTanium管理者

も割り当てる必要があります。

このロールは、Enforceのいくつかのバックグラウンド処理を実行できます。
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Enforceコンテンツ書き込みワイプアクション

エンドポイントをワイプ、フリーズ、または復元するWindows処置アクションを発行するユーザにEnforceコンテンツワイプアクショ

ンロールを割り当てます。
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ポリシーに取り組む

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の [Overview (概要)] ページで、設定をクリックし、その後、[Anti-Malware (アンチマルウェア)] をクリックします。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

次のいずれかのインストールオプションを選択できます。

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。エンドポイントにSCEPがすでにイ

ンストールされていて、アンチマルウェアSCEPルールを作成する場合は無効にしておきます。

l SCEP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 (ファイルを選択)] または [Update File (ファイルを更新)] 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、次を参照してください。Microsoft Technet: エンドポイント保護。

Enforceでアンチマルウェアの定義に問題がある場合、Enforceの [AntiAnti-Malware (アンチマルウェア)] ページの [Health (健全性)] タ

ブの [Anti-Malware Definitions Status (アンチマルウェア定義のステータス)] セクションの定義の横にエラー が表示されます。Enforce

Settings の [Anti-Malware (アンチマルウェア)] タブで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。詳細については、Tanium

Consoleユーザガイド：アクションロックの管理を参照してください。

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。

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

2. [General (全般)] タブで、[Anti-Malware Override (アンチマルウェアを非優先化)] オプションを有効にします。

https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt629512.aspx
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/action_lock.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/action_lock.html
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Distribute Over Time (ディストリビューションの所要時間)

エンドポイントでのアンチマルウェア施行の適用を、エンドポイントがアクションを受け取った時点(Immediate(即時))、または保存済みア

クションの時間範囲内(Diffused (期間内))のどちらの時期に行うか制御します。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。

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

2. [General (全般)] タブの [Distribute Over Time (配布期間)] 設定で [Immediate (即時)] または [Diffused (期間内)] を選択し

ます。

配布期間設定は、Enforceが管理対象の定義パッケージを新規作成するときに追加されます。新しい定義の更新が

Microsoftからダウンロードされると、その都度、新しいパッケージが作成されます。配布期間設定をすぐに適用する場

合は、管理対象の定義パッケージとスケジュール済みアクションを手動で削除できます。

Reissue Action Interval (再発行の間隔)

アンチマルウェア施行アクションの試行間隔を制御します。

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

2. [General (全般)] タブで [Reissue Action Interval (アクションの再発行間隔)] を設定します。

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。

次のいずれかのオプションを選択できます。

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。
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Enforceの設定 の [Anti-Malware (アンチマルウェア)] タブの [Managed Anti-Malware Definitions Download URLs (管理対象のアン

チマルウェア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(30ページ)」を参照してください。

詳細は、アンチマルウェアポリシーを作成する(61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

Enforceの [Overview (概要)] ページで、設定をクリックし、[AppLocker] をクリックしてAppLocker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)] を選択して、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取り込まれるAppLocker

ルールが含まれています。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、必要に応じてポリシーレベルで変更することできます。少なくとも1つのAllow
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(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。詳細は、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。

ブロックリストのルールテンプレート

[Block List (ブロックリスト)] ルールテンプレートでは、[(Default Rule) All files (デフォルトルール (全ファイル))] 許可ルールに基

づいてすべてのアプリケーションの実行が [Everyone (全員)] 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 (デフォルトルール (全ファイル))] 許可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)]
に適用されます。

l All files (すべてのファイル)：管理者に適用されます。

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-application-control/applocker/understanding-applocker-allow-and-deny-actions-on-rules
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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(111ページ)のワークフロー例を参照してください。

Tanium Clientでは、BAT、EXE、およびVBSファイルが使用されます。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。

デフォルトのルールを変更するのではなく、アプリケーションを許可または拒否する既存のデフォルトの

ルールに追加します。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てください。

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ます。

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ていません。

これらのルールテンプレートは、Allow (許可)ルールやDeny (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のルール)のいずれかのカテゴリを展開

し、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。

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-application-control/applocker/understanding-applocker-default-rules
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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。

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): 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): [Path (パス)] フィールドでフルネームまたはパスを指定します。

e. Publisher (発行者): 発行者と製品名、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

ダウンリストを使用して、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にするかを指定します。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。
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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。Enforceの設定 の [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、必要とされる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、「Core Platformの依存関係(24ページ)」を参照してください。

1. End-User Notificationsサービスをインストールされていて、BitLockerポリシーが施行されるエンドポイントに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ポリシーが施行されるエンドポイントに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ができますが、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。

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の [Overview (概要)] ページで Settings (設定)をクリックして、[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。

3. [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。安全面を考慮したうえで、Tanium Console以外の

場所にキー保管します。災害復旧シナリオでは、このキーが必要になります。
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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-services-

files\postgresqlディレクトリにあります。バックアップ方法については、次を参照してください。Tanium

Platform展開ガイド : Tanium Core Platformのサーバとデータベースをバックアップする」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(55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。

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. [User name (ユーザ名)] と [Password (パスワード )] を入力してデータベースにサインインします。

4. [Database name (データベース名)] を入力します。

5. [Choose File (ファイルを選択)] 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、[Save (保存)] をクリックします。

このファイルを使用して、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。

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/troubleshooting.html#deployment_backup
https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/troubleshooting.html#deployment_backup


© 2022 Tanium Inc. All Rights Reserved 57ページ

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. データベースにサインインするためのユーザ名を入力します。

4. データベースにサインインするための [Password (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、[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(67ページ)」または「FileVaultポリシーを作成する(76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(134ページ)。

Windowsのデバイスクラスとデバイスを管理する

Enforceの [Overview (概要)] ページで設定 をクリックし、[Device Control (デバイス制御)] に移動することで、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

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。
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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。

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。

o 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。

o 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。
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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のデバイス制御ポリシーを作成する(72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(60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(101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。「アンチマルウェアポリシーを作成する(61ページ)」を参照してください。

AppLocker

AppLockerポリシーを利用することで、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したり(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が実行されるようにできます(許可ルール)。「AppLockerポリシーを作成する(64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(67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

のデバイス制御ポリシーを作成する(72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のデバイス制御ポリシーを作成する(72ページ)」を参

照してください。

FileVaultポリシー

FileVaultポリシーを利用して、MacOSのFileVault Encryptionによるエンドポイントのドライブの暗号化を行うことができます。

FileVaultについての詳細は、「FileVaultポリシーを作成する(76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ファイアウォールの管理ポリシーを作成する(80ページ)」と「Linuxファイ

アウォールの管理ポリシーを作成する(85ページ)」を参照してください。
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Machine Administrative Templates

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 (89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サインインできなくしたりす

ることで、失われたり盗まれたりし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(95

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(98ページ)を参照してください。

アンチマルウェア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つのポリシーに複数のアンチマルウェアルールを持つことはできませ

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が複数の設定を持つことはできます。アンチマルウェア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。

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(49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 [Policy Configurations (ポリシー構成)] に移動し、[Actions (アクション)] > [Create (作成)] をクリックしま

す。

2. [Summary (サマリ)]セクションで、ポリシーの識別情報を指定します。

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

b. [Policy Type (ポリシータイプ)] ドロップダウンメニューから、次を選択します: マシン管理テンプレート

いずれかのオペレーティングシステムアイコンをクリックすると、オペレーティングシステムでポリシータイプをフィ

ルタできます。

c. (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。

[Start from existing policy (既存のポリシーから開始)] を選択し、既存のポリシーを選択します。

d. (任意) 詳細設定を展開し、コンテンツセットを選択します。

3. (任意) アンチマルウェアの設定をするには、[Anti-Malware Specific Settings (アンチマルウェア別設定)] セクションを展開し、

[Enable (有効)] を選択します。

a. 必要なTanium除外をポリシーに自動的に追加するには、[Create exclusions for Tanium processes (Taniumプロセスの

除外を作成)] をクリックします。

b. [Managed Definitions (管理対象の定義)] で [Deploy definition update using Tanium (Taniumを使用して定義の更

新)] を選択するかどうかを判断し、[Definition Grace Period (定義猶予期間)] フィールドで必要な操作を行って、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の有無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、アンチマルウェアルールは、Microsoftから直接定義を取得するように設定されています。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、このルールは施行しないとみなされ

ます。このオプションを選択すると、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

を更新するよう設定されます。
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4. ポリシー設定カテゴリのリストから次のカテゴリに移動し、必要に応じてWindows Defender設定を有効にします。設定をした後は

その都度 [Add to Policy (ポリシーに追加)] をクリックします。

l Windowsコンポーネント > Microsoft Defender Antivirus

l Windowsコンポーネント > Microsoft Defender Application Guard

l Windowsコンポーネント > Microsoft Defender Exploit Guard

l Windowsコンポーネント > Windows Defender SmartScreen

5. フィルタを展開し、[Settings (設定)] テキストフィールドで [Defender (管理者)] を検索します。

a. その他のWindows Defenderポリシー設定を有効にし、必要に応じて設定します。

b. ポリシー設定をした後はその都度 [Add to Policy (ポリシーに追加)] をクリックします。

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)] が有効な場合、アンチマルウェアのポリシーを施

行すると、Windows Defenderに対応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。

6. ポリシーのすべての設定が完了したら、[Create (作成)] をクリックします。

これで、[Policy Configurations (ポリシー構成)] ページのポリシーリストにポリシーが表示されます。

Enforceのポリシー

ポリシーは、Enforceにある3つの場所から施行することができます。

l [Policy Configurations (ポリシー構成)] ページの [Enforcement (施行)] タブ

l [Policy Configuration (ポリシー構成)] ページの [Policies (ポリシー)] タブ

l ポリシーをクリックして表示

詳細は、ポリシーの施行(101ページ)を参照してください。
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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(51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、ポリシーの優先順位に基づいて衝突が解決されます。

1. [Enforce] メニューから [Policy Configurations (ポリシー構成)] に移動し、[Actions (アクション)] > [Create (作成)] をクリックしま

す。

2. [Summary (サマリ)]セクションで、ポリシーの識別情報を指定します。

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

b. [Policy Type (ポリシータイプ)] ドロップダウンメニューから、次を選択します: AppLocker

いずれかのオペレーティングシステムアイコンをクリックすると、オペレーティングシステムでポリシータイプをフィ

ルタできます。

c. (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。

[Start from existing policy (既存のポリシーから開始)] を選択し、既存のポリシーを選択します。

d. (任意) 詳細設定を展開し、コンテンツセットを選択します。

3. [Settings (設定)] セクションでポリシーの設定をします。

a. (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。

b. 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。詳細は、AppLockerルールをインポートする(67ページ)を参照してください。

c. ポリシーに設定するルールの種類を選択します。ポリシーに対して設定するルールタイプ(実行可能、Windowsインストー

ラ、またはスクリプト )を選択し、選択した各ルールタイプを設定します。[Deny (拒否)] および [Allow (許可)] ルールには、

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表示されます。
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4. 有効にしたルールタイプの各セクションで、必要に応じて次のように拒否または許可ルールを追加します。

l Deny (拒否)ルールは、ポリシーの施行先のエンドポイントで指定したファイルを実行することを禁止します。

l Allow (許可)ルールは、ポリシーの施行先のエンドポイントで指定したファイルが実行されるのを許可します。

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

Allow (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の詳細は、

AppLockerのデフォルト値を設定する(51ページ)を参照してください。

ドメインポリシーにAppLockerの許可または拒否ルールの設定があること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。

デフォルトのルールを変更するのではなく、ファイルを許可または拒否する既存のデフォルトのルールに追

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

確認してください。

Tanium Clientでは、BAT、EXE、およびVBSファイルが使用されます。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。

a. ルールタイプがAudit Only (監査のみ)かBlocking (ブロック)かを選択します。

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。

l 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、別

のルールを追加 をクリックして、別のハッシュルールを追加します。

Taniumでは、SHA-256ハッシュの生成にはGet-AppLockerFileInformation以外のユーティリティを

使用することをお勧めします。たとえば、Get-FileHashを使用してハッシュを生成できます。Get-
AppLockerFileInformationで生成されたハッシュは、他のユーティリティで生成されたハッシュと異

なり、Enforceでは対応していません。

l Path (パス)を選択した場合は、ファイルのパスまたはファイル名を指定します。

l [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、あるいは指定したバージョンのみであるかを

指定することができます。

*文字は、値全体に対するワイルドカード文字としてのみ使用できます。どの値についても、部分

ワイルドカード値は使用できません。
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e. [Windows user (Windowsユーザ)] セクションでEveryoneまたはAdministratorsを選択して、[Save (保存)] をクリックしま

す。

5. Createをクリックします。

Enforceのポリシー

ポリシーは、Enforceにある3つの場所から施行することができます。
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l [Policy Configurations (ポリシー構成)] ページの [Enforcement (施行)] タブ

l [Policy Configuration (ポリシー構成)] ページの [Policies (ポリシー)] タブ

l ポリシーをクリックして表示

詳細は、ポリシーの施行(101ページ)を参照してください。

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. エクスポートした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、[Save (保存)] をクリックします。

AppLockerイベントログの詳細は、AppLockerイベントログを確認する(118ページ)を参照してください。

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(55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(134ページ)。
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1. [Enforce] メニューから [Policy Configurations (ポリシー構成)] に移動し、[Actions (アクション)] > [Create (作成)] をクリックしま

す。

2. [Summary (サマリ)]セクションで、ポリシーの識別情報を指定します。

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

b. [Policy Type (ポリシータイプ)] ドロップダウンメニューから、次を選択します: BitLocker。

いずれかのオペレーティングシステムアイコンをクリックすると、オペレーティングシステムでポリシータイプをフィ

ルタできます。

c. (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。

[Start from existing policy (既存のポリシーから開始)] を選択し、既存のポリシーを選択します。

d. (任意) 詳細設定を展開し、コンテンツセットを選択します。

このポリシーの要件が不明な場合は、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(55ページ)を参照してください。

3. [Global Encryption Settings (グローバル暗号化設定)] セクションで [Encryption Type (暗号化タイプ)] を選択します。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。

l 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。

l [Software (ソフトウェア)] または [Hardware and Software (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 [Encryption Method (暗号化方式)] を設定します。

l 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ド

キュメンテーション: ドライブの暗号化方法と暗号強度を選択する。

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/bitlocker/bitlocker-group-policy-settings#bkmk-encryptmeth
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/bitlocker/bitlocker-group-policy-settings#bkmk-encryptmeth
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4. (任意) [オペレーティングシステムディスクの暗号化] セクションで [Encrypt Operating System Drives (オペレーティングシステムド

ライブを暗号化)] を選択します。

a. 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。このオプションの詳細

は、次を参照してください。Microsoftドキュメンテーション: 使用ディスク容量のみの暗号化。

b. 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のみの場合は、コンピューターにサインインしているエンドユーザがいない場合にのみドライブを

暗号化できます。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。システムス

テータスを監視し、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4～20の

範囲の数値を設定します。デフォルトでは、PINは数字のみで構成できます。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。

c. (任意) TPMチップが搭載されていないコンピュータの場合は、[Allow BitLocker to run without a compatible TPM (互換

性のあるTPMなしでBitLockerを実行)] するかどうかを指定し、パスワードの最小長を指定します。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

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/bitlocker/bitlocker-device-encryption-overview-windows-10#used-disk-space-only-encryption
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を入力する必要があります。また、PINで文字が重複または連続して使用されないように、[Enforce minimum complexity
requirements (PINまたはパスワードの複雑さの最小要件を施行)] するかどうかを指定することもできます。

5. (任意) [Fixed Disk Encryption section (固定ディスク暗号化セクション)] で [Encrypt Fixed Data Drives (固定データドライブを

暗号化)] を選択します。

a. [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。このオプションの詳細は、次を参照し

てください。Microsoftドキュメンテーション: 使用ディスク容量のみの暗号化。

b. (任意) [Deny write access to removable drives not protected by BitLocker (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を拒否)] を選択します。

このオプションを選択すると、BitLockerで保護されていないすべての固定データドライブが読み取り専用と

してマウントされます。BitLockerで保護されている場合、ドライブはマウントされます。

6. (任意) [Removable Disk Encryption (着脱式ディスクの暗号化)] セクションで、[Deny write access to removable drives not
protected by BitLocker (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を拒否)] を選択します。

7. [End User Notifications (エンドユーザ通知)] セクションで以下の操作を行います。

a. 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。

b. [Reboot Computer (コンピュータを再起動)] セクションでコンピュータを再起動する前にユーザに表示する通知の [Title (タ
イトル)] と [Message (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。

c. [Encrypt Hard Drive (ハードドライブを暗号化)] セクションで、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

必要があることをユーザに知らせるため表示する通知の [Title (タイトル)] と [Message (メッセージ)] を指定します。このメッ

セージは、最初の再起動後の、ハードドライブが暗号化の準備が整った時に表示されます。このメッセージは、暗号化を

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/bitlocker/bitlocker-device-encryption-overview-windows-10#used-disk-space-only-encryption
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開始できる状態になった時に、コンピュータを再起動するようユーザに求めます。

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知ら

せます。

d. 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。

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。

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

a. 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。

このメッセージにはリカバリポータルのURLを含めます。

b. [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。

9. Createをクリックします。

Enforceのポリシー

ポリシーは、Enforceにある3つの場所から施行することができます。

l [Policy Configurations (ポリシー構成)] ページの [Enforcement (施行)] タブ

l [Policy Configuration (ポリシー構成)] ページの [Policies (ポリシー)] タブ

l ポリシーをクリックして表示

詳細は、ポリシーの施行(101ページ)を参照してください。

BitLocker回復キーを表示する

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)] をクリックすると、健全性データと回復キー情報を表示できま

す。
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Windowsのデバイス制御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(57ページ)セクションで説明して

いる手順を実行しておく必要があります。

1. [Enforce] メニューから [Policy Configurations (ポリシー構成)] に移動し、[Actions (アクション)] > [Create (作成)] をクリックしま

す。

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

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. [Policy Type (ポリシータイプ)] ドロップダウンメニューから、次を選択します: デバイス制御 -着脱式ストレージ - Windows。

いずれかのオペレーティングシステムアイコンをクリックすると、オペレーティングシステムでポリシータイプをフィルタで

きます。

2. (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。[Start
from existing policy (既存のポリシーから開始)] を選択し、既存のポリシーを選択します。

3. (任意) 詳細設定を展開し、コンテンツセットを選択します。
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4. [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。

5. Createをクリックします。

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であり、ブロッ

クされません。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. [Policy Type (ポリシータイプ)] ドロップダウンメニューから、次を選択します: デバイス制御 -すべてのデバイス - Windows

いずれかのオペレーティングシステムアイコンをクリックすると、オペレーティングシステムでポリシータイプをフィルタで

きます。

2. (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。[Start
from existing policy (既存のポリシーから開始)] を選択し、既存のポリシーを選択します。

3. (任意) 詳細設定を展開し、コンテンツセットを選択します。

4. (任意) [Notification (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。

5. [General Device Rules (一般デバイスルール)]セクションで、以下の設定をします。

a. [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、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。
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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。

b. [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。

6. [Device Classes (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。デバイスクラスについての詳細は、次を参照してください。Microsoftドキュメンテーション:

Windowsハードウェア開発者 : ベンダが利用できるシステム定義のデバイス設定クラス。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、次を参照してください。Microsoftドキュメンテーション: Windows

ハードウェア開発者 : デバイスノードとデバイススタック。

l [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。

l [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てデバイスクラスが追加された場合、そのクラスはポリシーを保存するまでこの

リストに表示されません。

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/install/system-defined-device-setup-classes-available-to-vendors
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/install/system-defined-device-setup-classes-available-to-vendors
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/gettingstarted/device-nodes-and-device-stacks
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/gettingstarted/device-nodes-and-device-stacks
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l [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。

7. [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、

「Windowsのデバイスクラスとデバイスを管理する(57ページ)」を参照してください。

l [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。

l [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USBデバイスクラス
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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。

l [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。

8. Createをクリックします。

Enforceのポリシー

ポリシーは、Enforceにある3つの場所から施行することができます。

l [Policy Configurations (ポリシー構成)] ページの [Enforcement (施行)] タブ

l [Policy Configuration (ポリシー構成)] ページの [Policies (ポリシー)] タブ

l ポリシーをクリックして表示

詳細は、ポリシーの施行(101ページ)を参照してください。

FileVaultポリシーを作成する

FileVaultポリシーを作成するには、次の設定が行われている必要があります。

l 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(55ページ)」を参照してください。

l 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。

l 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、そのポリシーの施行は成功しません。

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(134ページ)。

エンドポイントで、Tanium Enforce FileVaultポリシーを使用することなく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、[Enforde FileVault]
ポリシーを展開できるようになります。パッケージを実行しなかった場合、EnforceのFileVaultポリシーの施行に成功した

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。
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1. [Enforce] メニューから [Policy Configurations (ポリシー構成)] に移動し、[Actions (アクション)] > [Create (作成)] をクリックしま

す。

2. [Summary (サマリ)]セクションで、ポリシーの識別情報を指定します。

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

b. [Policy Type (ポリシータイプ)] ドロップダウンメニューから、次を選択します: FileVault。

いずれかのオペレーティングシステムアイコンをクリックすると、オペレーティングシステムでポリシータイプをフィ

ルタできます。

c. (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。

[Start from existing policy (既存のポリシーから開始)] を選択し、既存のポリシーを選択します。

d. (任意) 詳細設定を展開し、コンテンツセットを選択します。

このポリシーの要件が不明な場合は、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(55ページ)を参照してください。

3. [End User Notification (エンドユーザ通知)] セクションで以下の操作を行います。

a. 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)を選択またはドラッグします。

b. ウィンドウのプロンプトに対する、FileVault Encryptionなどの簡潔な [Window Title (ウィンドウのタイトル)] を指定します。

c. ユーザ向けにポリシーを説明する短い [Message Title (メッセージのタイトル)] を指定します。
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d. ユーザに表示する [Messages (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。

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

l [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)] を
選択します。組織用回復キーの生成の詳細は、次を参照してください。Appleドキュメンテーション: IntelベースのMacで

組織用回復キーを使用する方法。

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 )] をクリックして公開キーを探し、Tanium Consoleにアップロードします。このキーは、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。

https://support.apple.com/en-us/HT202385
https://support.apple.com/en-us/HT202385
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l エンドユーザがアクセスできる、マシンで生成される一意の [Personal Recovery Key (個人用回復キー)] を使用する場

合は、[Enable Public Key (公開キーを有効にする)] を選択します。リカバリポータル(Postgres DB)を使用する場合は、こ

のキーの種類を選択します。リカバリポータル構成の詳細は、次を参照してください。関連情報：暗号化管理の回復用

ポータル(134ページ)。

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すると、[Download Public Key (公開キーをダウンロード )] リンクが表示され、必要に応じて

キーを取得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た後、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。

5. 必要に応じてAdditional Options (追加のオプション)を設定します。

a. 次回サインイン時にEnable FileFaultパスワードを入力するようユーザに求めるには、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)を選択します。このチェックボックスを選択しなかっ

た場合、ユーザは次回サインアウト時にEnable FileVaultパスワードをを入力するよう求められます。

b. [Allow user to cancel Enable FileVault log in prompt (Enable FileVaultログインプロンプトのキャンセルをユーザに許可)]
を選択し、[Condition (条件] を選択します。

l Enable FileVaultパスワードプロンプトをキャンセルに対するアクセスをユーザが無制限に行えるようにする場合は、

[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)] を選択します。

l FileVaultを有効にするパスワードの入力を強制的に求め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

する場合は、[Only allow user to cancel prompt (プロンプトのキャンセルをユーザに許可する条件)] を選択しま

す。

6. Createをクリックします。
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Enforceのポリシー

ポリシーは、Enforceにある3つの場所から施行することができます。

l [Policy Configurations (ポリシー構成)] ページの [Enforcement (施行)] タブ

l [Policy Configuration (ポリシー構成)] ページの [Policies (ポリシー)] タブ

l ポリシーをクリックして表示

詳細は、ポリシーの施行(101ページ)を参照してください。

Windowsファイアウォールの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 [Policy Configurations (ポリシー構成)] に移動し、[Actions (アクション)] > [Create (作成)] をクリックしま

す。

2. [Summary (サマリ)]セクションで、ポリシーの識別情報を指定します。

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

b. [Policy Type (ポリシータイプ)] ドロップダウンメニューから、次を選択します: ファイアウォールの管理 - Windows

いずれかのオペレーティングシステムアイコンをクリックすると、オペレーティングシステムでポリシータイプをフィ

ルタできます。

c. (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。

[Start from existing policy (既存のポリシーから開始)] を選択し、既存のポリシーを選択します。

d. (任意) 詳細設定を展開し、コンテンツセットを選択します。

3. [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。

4. [Firewall Profiles (ファイアウォールのプロファイル)] セクションで、以下の設定をします。

a. [Domain (ドメイン)]、[Private (プライベート)]、および [Public (パブリック)] を展開し、ポリシープロファイルを定義します。プ

ロトコルについての詳細は、次を参照してください。Microsoftドキュメンテーション: ファイアウォールのプロファイルを理解す

る。

https://technet.microsoft.com/en-us/library/getting-started-wfas-firewall-profiles-ipsec(v=ws.10).aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/getting-started-wfas-firewall-profiles-ipsec(v=ws.10).aspx
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b. [Network Selection (ネットワークの選択)] で [Default (デフォルト)] か [Enabled (有効)]、[Disabled (無効)] のいずれか

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. ファイアウォールルールに関する次のフィールドで必要な操作を行って、[Create (作成)] をクリックします。

フィールド 説明

名前 (必須 ) ルールの簡単な名前を入力します。

方向 (必須 ) 接続の方向として、[Outbound (アウトバウンド )]、[Inbound (インバウン

ド )]、[Bi-directional (双方向 )] のいずれかを選択します。

アクション (必須 ) 作成す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

トワークプロトコル)

(必須 ) 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の詳細は、次を参照してください。Microsoftドキュメンテーション:

ファイアウォールルールのプロパティのページ: プロトコルとポートのタブ。

グループ (任意 ) 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

ケーションパス)

アプリケーションパスの例は次のとおりで

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

Local Address(es) (ロー

カルアドレス)

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

ポート)

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) (リ

モートアドレス)

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

ができます。IPアドレスはコンマで区切ります。

Remote Port(s) (リモート

ポート)

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

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

名 )

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。

https://technet.microsoft.com/library/351343cb-04e0-4e23-914a-27a40f520259.aspx
https://technet.microsoft.com/library/351343cb-04e0-4e23-914a-27a40f520259.aspx


© 2022 Tanium Inc. All Rights Reserved 83ページ

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. [Inbound Rules (インバウンドルール)] を右クリックし、[Export List... (リストをエクスポート ...)] をクリックして、ファイルを [Text
(Tab Delimited) .txt (テキスト(タブ区切り).txt)] ファイルとして保存します。

3. [ファイアウォールルール] セクションで、[Import (インポート)] > [Import from Windows TSV file (Windows TSV ファイルからイン

ポート)] をクリックします。

4. [Select TSV File (TSVファイルを選択)] 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、[Proceed (続行)] をクリックします。

6. [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。

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
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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、[Add (追加)] をクリックして、[OK] をクリックします。

4. [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

1. [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)] > [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。

2. [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エンドポ

イントからインポートする既存のルールを選択します。

3. [Add Rule (ルールの追加)] をクリックします。

Enforceのポリシー

ポリシーは、Enforceにある3つの場所から施行することができます。

l [Policy Configurations (ポリシー構成)] ページの [Enforcement (施行)] タブ

l [Policy Configuration (ポリシー構成)] ページの [Policies (ポリシー)] タブ

l ポリシーをクリックして表示

詳細は、ポリシーの施行(101ページ)を参照してください。
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Linuxファイアウォールの管理ポリシーを作成する

1. [Enforce] メニューから [Policy Configurations (ポリシー構成)] に移動し、[Actions (アクション)] > [Create (作成)] をクリックしま

す。

2. [Summary (サマリ)]セクションで、ポリシーの識別情報を指定します。

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

b. [Policy Type (ポリシータイプ)] ドロップダウンメニューから、次を選択します: ファイアウォールの管理 - Linux

いずれかのオペレーティングシステムアイコンをクリックすると、オペレーティングシステムでポリシータイプをフィ

ルタできます。

c. (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。

[Start from existing policy (既存のポリシーから開始)] を選択し、既存のポリシーを選択します。

d. (任意) 詳細設定を展開し、コンテンツセットを選択します。

3. [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)] セクションの [Input (入力)]、
[Output (出力)]、および [Forward (転送)] フィールドで [Accept (承諾)] または [Drop (ドロップ)] を選択します。

4. [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 (必須 ) ルールの簡単な名前を入力します。

表 (必須 ) 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) (必須 ) [Input (入力 )]、[Output (出力 )]、または[Forward (転送 )] を選択して、パ

ケットの配信パス上のルールが評価される場所を指定します。

ターゲット 次のオプションのいずれかを選択します。

Accept (承諾 ): 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。

Reject (拒否 ): 応答を送り返し、パケットをドロップします。

Queue (キュー): パケットをユーザスペースに渡します。

Network Protocol (ネッ

トワークプロトコル)

(任意 ) チェックするルールまたはパケットのプロトコルを選択します。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。

選択したプロトコル以外のすべてが含めるには、[Inverse (反転 )] オプションを選択

します。

State (状態 ) (任意 ) 次のオプションのいずれかを選択します。

l New (新規 )：パケットが新しい接続を開始しました。

l 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。

l 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。

l 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

アドレス)

(任意 ) 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

範囲のコンマ区切りのリスト。

入力したアドレス以外のすべてを含めるには、[Inverse (反転 )] オプションを選択し

ます。
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フィールド 説明

Destination Address

(送信先アドレス)

(任意 ) 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

範囲のコンマ区切りのリスト。

入力したアドレス以外のすべてを含めるには、[Inverse (反転 )] オプションを選択し

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)

ポートまたはポート範囲のコンマ区切りリストです。

Destination ports(s)

(送信先ポート)

ポートまたはポート範囲のコンマ区切りリストです。

In Interface (入力イン

ターフェイス)

パケットを受信したインターフェイスの名前。

Out Interface (出力イン

ターフェイス)

パケットを送信するインターフェイスの名前。

[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。

2. [Import Firewall Rules from Tanium Endpoints (Taniumエンドポイントからファイアウォールルールをインポート)] ウィンドウで、

Taniumエンドポイントからインポートする既存のルールのチェックボックスを選択します。

3. [Add Rule (ルールの追加)] をクリックします。



© 2022 Tanium Inc. All Rights Reserved 89ページ

ルールに [rule not supported... (サポートされていないルール)] が指定されていることがあります。これはそのルールが

Enforceによってサポートされないことを意味します。ただし、ルールのリストにはルールの構成全体が表示されるため、

必要に応じて手動で設定することができます。

Enforceのポリシー

ポリシーは、Enforceにある3つの場所から施行することができます。

l [Policy Configurations (ポリシー構成)] ページの [Enforcement (施行)] タブ

l [Policy Configuration (ポリシー構成)] ページの [Policies (ポリシー)] タブ

l ポリシーをクリックして表示

詳細は、ポリシーの施行(101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 [Policy Configurations (ポリシー構成)] に移動し、[Actions (アクション)] > [Create (作成)] をクリックしま

す。

2. [Summary (サマリ)]セクションで、ポリシーの識別情報を指定します。

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

b. [Policy Type (ポリシータイプ)] ドロップダウンメニューから、次を選択します: 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、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。

いずれかのオペレーティングシステムアイコンをクリックすると、オペレーティングシステムでポリシータイプをフィ

ルタできます。

c. (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。

[Start from existing policy (既存のポリシーから開始)] を選択し、既存のポリシーを選択します。

d. (任意) 詳細設定を展開し、コンテンツセットを選択します。

3. (任意) アンチマルウェアの設定をするには、[Anti-Malware Specific Settings (アンチマルウェア別設定)] セクションを展開し、

[Enable (有効)] を選択します。

a. 必要なTanium除外をポリシーに自動的に追加するには、[Create exclusions for Tanium processes (Taniumプロセスの

除外を作成)] をクリックします。

b. [Managed Definitions (管理対象の定義)] で [Deploy definition update using Tanium (Taniumを使用して定義の更

新)] を選択するかどうかを判断し、[Definition Grace Period (定義猶予期間)] フィールドで必要な操作を行って、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の有無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。
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デフォルトでは、アンチマルウェアルールは、Microsoftから直接定義を取得するように設定されています。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、このルールは施行しないとみなされ

ます。このオプションを選択すると、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

を更新するよう設定されます。

4. ポリシー設定カテゴリのリストからカテゴリを選択し、使用可能なポリシー設定を表示します。

[Filters (フィルタ)] を展開して条件を入力することで、カテゴリと設定のリストをフィルタリングすることができます。

カテゴリ内のポリシー名に追加のフィルタを適用できます。

ポリシーの設定では、次のいずれかの状態を選択します。

l Not Configured (設定なし): 設定は、別のグループポリシー設定によって決定される場合があります。それ以外の場合

は、デフォルトのMicrosoft設定が使用されます。

l 有効。独自の設定を入力する必要があります。

l 無効。デフォルトのMicrosoft設定が使用されます。
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詳細は、次を参照してください。Microsoftドキュメンテーション: Windows 10の設定アプリのグループポリシーを使用する。

ポリシー設定カテゴリの例(91ページ)の上位マシンの管理テンプレートポリシーカテゴリ例を参照してください。

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、次を参照してください。

Microsoftドキュメンテーション: 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 。

a. 必要に応じてポリシー設定を有効にして設定します。

b. ポリシーの設定をしたら、[Add to Policy (ポリシーに追加)] をクリックします。

5. ポリシーのすべての設定が完了したら、[Create (作成)] をクリックします。

Enforceのポリシー

ポリシーは、Enforceにある3つの場所から施行することができます。

l [Policy Configurations (ポリシー構成)] ページの [Enforcement (施行)] タブ

l [Policy Configuration (ポリシー構成)] ページの [Policies (ポリシー)] タブ

l ポリシーをクリックして表示

詳細は、ポリシーの施行(101ページ)を参照してください。

ポリシー設定カテゴリの例

各種ポリシー設定を使用してマシン管理テンプレートポリシーを設定することができます。ポリシー設定は、マイクロソフトがグループポリ

シーの管理に使用するのと同じカテゴリに分類されています。次の表は、上位のカテゴリの多くと、各カテゴリに含まれるポリシー設定の

タイプを示しています。

カテゴリ(最上位 ) ポリシー設定の概要

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の制限事項とSMBサーバ、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。

Mozilla 認証、証明書、クッキー、場所、通知、拡張機能、ブックマーク、その他の設定など。

マシン管理テンプレートポリシーのカテゴリ例

https://support.microsoft.com/en-us/help/4019502/how-to-use-the-settings-app-group-policy-on-windows-10
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25250
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55319
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55319
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カテゴリ(最上位 ) ポリシー設定の概要

ネットワーク ネットワーク接続など。

OneDrive OneDriveの同期アプリ、アカウント、アクセス権限、帯域幅管理、ディスク容量オプションなど。

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。

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。

マシン管理テンプレートポリシーのカテゴリ例 (続き)

処置ポリシーを作成する

1. [Enforce] メニューから [Policy Configurations (ポリシー構成)] に移動し、[Actions (アクション)] > [Create (作成)] をクリックしま

す。

[Device Actions (デバイスアクション)] 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、ポリシーの識別情報を指定します。

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

b. [Policy Type (ポリシータイプ)] ドロップダウンメニューから、次を選択します: 処置 - Windows、処置 - Mac、または処置 -
Linux。

いずれかのオペレーティングシステムアイコンをクリックすると、オペレーティングシステムでポリシータイプをフィ

ルタできます。

c. (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。

[Start from existing policy (既存のポリシーから開始)] を選択し、既存のポリシーを選択します。

d. (任意) 詳細設定を展開し、コンテンツセットを選択します。

3. [Remediation (処置)] セクションの [Add Task(タスクを追加)] ドロップダウンリストから、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。
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l 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。「処置ポリシーファイルの

パターンマッチング例(94ページ)」を参照してください。

l 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。

l 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。

l 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。

l 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。

[Service Name (サービス名)] フィールドには、サービス表示名ではなくサービス名を入力します。

l 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。

[Service Name (サービス名)] フィールドには、サービス表示名ではなくサービス名を入力します。

l 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ハイブを対象にするタスクで、ワイルドカード (*)を使用してすべての

ユーザを対象にした場合、ポリシーの施行時にサインアウトしているユーザはスキップされます。

l 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。この変更を元に戻すことはできませ

ん。

l 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。対象システムからユーザ

を直ちにロックアウトするかどうかを指定することもできます。

l 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。

パージ処置ポリシータイプの詳細は、パージ処置ポリシーを作成する(95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。

l 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。
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l 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。

l 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。

[Service Name (サービス名)] フィールドには、サービス表示名ではなくサービス名を入力します。

4. 定義するタスクの必須フィールドで必要な操作を行います。

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

Enforceのポリシー

ポリシーは、Enforceにある3つの場所から施行することができます。

l [Policy Configurations (ポリシー構成)] ページの [Enforcement (施行)] タブ

l [Policy Configuration (ポリシー構成)] ページの [Policies (ポリシー)] タブ

l ポリシーをクリックして表示

詳細は、ポリシーの施行(101ページ)を参照してください。

処置ポリシーファイルの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ドキュメンテーション: glob - Unix形式のパ

ス名パターン展開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に名前で一致。 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に一致。 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に一致。 実際のパス: c:\a\b\c\file.exe

ワイルドカード: c:\a\*\c\*.exe

ファイル名の先頭文字の大文字と小文字の区別を無効。 実際のパス: c:\a\b\c\File.exe

ワイルドカード: c:\a\b\c\[Ff]ile.exe

https://docs.python.org/3.8/library/glob.html
https://docs.python.org/3.8/library/glob.html
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定義 例

ファイル名の1文字に一致。 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サインインできなくしたりすること

で、失われたり盗まれたりし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してください。

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。

1. [Enforce] メニューから [Policy Configurations (ポリシー構成)] に移動し、[Actions (アクション)] > [Create (作成)] をクリックしま

す。

[Device Actions (デバイスアクション)] 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、ポリシーの識別情報を指定します。

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

b. [Policy Type (ポリシータイプ)] ドロップダウンメニューから、次を選択します: 処置 - Windows

いずれかのオペレーティングシステムアイコンをクリックすると、オペレーティングシステムでポリシータイプをフィ

ルタできます。

c. (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。
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[Start from existing policy (既存のポリシーから開始)] を選択し、既存のポリシーを選択します。

d. (任意) 詳細設定を展開し、コンテンツセットを選択します。

3. [Remediation (処置)] セクションの [Add Task(タスクを追加)] ドロップダウンリスト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。

l Purge - Delete all nonessential files (パージ -不要なすべてのファイルを削除): 次のタスクを実行することで対象システ

ムから、破壊的かつ回復不能な方法でTanium以外およびWindows以外のすべてのファイルをワイプ処理します。この変

更を元に戻すことはできません。

BitLockerとTPMは必要ありません。このプロセスは完了するのに1時間ほどかかることがあります。

o エンドポイントをロックします。ユーザはエンドポイントにアクセスできなくなり、開いているプログラムを閉じるために

システムが再起動されます。

o 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

o 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しまする

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

o 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

o 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)
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a. [Request (依頼者)] フィールドに、パージを依頼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)。

c. 選択した対象のMACアドレスを入力して、正しい対象がアクションを受信することを確認します。MACアドレスはホ

スト名よりも対象を明確に識別します。

l 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

て以下のタスクを実行することで、対象システムから非破壊的な方法でユーザを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、ユーザは引き続きサ

インインできず、エンドポイントは起動できなくなります。

o 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

o ハードウェアTPMからBitLockerキーを削除する

o エンドポイントを強制的にシャットダウンする

o 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。

d. (任意) 対象システムからユーザを直ちにロックアウトしない場合は、[User Account Lockout (ユーザアカウントの

ロックアウト)] オプションをクリアします。

l 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引き

続きサインインはできません。このタスクはユーザアカウントを復元し、ユーザは再度ログインできるようになります。

o BitLockerプロテクターリストにTPMを追加し直す

o ロックアウトしていたアカウントを回復する

o 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。

4. Createをクリックします。

Enforceのポリシー

ポリシーは、Enforceにある3つの場所から施行することができます。

l [Policy Configurations (ポリシー構成)] ページの [Enforcement (施行)] タブ

l [Policy Configuration (ポリシー構成)] ページの [Policies (ポリシー)] タブ

l ポリシーをクリックして表示
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詳細は、ポリシーの施行(101ページ)を参照してください。

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、対象エンドポイントを再起動する必要が

あります。

何もブロックしない、またはTanium Clientなどの常に信頼できるパスを許可する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 [Policy Configurations (ポリシー構成)] に移動し、[Actions (アクション)] > [Create (作成)] をクリックしま

す。

2. [Summary (サマリ)]セクションで、ポリシーの識別情報を指定します。

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

b. [Policy Type (ポリシータイプ)] ドロップダウンメニューから、次を選択します: SRPの管理

いずれかのオペレーティングシステムアイコンをクリックすると、オペレーティングシステムでポリシータイプをフィ

ルタできます。

c. (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。

[Start from existing policy (既存のポリシーから開始)] を選択し、既存のポリシーを選択します。

d. (任意) 詳細設定を展開し、コンテンツセットを選択します。

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。
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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、[Save (保存)] をクリックします。

5. 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。
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Enforceのポリシー

ポリシーは、Enforceにある3つの場所から施行することができます。

l [Policy Configurations (ポリシー構成)] ページの [Enforcement (施行)] タブ

l [Policy Configuration (ポリシー構成)] ページの [Policies (ポリシー)] タブ

l ポリシーをクリックして表示

詳細は、ポリシーの施行(101ページ)を参照してください。

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 [Policy Configurations (ポリシー構成)] をクリックし、[Actions (アクション)] > [Import (インポート)] をクリッ

クします。

2. [Browse for File (ファイルの参照)] をクリックし、JSONファイルを選択して、[Open (開く)] をクリックします。

3. 必要な変更を行い、[Save (保存)] をクリックします。

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。

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。

ポリシーをエクスポートする

1. [Enforce] メニューで [Policy Configurations (ポリシー構成)] 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、[Actions (アクション)] > [Export (エクスポート)] をクリックします。

各ポリシーは1つのJSONファイルとしてダウンロードされます。ダウンロードした各JSONファイルを使用して、各ポリシーをインポートできま

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(11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。
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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。

1. [Enforce] メニューから [Policy Configurations (ポリシー構成)] に移動し、[Actions (アクション)] > [Prioritize (優先順位付け)]
をクリックして、優先順位フィールドを編集できるようにします。

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。変更を承諾する場合は、更新された優

先順位をプレビュー をクリックし、変更を取り消す場合は、キャンセル をクリックします。更新された優先順位をプレビュー 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が更新されます。

3. (任意) 変更を元の優先順位に戻すには、[Cancel (キャンセル)] をクリックします。

4. 新しい優先順位でよければ、[Save (保存)] をクリックします。

ポリシーの施行

ポリシーは、Enforceにある3つの場所から施行することができます。

l [Policy Configurations (ポリシー構成)] ページの [Enforcement (施行)] タブ

l [Policy Configuration (ポリシー構成)] ページの [Policies (ポリシー)] タブ

l ポリシーをクリックして表示

施行を作成する

[Policy Configuration (ポリシー構成)]ページの [Enforcement (施行)] タブから施行を作成する

1. [Enforce] メニューで [Policy Configurations (ポリシー構成)] をクリックし、必要に応じて [Enforcements (施行)] タブをクリックし

て、[Create Enforcement (施行を作成)] をクリックします。

2. 施行の名前を入力し、ポリシーを選択します。

3. 施行の作成を実行する(102ページ)を参照して、施行の作成を続けます。
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[Policy Configuration (ポリシー構成)]ページの [Policies (ポリシー)] タブから施行を作成する

1. [Enforce] メニューで [Policy Configurations (ポリシー構成)] をクリックし、必要に応じて [Policies (ポリシー)] タブをクリックしま

す。

2. ポリシーを選択し、[Action (アクション)] > [Enforce] をクリックします。

3. 施行の名前を入力します。

選択したポリシーが、[Policy (ポリシー)] フィールドに自動的に表示されます。

4. 施行の作成を実行する(102ページ)を参照して、施行の作成を続けます。

個々のポリシーから施行を作成する

1. [Enforce] メニューで [Policy Configurations (ポリシー構成)] をクリックし、必要に応じて [Policies (ポリシー)] タブをクリックしま

す。

2. 施行するポリシーをクリックして、施行 をクリックします。

3. 施行の名前を入力します。

選択したポリシーが、[Policy (ポリシー)] フィールドに自動的に表示されます。

4. 施行の作成を実行する(102ページ)を参照して、施行の作成を続けます。

施行の作成を実行する

1. [Target (対象)] セクションで [Select Computer Groups (コンピュータグループを選択)] をクリックし、Tanium Consoleの

[Administration (運用管理)] セクションで定義したグループを選択します。Tanium Platformユーザガイド：コンピュータグループ

の管理を参照してください。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コンピュータグループの一部にアクセスできない場合があります。対象ウィンドウで [All
(すべて)] または [Available (使用可能)] をクリックすると、それぞれすべてのコンピュータグループ、または表示アク

セス権限のあるコンピュータグループのみが表示されます。また、選択したグループ内のコンピュータへのアクセス

権がルールによって制限されている場合もあります。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(112ページ)を参照してください。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_computer_groups.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_computer_groups.html
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2. (任意) グループを制限することもできます。

l エンドポイントを個別指定 : 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は、50台を超えてはいけません。

l クエスチョンを実行：フィルタ型Questionを入力。

l ルールを定義 : 行とグループを追加してフィルタを作成します。

3. [Preview (プレビュー)] セクションで、対象に設定するコンピュータを確認します。
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4. (任意) [Schedule (スケジュール)] セクションで、施行の [Start Time (開始時刻)] と [End Time (終了時刻)] オプションを選択し

ます。

l [Run now (今すぐ実行)] を選択するか、[Custom (カスタム)] を選択して開始時刻をスケジュールします。

l ポリシー施行が特定の時間の経過後に期限切れになるようにする場合は、[Never (無期限)] を選択するか、[Custom
(カスタム)]を選択して終了時刻をスケジュールします。たとえば、特定の時間内だけ着脱式ドライブへの書き込みを許可

するように指定できます。

5. (任意) 処置ポリシーの場合は、以下のオプションを選択して設定することもできます。

l Repeat：施行アクションの発行頻度を指定できます。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。

l Distribute Over Time (配布期間): エンドポイントでの施行の適用を、エンドポイントが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の時間範囲内(Diffused(期間内))のどちらの時期に行うか制御できま

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。

6. [Create (作成)] をクリックして施行を作成します。

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。詳細は、施行を削除する

(105ページ)を参照してください。

[Policy Configuration (ポリシー構成)] ページの [Enforcement (施行)] タブで施行のステータスを表示するには、施行の横にある矢

印をクリックして、ステータス情報を展開します。また、施行の詳細ページの [Summary (サマリ)] セクションでステータス情報を表示する

こともできます。施行の各状態については、施行(11ページ)を参照してください。

施行を表示する

[Enforce] メニューで [Policy Configuration (ポリシー構成)] をクリックし、必要に応じて [Enforcements (施行)] タブをクリックします。
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結果をフィルタリングする

施行の [Endpoints (エンドポイント)] セクションでは、コンピュータグループやオペレーティングシステム、演算子(contains、does not
contain)、プレーンテキストなどの項目で結果をフィルタできます。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。

Question結果のフィルタリングとマージについての詳細は、次を参照してください。Tanium Interactユーザガイド : Questionの結果の管

理。

施行を削除する

施行のリストから施行を選択し、削除 をクリックします。施行を個別にクリックして、削除 をクリックすることもできます。

https://docs.tanium.com/interact/interact/results.html
https://docs.tanium.com/interact/interact/results.html
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ポリシーの可視性の制限

Enforce 1.8以降では、特定のコンテンツセット用のポリシーを作成して、職務またはグループの間でポリシーの可視性を分けることがで

きます。

概要

グループ別にポリシーの表示を制限する場合は、職務グループに応じてコンテンツセットとRBACロールを作成することができます。この例

では、Westという名前のコンテンツセットとWest Policy Usersという名前のRBACロールを使用しています。

準備

使用しているEnforceが1.8以降であることを確認します。

職務グループに応じたコンテンツセットを作成する

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Content Sets (コンテンツセット)] に移動し、

[New Content Set (新規コンテンツセット)] をクリックします。

2. コンテンツセット名にWestと入力し、必要に応じて説明も入力して、[Save (保存)] をクリックします。

コンテンツセットについては、次を参照してください。Tanium Consoleユーザガイド : コンテンツセットの管理

ユーザまたはユーザグループに割り当てるロールを作成する

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Roles (ロール)] に移動し、[New Roles (新
規ロール)] をクリックします。

2. [Role Details (ロールの詳細)] セクションのロール名で [West Policy Users]、必要に応じて説明を入力します。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_content_sets.html
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3. [Permissions (アクセス権限)] セクションで、次のアクセス権限を付与し、必要なコンテンツセットを追加します。
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a. Endpoint Configurationを展開して、次のアクセス権限を付与します。

アクセス権限 アクセス コンテンツセット

Endpoint Configuration 読み取り Enforceグローバルオブジェクト

West

書き込み West

Endpoint Configuration API 実行

Endpoint Configurationモジュール 使用 Enforceグローバルオブジェクト

West
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b. Enforceを展開して、次のアクセス権限を付与します。

アクセス権限 アクセス コンテンツセット

Enforce 表示

Enforce作成 施行 Enforceグローバルオブジェクト

West

Enforce任意編集 施行 West

ポリシーの種類 読み取り Enforceグローバルオブジェクト

Enforce Linux

Enforce Mac

Enforceサービスオブジェクト

Enforce Windows

予約

4. [Save (保存)] をクリックします。
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5. 選択したユーザまたはユーザグループにWest Policy Users RBACロールを割り当てます。

a. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [User (ユーザ)] または

[Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [User Groups (ユーザグループ)] に移動し、ユーザまたは

ユーザグループの名前をクリックします。

b. [Roles (ロール)] セクションで、[Manage Roles (ロールの管理)] をクリックして、[West Policy Users] を選択し、[Apply (適
用)] をクリックします。

c. ページ末までスクロールし、[Save (保存)] をクリックします。

RBACロールの詳細は、次を参照してください。Tanium Consoleユーザガイド : ロールの管理を参照してください。

ポリシーを作成する

1. West Policy Users RBACロールを持つユーザとしてTanium Consoleにサインインします。

2. メインメニューから [Modules (モジュール)] > [Enforce] に移動します。

3. [ポリシーの作成(60ページ)] の手順に従ってポリシーを作成し、[Content Set (コンテンツセット)] セクションで [West] コンテンツ

セットを選択します。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_roles.html
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ベストプラクティスの採用とポリシー

アンチマルウェアポリシー

アンチマルウェアポリシーを正しく施行するには、管理対象の定義を有効にし、TaniumからMicrosoftアンチマルウェア定義を展開する

必要があります。エンドポイントにWindows 7またはそれ以前のバージョンがある場合は、Enforce設定 の [Anti-Malware (アンチマル

ウェア)] タブでSCEPを有効にします。

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日間施行する必要があります。

3. [AppLocker Warnings (AppLockerの警告)] レポートのブロック済み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 (ドリルダウン型Questionを選択)] ウィンドウの [Create Question (Questionを作成)] タブで、

「applocker threat details」と入力し、全マシンでその結果表示されるクエリ「Get AppLocker Threat Details Last X
Days」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。

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd723678(v=ws.10).aspx
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ファイアウォールルール

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

ウォールポリシーが有効になるには、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。

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。

https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831534(v=ws.11).aspx
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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

アンチマルウェアスキャンは、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、スケジュールを設定して実行することもできます。

スキャンについてお詳細は、以下を参照してください。Microsoft：Defenderのスキャン。

1. [Enforce] メニューで [Device Action (デバイスアクション)] をクリックし、[Create Scan (スキャンを作成)] をクリックします。

2. [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。

l 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にマルウェアがないか検索するには、Quick
(クイック)スキャンを選択します。

l システムが侵害されていないかより徹底的にスキャンするには、Full (完全)スキャンを選択します。一般に、疑わしいアク

ティビティがあると、ただちにフルスキャンが行われます。このスキャン方法は、完了するのに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。

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

l [Individual Computer (個別コンピュータ)] を選択し、[Computer Group (コンピュータグループ)] を作成して、スキャン

対象にするコンピュータを個別に追加します。個別コンピュータの編集フィールドの内側をクリックし、選択すると、そのコン

ピュータをコンピュータグループに追加することができます。

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-antivirus/scheduled-catch-up-scans-windows-defender-antivirus
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4. [Schedule (スケジュール)] セクションでは、以下の操作を行います。

l [Run immediately (すぐに実行)] を選択して、スキャンをすぐに実行します。

l [Run on a defined schedule (スケジュールで実行)] を選択し、Start (開始)時刻を設定します。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、スキャン対象としてオンラインになっている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。Closed (終了)は、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ないこ

とを示します。

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、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。詳細については、以下を参照してください。Tanium Consoleユーザガイド：アクションの

概要。

[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。

フィルタの設定

ドロップ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はブールの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て、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)] をクリックします。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_overview.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_overview.html
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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)] 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

結果は、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)] をクリックします。

https://docs.tanium.com/interact/interact/results.html
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ライブ更新

[Results (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。

一時停止 をクリックすると、グリッドの更新が停止し、再生 をクリックすると更新が再開します。

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つの結果が1行に表示されます。これはエンドポイント1つに5行を意味しま

す。High CPU Processesセンサーから返されたプロセスごとに1行です。

o 1行に複数行 -積み上げすべての結果を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の [Overview (概要)] ページの [Anti-malware Health (アンチマルウェアの健全性)] タブでは、更新が最後にダウンロードされた

時刻など、アンチマルウェア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。
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Enforceのトラブルシューティング

Enforceが期待通りに機能しない場合は、問題のトラブルシューティングまたは設定の変更が必要になることがあります。Taniumの登録

ユーザは、サインインしてTaniumコミュニティ: Tanium Enforceトラブルシューティングガイドを表示してEnforceのトラブルシューティングの

詳細情報をご覧いただくことができます。

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. Enforceの [Overview (概要)] ページで Help (ヘルプ)をクリックし、[Troubleshooting (トラブルシューティング)] をクリックします。

2. [Collect Information for Support Requests (サポート依頼用の情報を収集)] セクションで [Build (作成)] をクリックします。

3. サポートバンドルの作成が完了したら、[Download (ダウンロード )] 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。

4. ZIPファイルを送信する最適なオプションを決めるにあたっては、Taniumサポートに問い合わせる(125ページ)。

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。

デフォルトのログレベルを更新する

1. Enforceの [Overview (概要)] ページで Help (ヘルプ)をクリックし、[Troubleshooting (トラブルシューティング)] をクリックします。

2. [Logging Level (ログレベル)] セクションでログレベルを選択します。

AppLockerイベントログを確認する

WindowsエンドポイントでAppLockerのブロック詳細を確認するには、イベントビューアでAppLockerイベントログを表示します。

1. Windowsエンドポイントでコントロールパネルを開き、[System and Security (システムとセキュリティ)] > [Administrative Tools
(管理ツール)] をクリックします。

2. イベントビューアを開くには、[Event Viewer (イベントビューア)] をダブルクリックします。

3. アプリケーションとサービスログを展開し、[Tanium Enforce - AppLocker] または [Tanium Enforce - AppLocker - MSI and
Script] をクリックします。

4. 任意のイベントをダブルクリックして、AppLockerのブロックの詳細を表示します。

集計結果が実行されると、すべてのAppLockerログがTanium Enforce - AppLockerイベントログに収集されます。2つあるログファイルの

サイズはそれぞれ10MBです。

https://community.tanium.com/s/article/KB-Tanium-Enforce-Troubleshooting-Guide
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Enforceのセンサーを使用する

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、[Administration (運用管理)] > [Content (コン
テンツ)] > [sensors (センサー)] に移動します。

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。大部分のセンサー

は、エンドポイントでの最後の検証チェック時に収集された情報を提供します。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

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。
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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

シー項目のリストが返されます。

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)

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。
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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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。この問題を解決して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。

Enforceがエンドポイントでポリシーを適用する場合(最初の施行時と以降の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到達できない場合、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
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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。[Reason (理由)] 列の施行ステータスのドリルダウンには、設定が確認され、適用項目な

しと報告されます。

エンドポイントからEnforceのツールを削除する

エンドポイントまたはコンピュータグループから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、以下を

参照してください。Tanium Interactユーザガイド：ドリルダウン：

3. [Deploy Action (アクションを展開)] をクリックします。

4. [Deploy Action (アクションを展開)] ページの [Enter package name here (ここにパッケージ名を入力)] ボックスにEndpoint

Configuration - Uninstallを入力し、対象に設定するエンドポイントに従ってEndpoint Configuration - Uninstall Tool
[Windows]または Endpoint Configuration - Uninstall Tool[Non-Windows]を選択します。

5. [Tool Name (ツール名)]でEnforceを選択します。

6. (任意) デフォルトでは、削除したツールを再インストールすることはできません。ツールを自動的に再インストールできるようにする

には、[Block reinstallation (再インストールをブロック)]を選択解除します。ほぼすぐに再インストールが行われます。

再インストールがブロックされた場合は、手動でブロックを解除する必要があります。

l Enforceがツールを再インストールできるようにするには、対象エンドポイントに従って Endpoint
Configuration - Unblock Tool[Windows]またはEndpoint Configuration - Unblock Tool[Non-
Windows]パッケージを選択します。

l ツールを手動で再インストールする場合は、Endpoint Configuration - Reinstall Tool[Windows]または

Endpoint Configuration - Reinstall Tool[Non-Windows]パッケージを展開する際に [Unblock Tool] を
選択します。

7. (任意) エンドポイントからすべての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)]を選択解

除します。

8. (任意) Enforceのツールと依存関係があるすべてのツールあるいは他のモジュールのツールと依存関係がないすべてのツールも削

除するには、[Remove unreferenced dependencies (参照されていない依存関係の削除)] を選択します。

9. Show preview to continueをクリックします。

10. ページ下部に結果グリッドが現れて、アクション対象のエンドポイントが表示されます。結果に問題がなければ[Deploy Action
(アクションのデプロイ)]をクリックします。

https://docs.tanium.com/interact/interact/results.html#Drill_Down
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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ポリシーを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. メインメニューで [Tanium Solutions (Taniumソリューション)] をクリックします。

2. [Modules (モジュール)] セクションでEnforceを選択し、[Uninstall (アンインストール)] をクリックします。

3. 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。

4. [Solutions (ソリューション)] ページに戻り、Enforceがインストールされていないことを確認します。

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、次を参照してください。

Tanium Consoleユーザガイド : スケジュール済みアクションとアクション履歴の管理とTanium Consoleユーザガイド : パッケージの管理。

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。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_packages.html
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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。

Taniumサポートに問い合わせる

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

https://support.tanium.com/
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関連情報：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、次を参

照してください。Microsoftドキュメンテーション: BitLocker。

エンドポイントの要件

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

Windowsエンドポイントの要件とTPMの互換性の詳細は、次を参照してください。Microsoftドキュメンテーション: BitLocker。

構成要件

暗号化管理ポリシーを使用するように環境を設定するには、以下の手順を実行しておく必要があります。

l データベースをホストする場所を選択する(126ページ)

l エンドポイントの暗号化設定を設定する(55ページ)

l 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(127ページ)

l Direct Connectをインストールおよび設定する(127ページ)

l 回復用ポータルをインストールおよび設定する(128ページ)

l 暗号化管理ポリシーを作成および施行する(128ページ)

Tanium Cloudの場合、データベースの構成は必要ありません。要件については、Tanium Cloudドキュメンテーションを

参照してください。

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。

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/bitlocker/bitlocker-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/bitlocker/bitlocker-overview#system-requirements
https://docs.tanium.com/enforce/enforce/reference-windows-encryption.html?taas=true
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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

Enforceワークベンチの [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

(55ページ)を参照してください。

Enforceワークベンチの [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、

ユーザロールの要件(30ページ)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の回復

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。

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、暗号化プロセスの間、End-User Notificationsサービスを使用して通知を表示します。暗号化管理ポリシーを

施行するには、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 End-User

Notificationsユーザガイド：End-User Notificationsのインストール。

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には、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。

https://docs.tanium.com/end-user_notifications/end-user_notifications/installing.html
https://docs.tanium.com/end-user_notifications/end-user_notifications/installing.html
https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/installing.html
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回復用ポータルをインストールおよび設定する

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。詳細は、以下を参照してください。関連情報：暗号化管理の回復用ポータル(134ページ)。

暗号化管理ポリシーを作成および施行する

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(67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、このメッセージを閉じることができます。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またはパスワードを設定する

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を作成)] 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。
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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。

ユーザがPINまたはパスワードを忘れた

PINまたはパスワードの入力では、Press Esc for BitLocker Recovery (Escを押してBitLockerの回復)という指示が表示されます。ユー

ザがEscキーを押すと、[BitLocker recovery (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そのユーザ用の [Recovery Key ID (回復キーID)] が表示されます。

このテキストには、リカバリポータルへのリンクを含めます。

ユーザは、[Recovery Portal (リカバリポータル)] タブで設定されたSAML認証を使用してリカバリ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を一時停止/再開する

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 [Unenforced (未施行)] 状態になります。

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。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html
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エンドポイントでBitLocker暗号化を解除する

エンドポイントの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、施行を削除する(105ページ)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、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。

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。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html
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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します。詳細は、次を参照してください。

Appleドキュメンテーション: FileVaultを使用してMacの起動ディスクを暗号化する。

エンドポイントの要件

l MacOS 10.13.6 High Sierra以降

構成要件

暗号化管理ポリシーを使用するように環境を構成するには、以下の手順を実行しておく必要があります。

l データベースをホストする場所を選択する(131ページ)

l 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(132ページ)

l Direct Connectをインストールおよび設定する(132ページ)

l 関連情報：暗号化管理の回復用ポータル(134ページ)

l FileVaultポリシーを作成する(76ページ)

Tanium Cloudの場合、データベースの構成は必要ありません。要件については、Tanium Cloudドキュメンテーションを

参照してください。

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

https://support.apple.com/en-us/HT204837
https://docs.tanium.com/enforce/enforce/reference-mac-encryption.html?taas=true
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Enforceワークベンチの [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

(55ページ)を参照してください。

Enforceワークベンチの [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、

ユーザロールの要件(30ページ)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。

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、暗号化プロセスの間、End-User Notificationsサービスを使用して通知を表示します。暗号化管理ポリシーを

施行するには、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 End-User

Notificationsユーザガイド：End-User Notificationsのインストール。

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には、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(76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。

https://docs.tanium.com/end-user_notifications/end-user_notifications/installing.html
https://docs.tanium.com/end-user_notifications/end-user_notifications/installing.html
https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/installing.html
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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。FileVaultポリシーで許可されている場合、ユーザはこのメッセージを複数回閉じる場合があります。

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

ユーザがFileVaultを有効にすると、暗号化が開始されます。

ユーザがパスワードを忘れた

FileVaultで暗号化システムのユーザがサインインするためのパスワードを忘れた場合、ユーザは [Recovery Portal (リカバリポータル)] タ
ブで設定されたSAML認証を使用してリカバリポータルにサインインすることができます。リカバリポータルの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てもらうことができます。

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。

ユーザが回復キーをコンピュータに入力するには、パスワードの入力が求められたときにパスワードフィールド内の?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。

ドライブがロック解除されると、ユーザは次回サイン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 (組織用回復キー)が使用されている場合は、MacOS Recovery OS (起

動時にCommand-Rを押し続ける)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、次を参照してくださ

い。Appleドキュメンテーション: IntelベースのMacで組織用回復キーを使用する方法。

エンドポイントからFileVault暗号化を解除する

エンドポイントの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、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。

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。

https://support.apple.com/en-us/HT202385
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html
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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。

回復キーの保管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このウェブサイトを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

l CentOS 6

l CentOS 7

l CentOS 8

l RHEL 6

l RHEL 7

l RHEL 8

l Oracle Linux 6 (OEL 6)

l Oracle Linux 7 (OEL 7)

l Oracle Linux 8 (OEL 8)

ソフトウェア要件

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。

必要なポート (28ページ)がすべての開いていることを確認します。

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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インストール時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、RHEL 6、OEL 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、CentOS 8、RHEL 7、RHEL 8、OEL 7、OEL 8:

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

をインストールおよび設定します。

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の統合の仕組みについての詳細は、次を参照してください。Tanium Consoleユーザガイド SAML IdPとの統合。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_using_saml.html?cloud=false
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前提条件

1. 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。

l tanium-enforce-recovery-portal.crt

l tanium-enforce-recovery-portal.key

2. IdPから次の証明書を入手します。

l saml-idp.crt

3. SSL証明書を入力したら、それらをリカバリポータルサーバの/var/www/tanium-enforce-recovery-portal/certsディレ

クトリにコピーします。ディレクトリが存在しない場合は作成します。

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)] ページで設定 をクリックして、[Endpoint Encrypton (エンドポイントの暗号化)] をクリックします。

2. [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)] に入力します。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。

通常は、IdPコンソールのエンティティ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

応答の送信先の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。

通常は、IdPコンソールのACS URLです。

f. Login Help Text (ログイン時ヘルプテキスト)を入力します。このテキストは、ログイン画面の下部に表示されます。
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g. (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の種類は、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 (最小のキー長さ)] を入力します。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

の最小の長さは、この値によって決まります。

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。

3. [Download Installation File (インストールファイルをダウンロード )] をクリックして、リカバリポータルのインストールファイル、

enforce-recovery-portal.tgzをダウンロードします。
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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をダウ

ンロード )] をクリックして、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場合は、30分

後に使用可能になる [Create Installation File (インストールファイルを作成)] をクリックして設定を入力し、新し

いダウンロードファイルを作成します。

4. リカバリポータルのインストールファイルを、リカバリ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。

サーバのhomeディレクトリを使用します。

5. enforce-recovery-portal.tgzをアップロードした場所に切り替えて、ファイルを抽出します。rm -rf tanium-

enforce-recovery-portal && tar xzf enforce-recovery-portal.tgz。

6. 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。

7. インストールスクリプトを実行可能にします: chmod ＋x install.sh。

8. 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。

スクリプトが実行されると、次の詳細情報の入力が求められます。

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。

このユーザはrootであってはいけません。また、sudo権限を持つこともできません。

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。

このユーザに、Tanium管理者のアクセス権限は必要ありません。これは、リカバリポータル用に付与される

唯一のロールとしてEnforce Recovery Portalロールを持つTanium Serverユーザアカウントを作成します。

9. 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リカバリポータルのステータスを確認します。systemctl status

tanium-enforce-recovery-portal.service
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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、ユーザはキーを表示できません。

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。

アンインストールプロセスでは、/var/www/tanium-enforce-recovery-portal/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 ユーザはリカバリポータルのURLにアクセスし、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IDプロバイダにリダイレクトされ、そこでSSO資格情報を入力します。認証後、ユーザはリカバリ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

リカバリポータルのログファイルは、/var/log/tanium-enforce-recovery-portal/logs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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