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Integrity Monitorの概要
Integrity Monitorを使用すると、ツールを統合して次のタスクを実施することで、お客様は法規制対策を簡素化することができます。
l

重要なオペレーティングシステム(OS)、アプリケーション、およびログファイルを継続的にモニタする。

l

動的なコンピュータグループまたは組織全体に一般的な攻撃ベクト ルまたは新しい攻撃ベクト ルに対するモニタを展開して継続
的にモニタする。

l

Taniumプラット フォーム上の他のモジュールを使用して、アラート からアクティブな調査に移行する。Tanium™ Connectを装備
したインシデント 対応システムでメールを自動的に送信して、疑わしいイベント に対するインシデント を開く。

l

ServiceNow Change Managementと統合することにより、変更申請または変更タスクに基づいて承認済みイベント を自動的
に識別する。

l

Connect を使用して、セキュリティ情報およびイベント 管理( SIEM) ソリューション、セキュリティオーケスト レーション、自動化お
よび応答( SOAR) ソリューション、その他のデータレイクまたはログソリューションにイベント を自動的に送信して、分析および監
査する。

Event Monitoring (イベント 監視)
ウォッチリスト の変更の有無を監視するファイル、ディレクト リ、またはWindowsのレジスト リパスを指定します。次に、モニタと共にそれら
のウォッチリスト をエンド ポイント に展開する方法を定義します。モニタを作成および展開されると、Integrity Monitorは、含まれるエンド
ポイント のイベント を監視します。

イベント のラベル
イベント にラベルを付けることで、想定内または意図したイベント 、あるいは調査または処置を必要とするイベント を示すことができます。
自動的にイベント にラベルを付けるルールを作成することができ、これは関心イベント を特定するのに役立ちます。

ITワークフローとの統合
ServiceNow Change ManagementのITワークフローとIntegrity Monitorを統合すると、Integrity Monitorは、ServiceNowの変更申
請または変更タスクに基づいて自動的にイベント にラベルを付けることができます。その後、どのイベント を認証するかを決定し、認証さ
れた変更時期内でイベント をフィルタ処理できます。

他のTanium製品との統合
Tanium™ Connect
基本ラベリングを使用すると、Integrity MonitorはConnectにイベント を送信することができます。Connectで接続を作成することで、
メールやSIEMまたはSOARソリューション、ファイルなどの接続先にイベント に関する通知を送信することができます。
拡張ラベリングを使用すると、Connectで保存済みQuestionを使用してIntegrity Monitorからイベント にアクセスすることができます。
Connectについての詳細は、以下を参照してください。Tanium Connectユーザガイド ：Connectの概要。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

10ページ

Tanium™ Trends
Integrity Monitorには、TaniumTM Trendsとの統合機能が組み込まれており、さらに充実した関連するデータの報告を得ることができ
ます。Integrity Monitorでは、Integrity Monitorコンセプト のデータを可視化する、Trendsボード を使用することができます。
INTEGRITY MONITOR - DEPLOYMENT (展開)
[Integrity Monitor - Deployment (展開)] ボード には、展開済みモニタと、エンド ポイント にインスト ールされているIntegrity Monitor
ツールに関する情報が表示されます。[Integrity Monitor - Deployment (展開)] ボード には以下のパネルがあります。
l

Tools Installations (ツールのインスト ール状況)

l

Endpoint Tools Status (エンド ポイント のツールステータス)

l

Server Coverage (サーバカバー率)

INTEGRITY MONITOR - EFFECTIVENESS (有効性)
[Integrity Monitor - Effectivensess (有効性)] ボード は、エンド ポイント での変更イベント に基づいて、Integrity Monitorの有効性に
関する情報を表示します。[Integrity Monitor - Effectiveness (有効性)] ボード には以下のパネルがあります。
l

Events by Change Type (イベント - 変更の種類別)

l

Events by File Path (イベント - ファイルのパス別)

l

Events by Label (イベント - ラベル別)

l

Events by ServiceNow Change Ticket (イベント - ServiceNow変更チケット 別)

l

Top Users - All Changes (上位ユーザ - すべての変更)

l

Top Users - Unexpected Changes (上位ユーザ - 想定外の変更)

l

Event Count by Endpoint (イベント 数 - エンド ポイント 別)

l

エンド ポイント 1つあたりの想定外変更イベント の平均数

l

想定内変更イベント と想定外変更イベント の比較

INTEGRITY MONITOR - OPERATIONALIZATION (運用化)
[Integrity Monitor - Operationalization (運用化)] ボード は、現在監視対象のエンド ポイント に関する情報を、オペレーティングシス
テムまたはパススタイル別に分類して表示します。[Integrity Monitor - Operationalization (運用化)] ボード には以下のパネルがあり
ます。
l

Monitored Endpoints (監視対象エンド ポイント )

l

Monitors by OS (モニタ- OS別)

l

Watchlists by Path Style (ウォッチリスト - パスタイル別)

Integrity Monitorにより提供されているト レンド ボード のインポート 方法の詳細については、Tanium Trendsユーザガイド ：初期ギャラ
リーをインポート するを参照してください。
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Integrity Monitorでの成功
以下のベスト プラクティスに従うことで、Tanium Integrity Monitorの価値を最大化し、成功を収めてください。これらの手順は、Integrity
Monitorのカバー率の向上、エンド ポイント 1つあたりの想定外の変更の減少などの、主要ベンチマーク指標に沿っています。

手順1：組織的効果を達成する
Integrity Monitorの価値を最大化する主要組織ガバナンス手順を実行します。各タスクについての詳細は、組織的効果の達成(16
ページ)を参照してください。
☐ 専用の変更管理プロセスを開発する。

☐ RACIチャート で役割と責任を明確に定義する。

☐ 部署横断的な組織連携を検証する。

☐ 運用指標を追跡します。

手順2：Taniumモジュールをインスト ールおよび設定する
☐ Tanium Integrity Monitorをインスト ールする。「Integrity Monitorのインスト ール(42ページ)」を参照してください。

☐ Tanium Trendsをインスト ールします。Tanium Trendsユーザガイド ：Trendsのインスト ールを参照してください。

☐ Tanium Connectをインスト ールします。Tanium Connectユーザガイド ：Tanium Connectのインスト ールを参照してください。

☐ Tanium Client ManagementとTanium Endpoint Configurationをインスト ールする。Tanium Client Managementユーザガイ
ド ：インスト ールを参照してください。

手順3：Integrity Monitorの設定
☐ サービスアカウント を設定する。Integrity Monitorサービスアカウント を設定する(44ページ)を参照してください。
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☐ 動的メンバーシップのコンピュータグループを作成する。(Integrity Monitorでは、手動メンバーシップのコンピュータグループはサ
ポート されていません。) 以下を参照してください。Tanium Consoleユーザガイド ：コンピュータグループを作成します

☐ Trends初期ギャラリーからIntegrity Monitorボード をインポート する。Tanium Trendsユーザガイド ：初期ギャラリーをインポート
するを参照してください。Tanium推奨構成を適用オプションを使用してTrendsをインスト ールした場合、Integrity Monitorボード
はIntegrity Monitorサービスアカウント の設定後に自動的にインポート されます。

手順4：ウォッチリスト のセット アップ
ウォッチリスト では、変更の有無を監視する一連のファイル、ディレクト リ、およびWindowsレジスト リパスを定義します。
☐ 監視するアプリケーション、ビジネス ユニット 、またはコンプライアンス規格に基づいてウォッチリスト を作成し、名前を付けます。

☐ WindowsまたはUnixのパスのスタイルを選択する。Windowsエンド ポイント とWindows以外のエンド ポイント とで異なるウォッチ
リスト を使用する必要があります。

☐ (任意) 用意されているテンプレート にカスタムファイルまたはレジスト リパスを追加して、監視するファイル、フォルダ、またはレジス
ト リパスを指定する。

☐ 各パスについて追加の包含と除外を設定して、監視するファイル、フォルダ、レジスト リパスを絞り込む。
「ウォッチリスト の設定(49ページ)」を参照してください。

手順5：モニタのセット アップ
モニタを使用して、ファイルおよびレジスト リイベント を継続的に記録するためのエンド ポイント へのウォッチリスト の展開方法を指定する
ことができます。
☐ モニタを作成し、監視するオペレーティングシステム、ビジネスユニット 、またはアプリケーショングループに基づいて名前を付ける。

☐ 監視するエンド ポイント のオペレーティングシステムを選択する。

☐ ラベリング方法に拡張ラベリングを使用します。「基本ラベリングと拡張ラベリング(61ページ)」を参照してください。

☐ イベント のカバー率が最大になるよう [Event Monitoring (イベント 監視)] オプションと [Hash Monitoring (ハッシュ監視)] オプ
ションの両方を使用します。

☐ 監視するエンド ポイント を含むコンピュータグループを選択する。
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☐ Windowsエンド ポイント を監視する場合は、[Install Tanium Driver (Taniumド ライバのインスト ール)] オプションを使用しま
す。

☐ 選択したコンピュータグループのエンド ポイント で監視するウォッチリスト を選択する。
「モニタでウォッチリスト を展開する設定をする(61ページ)」を参照してください。

手順6：モニタの展開
☐ モニタを作成したら、[Deploy Monitors (モニタの展開)] をクリックして、選択したエンド ポイント にモニタを展開します。「モニタを
展開する(64ページ)」を参照してください。

手順7：変更イベント の監視とウォッチリスト のチューニング
☐ 変更の概要を監視する。

☐ ウォッチリスト のパス、包含、除外を調整して、監視する必要のないイベント を除外する。

☐ QuestionとTanium Connectを使用してイベント をきめ細かく監視する。
「イベント の表示(67ページ)」を参照してください。

手順8：ルールの定義
☐ 関心があるイベント のみを取り込むようワークロード をチューニングすると、イベント に自動的にラベルを付けるルールを作成して、
計画的変更や想定内の変更、無視した変更、疑わしい変更を区別することができます。「ルールを作成する(71ページ)」を参照し
てください。

☐ ルールを展開する。「ルールを展開する(拡張ラベリング)(73ページ)」を参照してください。

手順9：ServiceNow Change ManagementとのITワークフロー統合のセット
アップ
☐ Integrity MonitorでServiceNow統合を作成する。

☐ ServiceNowとの接続を設定および確立する。
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☐ Integrity MonitorのステータスのOpen (未了)、Closed (完了)、およびCanceled (キャンセル)を、ServiceNowの変更申請お
よび変更タスクで使用されている状態にマッピングする。

☐ ServiceNowとのデータ同期スケジュールを設定する。
「ITワークフローとの統合(79ページ)」を参照してください。

手順10：レポート とインシデント へのデータのエクスポート
☐ 想定内および想定外イベント をレポート 用の適切な外部接続先に送信する。「拡張モニタからイベント を送信する(76ページ)」
を参照してください。

☐ ラベルなしイベント を使用して、ServiceNow Incident Management理でインシデント を作成する。「ServiceNow Incident
Managementでラベルなしイベント のインシデント を作成する(76ページ)」を参照してください。

手順11：Integrity Monitorの指 標を監視する
☐ Trendsメニューで [Boards (ボード )] をクリックし、[Risk and Security Metrics (リスクとセキュリティ指標)] をクリックして
[Integrity MonitorServer Coverage (サーバカバー率)] と [Mean Unexpected Change Events per Endpoint (エンド ポイント 1つ
あたりの想定外変更イベント の平均件数)]、[Expected vs Unexpected Change Events (想定内と想定外変更イベント の比
較)] パネルを表示します。

☐ Integrity Monitorサーバのカバー率を監視およびト ラブルシューティングする(86ページ)。

☐ エンド ポイント 1つあたりの想定外変更イベント の平均件数、または想定内と想定外変更イベント の比較を監視およびト ラブル
シューティングする(87ページ)。
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組織的効果の達成
Integrity Monitorが提供する価値を最大化するの4つの重要な組織ガバナンス ステップは次のとおりです。
l

専用の変更管理プロセスを開発する。変更管理(16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 (16ページ)を参照してください。

l

運用の達成度を追跡する。運用指標(20ページ)を参照してください。

l

部署横断の連携を検証する。組織的連携(19ページ)を参照してください。

変更管理
Taniumが提供する新機能を踏まえて、組織に合った整合性監視アクティビティ用の一元的な変更管理プロセスを策定してください。
l

ファイルおよびレジスト リの整合性監視アクティビティについて未承認の変更の特定からその処置までのSLAを更新する。

l

整合性監視要件に対する変更を確認および承認する、組織内の主要リソースを特定して、想定外の変更や未承認の変更
を最小限に抑える。

l

セキュリティ、運用、およびリスク/コンプライアンスチームにまたがって、Taniumの整合性監視アクティビティのための主要リソース
とアクティビティを整合させる。

l

整合性監視のすべての変更に対してメンテナンス時期を設定して整合性監視の有効性を最適化する。

l

整合性監視アクティビティのためのTanium運営グループ(TSG)を創設して、SLAに沿ったプロセスの確認と承認を滞りなく進め
る。

RACIチャート
RACIチャート では、「Responsible (担当責任者)」「Accountable (説明責任者)」「Consulted (問い合わせ先)」「Informed (情報
所有者)」となるチームまたはリソースを特定し、ITセキュリティ、IT運用、ITリスク/コンプライアンスにまたがる主要業務を表す指針の働き
をします。組織の1つ1つに具体的なビジネスプロセスとIT組織の要求があります。次の表は、Taniumから見た、整合性監視に向けた
組織の職務別リソースの連携のあり方を示しています。ベースラインの一例としてご利用ください。
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タスク
ウォッチリスト

セキュリティ
C

運用

リスク/コンプライアンス
C

経営陣
R/A

I

の定 義

根拠
リスク/コンプライアンスチーム
は、法 規 制 (PCIや
Sarbanes-Oxleyなど)およ
びセキュリティ要 件 に基 づい
て監 視 対 象 のファイルとレジ
スト リパスを特 定 するウォッ
チリスト を作 成 し、セキュリ
ティおよびオペレーション
チームによる確 認 とフィード
バックを受 けます。

モニタの設

C

R/A

R/A

I

定 と展 開

リスク/コンプライアンスおよび
オペレーションチームは、セ
キュリティチームと協 議 して、
各 コンピュータグループに使
用 されるウォッチリスト を定
義 したモニタを作 成 する責
任 を分 担 します。オペレー
ションチームは、エンドポイン
ト にモニタを展 開 します。

イベント のリ

C

C

R/A

I

リスク/コンプライアンスチーム

アルタイム監

は、展 開 されたモニタの

視

ウォッチリスト 内 のファイルま
たはレジスト リパスの作 成 、
削 除 、変 更 から生 じるイベ
ント をリアルタイムで監 視 お
よび確 認 します。セキュリ
ティおよびオペレーション
チームは協 議 します。3つの
すべてのチームが結 果 を確
認 し、必 要 に応 じてウォッチ
リスト を調 整 します。
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タスク
ルールを使

セキュリティ
C

運用

リスク/コンプライアンス
C

経営陣
R/A

-

根拠
ラベルはルールによって自 動

用 したラベル

的 に適 用 されます。また必

の適 用

要 に応 じて、ServiceNow
変 更 管 理 のITワークフロー
と統 合 することによっても適
用 されます。リスク/コンプライ
アンスチームは、運 用 およ
びセキュリティチームの確 認
とフィードバックを受 けてルー
ルおよびラベルを作 成 しま
す。

想 定 外 イベ

R/A

-

C

I

ント の調 査

セキュリティチームは、リスク/
コンプライアンスチームと協
議 して、想 定 外 イベント を
積 極 的 に調 査 します。

未 承 認 イベ

C

C

R/A

I

ント の処 置

オペレーションチームは、セ
キュリティおよびリスク/コンプ
ライアンスチームと協 議 し、
未 承 認 と判 定 されたイベン
ト を処 置 します。経 営 陣 に
最 終 的 な処 置 を伝 えま
す。

コンプライア

C

R/A

C

I

リスク/コンプライアンスチーム

ンスデータの

は、セキュリティおよびオペ

報告

レーションチームからのフィー
ドバックを受 けて、想 定 外 イ
ベント (通 常 はラベルなしの
イベント )や、必 要 に応 じて
想 定 内 イベント (通 常 は特
定 のラベルのイベント )に関
するレポート の設 定 をしま
す。Connectを使 用 して、
SIEM、SOARソリューショ
ン、ServiceNow、SQLデー
タベースなどの外 部 リポジト
リにイベント を送 信 すること
ができます。
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タスク

セキュリティ

ステータスの

I

運用

リスク/コンプライアンス
I

経営陣
I

I

確認

根拠
Trendsボードはイベント の
集 約 データを表 示 し、すべ
てのチームによって確 認 され
ます。

レポート のコ

-

-

R/A

I

リスク/コンプライアンスチーム

ンプライアン

は、TrendsおよびConnect

スデータの

のコンプライアンスデータを

定期的確

経 営 陣 および監 査 人 に報

認

告 する責 任 があります。
SIEMやSQLデータベースな
どの外 部 リポジト リは、監
査 するコンプライアンスデー
タの長 期 スト レージになりま
す。

整合性監視のワークフロー

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、整合性監視を改善する意思決定にではなく、データ品質の調査に時間と労力
が費やされます。
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運用指標
Integrity Monitorの達成度
整合性監視プログラムの成功には、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測定の成功が必要です。Tanium
Integrity Monitor プログラムの運用達成度を測定し、指針とするための4つの主要な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 Integrity Monitorの使 用 状 況 と使 用 のタイミング(Integrity Monitorが別 のレガシーツールの補 助 と
して使 用 されているかどうかなど)

自動化

エンドポイント 間 のTanium Integrity Monitor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

セキュリティ、運 用 、リスク/コンプライアンスチームにまたがるTanium Integrity Monitorの統 合 状 況

レポート 作 成

Tanium Integrity Monitor報 告 の自 動 化 状 況 と、Integrity Monitor報 告 の読 者 対 象

ベンチマーク指標
主要な整合性監視プロセスに加え、Tanium Integrity Monitorプログラムのオペレーション達成度に連携して価値を最大化し成功を
収めるための4つの主要ベンチマーク指標は次のとおりです。
経 営 陣 の指 標

説明

Integrity Monitorサーバのカバー

エンド ポイント 1つあたりの想 定 外

想 定 内 変 更 イベント と想 定 外 変

率

変 更 イベント の平 均 数

更 イベント の比 較

Integrity Monitorの監 視 対 象 で、

エンドポイント 1つあたりのラベルな

ラベルなし、およびラベル付 きイベ

過 去 24時 間 以 内 に健 全 性 ス

し変 化 イベント の平 均 発 生 件 数

ント の発 生 件 数 の経 時 的 変 化

テータスを報 告 している、環 境 内

の経 時 的 変 化

にあるすべてのサーバの割 合
インスト ルメンテーション

Integrity Monitorの監 視 対 象 で、

24時 間 期 間 ごとのラベルなし変

24時 間 期 間 ごとのラベルなしイベ

サーバオペレーティングシステムを

更 イベント の発 生 件 数 を、

ント 、およびラベル付 きイベント の

実 行 し、健 全 性 ステータスを報 告

Integrity Monitorの監 視 対 象 エン

発 生 件 数 の合 計 。ラベルなしイベ

しているエンドポイント 数 を、サー

ドポイント の合 計 数 で割 った値

ント とラベル付 きイベント の発 生 件

バオペレーティングシステムを実 行

数 の合 計 でラベルなしイベント の

しているエンドポイント の合 計 数 で

発 生 件 数 を割 ることで、割 合 を

割 った値

求 めることができます。
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経 営 陣 の指 標

この指 標 が重 要 な理 由

Integrity Monitorサーバのカバー

エンド ポイント 1つあたりの想 定 外

想 定 内 変 更 イベント と想 定 外 変

率

変 更 イベント の平 均 数

更 イベント の比 較

サーバが監 視 対 象 でない場 合

重 要 なインフラスト ラクチャやシステ

想 定 内 の変 更 に対 する想 定 外

は、重 要 なインフラスト ラクチャの

ムで想 定 外 の変 更 が多 数 発 生

の変 更 の比 率 が高 いということ

変 更 が追 跡 されないことがあり、

すると、未 承 認 の変 更 がタイム

は、変 更 管 理 プロセスが十 分 で

その場 合 、未 承 認 の変 更 を特 定

リーに処 置 できなくなり、より厳 格

ないこと、すなわち、ウォッチリスト

することはできません。変 更 が追

な管 理 が必 要 になる場 合 があり

およびルールのチューニングが必

跡 され、検 証 されるようにすること

ます。

要 であることを意 味 します。

で、不 正 な変 更 や停 止 、マルウェ
ア/スパイウェアを防 止 することがで
きます。サーバに対 する整 合 性 監
視 プロセスを含 む法 規 制 順 守 を
遵 守 することで、費 用 のかかる料
金 や罰 金 を回 避 することができま
す。

次の表を参考に、組織におけるTanium Integrity Monitorの達成度を判定してみてください。
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プロセス

使用法

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

(要 改 善 )

(平 均 以 下 )

(平 均 )

(平 均 以 上 )

(最 適 )

Integrity Monitor

Integrity Monitor

Integrity Monitor

Integrity Monitor

Integrity Monitor

が設 定 済 みで、

をレガシーツール

は、法 規 制 対 象

は、重 要 なすべて

は、すべてのエン

例 外 で使 用 。い

の有 効 性 の監 査

のシステムでの

のエンドポイント で

ドポイント でファイ

くつかのモニタをテ

に使 用 。モニタで

み、ファイルおよび

ファイルおよびレジ

ルおよびレジスト

スト グループやそ

簡 単 なウォッチリ

レジスト リの整 合

スト リの整 合 性

リの整 合 性 監 視

の他 小 規 模 な展

スト を作 成 して展

性 監 視 のデフォ

監 視 のデフォルト

のデフォルト の

開 環 境 に展 開 。

開。

ルト のツールとして

のツールとして使

ツールとして使

使 用 。レガシー

用 。レガシーツー

用 。ウォッチリスト

ツールは、ファイル

ルは、ファイルの

は、法 規 制 要 件

の整 合 性 監 視 の

整合性監視の

と、重 要 およびカ

有 効 性 の監 査 に

有 効 性 の監 査 に

スタムアプリケー

使 用 。複 数 の

使 用 。包 含 と除

ションを特 定 する

ウォッチリスト を作

外 を含 む複 雑 な

ビジネスオーナー

成 して、モニタ間

ウォッチリスト を作

に対 する調 査 に

で再 利 用 。

成 し、モニタ間 で

沿 っている。

再利用。
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自動化

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

(要 改 善 )

(平 均 以 下 )

(平 均 )

(平 均 以 上 )

(最 適 )

ルールは不 使

ルールは不 使

ロールを使 用 し

綿 密 に調 整 した

綿 密 に調 整 した

用 。イベント の検

用 。イベント の検

て、イベント にラベ

ルールを使 用 し

ルールを使 用 し

討 は完 全 に手

討 は完 全 に手

ルを適 用 。

て、すべてのイベ

て、すべてのイベ

動。

動。

ント にラベルを適

ント にラベルを適

用。

用 。ServiceNow
の統 合 を使 用 し
て、指 定 変 更 申
請 またはタスクに
関 連 するイベント
にラベルを付 けて
いる。

機能的統合

部 署 が縦 割 り化

リスク/コンプライア

リスク/コンプライア

リスク/コンプライア

リスク/コンプライア

ンスおよびセキュ

ンスおよびセキュ

ンスおよびセキュ

ンス、セキュリ

リティチームの責

リティチームの正

リティチームの正

ティ、脅 威 管 理 、

任 者 と協 議 する

副 責 任 者 と協 議

副 責 任 者 と協 議

およびセキュリティ

か、指 示 を受 け

するか、指 示 を

するか、指 示 を

運 用 センターチー

てください。

受 けてください。

受 けてください。

ムの正 副 責 任 者

Connectを使 用 し

Connectを使 用 し

と協 議 するか、指

て、すべてのデー

て、すべてのデー

示 を受 けてくださ

タをSIEMか

タをSIEMか

い。Connectを使

SOAR、またはそ

SOAR、またはそ

用 して、ラベル付

の他 データレイク

の他 データレイク

きのイベント のみ

またはログソリュー

またはログソリュー

をSIEMか

ションに送 信 。イ

ションに送 信 。イ

SOAR、またはそ

ベント にデフォルト

ベント にデフォルト

の他 データレイク

のラベルを使 用 。

のラベルを使 用 。

またはログソリュー
ションに送 信 。
Protectで処 置 ポ
リシーを実 施 。

レポート 作 成
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マニュアル

手 動 : Integrity

自動化: 実際の

自動化: 実際の

自動化: 実際の

MonitorのTrends

環 境 に固 有 の

環 境 に固 有 の

環 境 に固 有 の

ギャラリーをイン

Trendsボードを

Trendsボードを

Trendsボードを

ポート 。

作成。

作 成 し、Trends

作 成 し、Trends

レポート を自 動

レポート を自 動

的 に配 布 。

的 に配 布 。
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指標

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

(要 改 善 )

(平 均 以 下 )

(平 均 )

(平 均 以 上 )

(最 適 )

0～ 79%

80～ 88%

89～ 94%

95～ 98%

99～ 100%

エンドポイント 1つあ

想 定 外 イベント の

想 定 外 イベント の

想 定 外 イベント の

想 定 外 イベント の

想 定 外 イベント な

たりの想 定 外 変 更

急 上 昇 が頻 発 す

急 上 昇 がたまに

急 上 昇 は最 小

急 上 昇 は最 小

し

イベント の平 均 数

るか急 激 な上 昇

発 生 するか上 昇

限

限

傾向

傾向

想 定 内 変 更 イベン

21～ 100%のイベ

11～ 20%のイベ

6～ 10%のイベン

1～ 5%のイベント

想 定 外 イベント な

ト と想 定 外 変 更 イ

ント が想 定 外

ント が想 定 外

ト が想 定 外

が想 定 外

し

Integrity Monitor
サーバのカバー率

ベント の比 較
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Integrity Monitorの要件
Integrity Monitorをインスト ールして使用する前に、要件を確認してください。

Taniumの依存関係
Integrity Monitor用のライセンスに加えて、ご使用の環境が以下の要件を満たしていることを確認します。
コンポー

要件

ネント
Tanium™

7.3以 降

Core
Platform
Tanium™

l

Windows: 7.2.314.3584以 降

l

AIX、Linux、Solaris：サポート されている任 意 のバージョンのTanium Client

Client

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ユーザガイド：ホスト システム要 件 を参 照 してください。
リスト されていないクライアント バージョンを使 用 する場 合 、特 定 の製 品 機 能 は利 用 できない可 能 性 があります。または、リスト されたク
ライアント バージョンのいずれかにアップグレードすることによってのみ解 決 できる安 定 性 の問 題 が発 生 する可 能 性 があります。
Tanium

Integrity Monitorのインスト ールで [Install with Recommended Configurations (推 奨 構 成 でインスト ール)] が選 択 された場 合 、

の製 品

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。これ以 外 の場 合 は、Integrity Monitor
が機 能 するために必 要 な各 モジュールを手 動 でインスト ールする必 要 があります。以 下 を参 照 してください。Tanium Consoleユーザガ
イド：Taniumモジュールの管 理 を参 照 してください。
Integrity Monitorの機 能 を使 用 するには、次 のモジュールが必 要 です。最 低 限 必 要 なバージョンを示 しています。
l

Tanium™ Endpoint Configuration 1.2以 降 (Tanium™ Client Management 1.5以 降 に含 まれる)

l

Tanium™ Interact 2.4.50以 降

l

Tanium™ Trends 3.6以 降

次 のモジュールは任 意 ですが、Integrity Monitorと連 携 するには、次 の最 小 バージョンが必 要 です。
l

Tanium™ Connect 4.0以 降 。
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コンポー

要件

ネント
コン

(Tanium Core Platform 7.4.2以 降 のみ)Tanium Serverのインスト ール後 に初 めてTanium Consoleにログインすると、サーバはIntegrity

ピュー

Monitorが必 要 とするコンピュータグループを自 動 的 にインポート します。

ターグ
ループ

l

All Computers (すべてのコンピュータ)

l

すべてのAIX

l

すべてのLinux

l

すべてのSolaris

l

すべてのWindows Server 2019

l

すべてのWindows Server 2016

l

すべてのWindows Server 2012 R2

l

すべてのWindows Server 2012

l

すべてのWindows Server 2008 R2

Integrity Monitorでは、マニュアルメンバーシップのコンピュータグループはサポート されません。

エンドポイント
サポート されているオペレーティングシステム
Integrity Monitorでは、エンド ポイント の以下のオペレーティングシステムに対応しています。
オペレー

バージョン

注

Windows 7 SP1以 降 または

Windows 7エンドポイント の場 合 は、可 能 な限 りWindows 7 SP2以 降 にアップグレードしてください。

Windows Server 2008 R2

Windows 7 SP1にはMicrosoft Windows Update KB2758857が必 要 です。

ティング
システム
Windows

SP1以 降 が必 要 です。
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オペレー

バージョン

注

Tanium Clientサポート と同 じ

Client Recorder Extensionは、CentOSおよびRed Hat Enterprise Linuxバージョン5.3以 前 に対 応 し

です。Tanium Clientユーザガ

ていません。エンドポイント には、バージョン5.4またはそれ以 降 のCentOSまたはRed Hat Enterprise

イド：ホスト システム要 件 を参

Linuxが必 要 です。

ティング
システム
Linux

照 してください。

Client Recorder Extensionは、以 下 の配 布 物 およびバージョンにSELinuxポリシーを実 装 します。
l

Oracle Linux 5.x、6.x、7.x、8.x
SELinuxが有 効 な場 合 に、プロセス情 報 のみが返 される。これは既 知 の問 題 であり、Integrity
Monitorの今 後 のバージョンで対 処 される予 定 です。

l

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.4以 降 、6.x、7.x、8.x

l

CentOS 5.4 以 降 、6.x、7.x、8.x

l

Amazon Linux 2 LTS (2017.12)

現 時 点 では、SELinuxは他 のLinux ディスト リビューションではサポート されていません。
レコーダがサポート されていないエンドポイント では、事 象 監 視 は利 用 できません。ハッシュ監 視 のみ
サポート されています。
Linuxエンドポイント ：
l

最 新 の安 定 版 の監 査 デーモンとaudispdプラグインをインスト ールします。監 査 デーモン設 定 の
非 推 奨 パラメータについては、「Tanium Clientのレコーダ拡 張 ユーザガイド」を参 照 してください。
手 順 については、特 定 のオペレーティングシステムのマニュアルを参 照 してください。

l

不 変 の「-e 2」モードを使 用 する場 合 、レコーダは不 変 フラグの前 にTanium監 査 ルールを追 加
することに注 意 してください。Linuxで-e 2フラグを使 用 する場 合 は、レコーダを有 効 にした後 でエン
ドポイント を再 起 動 する必 要 があります。

l

障 害 「-f 2」モードを使 用 する場 合 、監 査 メッセージが失 われた場 合 にLinuxカーネルパニックが
発 生 することに注 意 してください。設 定 が検 出 されると、レコーダは監 査 ルールを追 加 しません。

AIX

AIX 7.1.4以 降 が必 要 です。

IBM XL C++ ランタイムライブラリファイルセット (xlC.rte)のバージョン16.1.0.0またはそれ以 降 と、IBM
LLVM ランタイムライブラリファイルセット (libc++.rte)がインスト ールされている必 要 があります。イン
スト ール手 順 については、Tanium Clientユーザガイド：AIXエンドポイント へのTanium Clientのデプロイ
を参 照 してください。

Solaris

Tanium Clientサポート と同 じ
です。Tanium Clientユーザガ
イド：ホスト システム要 件 を参
照 してください。

必要なディスク容量
管理対象のエンド ポイント では、Integrity Monitorに少なくとも1 GBのディスク容量が必要です。
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CPUおよびメモリ要件
エンド ポイント でのCPU要求は平均1%未満です。
Client Recorder Extensionが、CX.recorder.EnableSingleCpuRequirement設定が0に更新されいない、CPUが1つのエンド ポイン
ト で実行されていません。CX.recorder.EnableSingleCpuRequirementを0に更新するには、Recorder - Set Recorder Extension
Setting [ OS]パッケージを編集して、構成キーがEnableSingleCpuRequirement で値が0 のパラメータを追加して、パッケージを該
当するエンド ポイント にデプロイします。もう1つの方法として、エンド ポイント のTanium Clientディレクト リから次のコマンド を実行して、こ
の設定を更新することもできます。
l

(Windows)TaniumClient.exe config set CX.recorder.EnableSingleCpuRequirement 0

l

(LinuxおよびmacOS) ./TaniumClient config set CX.recorder.EnableSingleCpuRequirement 0

各エンド ポイント デバイスには、最低4GBのRAMが必要です。

アクセス許可の記録要件
Linuxエンド ポイント の場合、アクセス権限関係のイベント を監視するための特別な要件はありません。
Windowsエンド ポイント でアクセス権限関係のイベント を監視するには、エンド ポイント のLocal Security Policy (ローカルセキュリティポ
リシー)の下でAudit File System (ファイルシステムの監査)アクセス権限を設定する必要があります。詳細は、「エンド ポイント の準備
をする(42ページ)」「」を参照してください。

Client Recorder Extension
Integrity Monitorは、Tanium™ Client Recorder Extensionを使用して、エンド ポイント からデータを収集します。詳細は、『Client
Recorder Extensionユーザガイド 』を参照してください。
SolarisおよびAIXエンド ポイント では、Integrity MonitorはClient Recorder Extensionを使用しません。

Taniumイベント レコーダド ライバ
サポート されているWindowsエンド ポイント のレジスト リイベント を記録するには、Taniumイベント レコーダ用ド ライバを使用します。詳
細は、以下を参照してください。Tanium Client Recorder Extensionユーザガイド ：Taniumイベント レコーダド ライバのインスト ールを
参照してください。
Taniumイベント レコーダ用ド ライバは、そのド ライバを使用するよう設定されているモニタを展開すると、デフォルト でインスト ールされま
す。詳細は、「新しいモニタを作成する(62ページ)」を参照してください。

Taniumイベント レコーダ用ド ライバが更新された場合、Integrity Monitorを使用しているエンド ポイント でレコーダのス
テータスを表示するには、エンド ポイント を再起動する必要があります。

Taniumイベント レコーダ用ド ライバの問題をト ラブルシューティングする必要がある場合は、「Taniumイベント レコーダ用ド ライバを手動
インスト ールする(85ページ)」を参照してください。

サードパーティのソフト ウェア
Integrity MonitorをServiceNow Change ManagementのITワークフローと統合するには、ServiceNow Madrid以降が必要です。
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ホスト とネット ワークセキュリティの要件
Integrity Monitorを動作するには、具体的なプロセスが必要です。

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

注

Tanium Module

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

Server
<Module Server>\services\endpoint-configurationservice\TaniumEndpointConfigService.exe
Tanium Zone

<Zone Server>\proxy\node.exe

Server
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Integrity Monitorのセキュリティ除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

Windows x86およ

プロセス
<Tanium Client>\Tools\EPI\TaniumExecWrapper.exe

びx64エンドポイント
<Tanium Client>\Tools\EPI\TaniumEndpointIndex.exe
<Tanium Client>\Tools\IM\TaniumSQLiteQuery.exe
<Tanium Client>\Tools\IM\TaniumExecWrapper.exe
<Tanium Client>\extensions\TaniumRecorder.dll
<Tanium Client>\extensions\TaniumRecorder.dll.sig
<Tanium Client>\extensions\recorder\proc.bin
<Tanium Client>\extensions\recorder\recorder.db
<Tanium Client>\extensions\recorder\recorder.db-shm
<Tanium Client>\extensions\recorder\recorder.db-wal
<Tanium Client>\extensions\core\libTaniumPythonCx.dll
<Tanium Client>\extensions\core\libTaniumPythonCx.dll.sig
<Tanium Client>\TaniumClientExtensions.dll
<Tanium Client>\TaniumClientExtensions.dll.sig
7.2.xクライアント

<Tanium Client>\Python27\TPython.exe

7.4.xクライアント

<Tanium Client>\Python38\TPython.exe

7.4.xクライアント

<Tanium Client>\Python38\*.dll
<Tanium Client>\TaniumCX.exe
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Integrity Monitorのセキュリティ除 外 (続 き)
対 象 デバイス

注

Linux x86および

プロセス
<Tanium Client>/TaniumAuditPipe

x64エンドポイント
<Tanium Client>/Tools/Trace/recorder
<Tanium Client>/Tools/EPI/TaniumEndpointIndex
<Tanium Client>/Tools/EPI/TaniumExecWrapper
<Tanium Client>/Tools/IM/TaniumExecWrapper
7.2.xクライアント

<Tanium Client>/python27/python

7.2.xクライアント

<Tanium Client>/python27/bin/pybin

7.4.xクライアント

<Tanium Client>/python38/python
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.so
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.so.sig
<Tanium Client>/extensions/recorder/proc.bin
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.db
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.db-shm
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.db-wal
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.auditpipe
<Tanium Client>/extensions/core/libTaniumPythonCx.so
<Tanium Client>/extensions/core/libTaniumPythonCx.so.sig
<Tanium Client>/TaniumCX

サービスアカウント ユーザ
Integrity Monitorサービスアカウント には、エンド ポイント 統計の収集、ラベルのConnectへの送信、ルールの評価など、バックグラウンド
ジョブを実行するための特定の権限が必要です。Integrity Monitorのインスト ール(42ページ)を参照して、Integrity Monitor内でサービ
スアカウント ユーザーを作成し、サービスアカウント を設定します。

ユーザロールの要件
ロールベースのアクセス制御(RBAC)のアクセス権限を使用して、Integrity Monitorの機能へのアクセス権を制限することができます。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

31ページ

Integrity Monitorユーザロールの権 限
特権

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Endpoint

Administrator 1、

Operator 1

Author 1

User 1

Read Only

Service

Configuration

User 1

Account1、2、

Approver 1

2

3

Show Integrity
Monitor
(Integrity
Monitorの表 示 )
Integrity
Monitorワーク
ベンチの表 示

Integrity Monitor
Use API
(Integrity
Monitor APIの使
用)
APIを使 用 した
Integrity
Monitor操 作 の
実行

Integrity Monitor
Monitor Event
Labels Read
(Integrity
Monitorモニタイ
ベント ラベルの読
み取 り)
モニタイベント
のラベルの表
示
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Integrity Monitorユーザロールの権 限 (続 き)
特権

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Endpoint

Administrator 1、

Operator 1

Author 1

User 1

Read Only

Service

Configuration

User 1

Account1、2、

Approver 1

2

3

Integrity Monitor
Watchlists
Read (Integrity
Monitorウォッチリ
スト 読 み取 り)
ウォッチリスト の
表示

Integrity Monitor
Rules Read
(Integrity
Monitorルール読
み取 り)
ルールの表 示

Integrity Monitor
Monitor Events
Read (Integrity
Monitorモニタイ
ベント の読 み取
り)
モニタイベント を
表 示 する

Integrity Monitor
Monitors Read
(Integrity
Monitorモニタ読
み取 り)
モニタを表 示 す
る。レポート の
表 示 とダウン
ロード
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Integrity Monitorユーザロールの権 限 (続 き)
特権

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Endpoint

Administrator 1、

Operator 1

Author 1

User 1

Read Only

Service

Configuration

User 1

Account1、2、

Approver 1

2

3

Integrity Monitor
Settings Read
(Integrity
Monitor設 定 読
み取 り)
一 般 設 定 、テ
ンプレート 、お
よびデフォルト
のラベルを表
示 する

Integrity Monitor
Monitor Event
Labels Write
(Integrity
Monitorモニタイ
ベント ラベルの書
き込 み)
モニタイベント
のラベルとラベ
ルのメモの作
成 と編 集
Connectへのラ
ベルありイベン
ト の手 動 送 信
4

Integrity Monitor
Watchlists
Write (Integrity
Monitorウォッチリ
スト 書 き込 み)
ウォッチリスト の
作 成 と編 集
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Integrity Monitorユーザロールの権 限 (続 き)
特権

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Endpoint

Administrator 1、

Operator 1

Author 1

User 1

Read Only

Service

Configuration

User 1

Account1、2、

Approver 1

2

3

Integrity Monitor
Rules Write
(Integrity
Monitorルール書
き込 み)
ルールの作 成
と編 集

Integrity Monitor
Monitors Write
(Integrity
Monitorモニタ書
き込 み)
モニタの作 成 と
編集
モニタのレポー
ト の有 効 化 /無
効 化 、削 除

Integrity Monitor
Settings Write
(Integrity
Monitor設 定 書
き込 み)
一 般 設 定 、テ
ンプレート 、お
よびデフォルト
のラベルの更
新
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Integrity Monitorユーザロールの権 限 (続 き)
特権

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Endpoint

Administrator 1、

Operator 1

Author 1

User 1

Read Only

Service

Configuration

User 1

Account1、2、

Approver 1

2

3

Integrity Monitor
Monitor Event
Labels Delete
(Integrity
Monitorモニタイ
ベント ラベルの削
除)
モニタイベント
のラベルとメモ
の削 除

Integrity Monitor
Execute
Scheduled Task
(Integrity
Monitor予 定 済
みタスクを実 行 )
バックグラウンド
のスケジュール
済 みタスクを使
用 したConnect
へのラベル付 き
イベント の送 信
や週 1回 のレ
ポート 生 成 スケ
ジュールなど、
Integrity
Monitorのスケ
ジュールプラグ
インを使 用 した
Integrity
Monitorサービ
スのタスクの実
行
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Integrity Monitorユーザロールの権 限 (続 き)
特権

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Endpoint

Administrator 1、

Operator 1

Author 1

User 1

Read Only

Service

Configuration

User 1

Account1、2、

Approver 1

2

3

Integrity Monitor
Deploy
Monitors
(Integrity
Monitorモニタの
デプロイ)
モニタの展 開

Integrity Monitor
の展 開 ルール
ルールをデプロ
イする

Integrity Monitor
Troubleshooting
(Integrity
Monitorト ラブル
シューティング)
ト ラブルシュー
ティング用 アー
カイブの作 成 と
ステータス確
認 、ダウンロー
ド

Integrity Monitor
Settings Write
(Integrity
Monitor設 定 の
書 き込 み)
サービスアカウ
ント とログレベル
の設 定
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Integrity Monitorユーザロールの権 限 (続 き)
特権

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Endpoint

Administrator 1、

Operator 1

Author 1

User 1

Read Only

Service

Configuration

User 1

Account1、2、

Approver 1

2

3

Integrity Monitor
Integrations
Admin (Integrity
Monitorの統 合
管理)
ITワークフローと
の統 合 の作
成 、編 集 、スケ
ジュール
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Integrity Monitorユーザロールの権 限 (続 き)
特権

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Endpoint

Administrator 1、

Operator 1

Author 1

User 1

Read Only

Service

Configuration

User 1

Account1、2、

Approver 1

2

3

Integrity Monitor
Endpoint
Configuration
Approve
(Integrity
Monitor
Endpoint
Configurationの
承認)
Tanium
Endpoint
Configuration
でのIntegrity
Monitorの構 成
変 更 の承 認

1 このロールは、Tanium Endpoint Configuration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 を参 照 してください。
2 このロールは、Tanium Trendsに対 するモジュールアクセス権 限 を提 供 します。このロールに付 与 されているTrendsアクセス権 限 はTanium

Consoleで確 認 できます。詳 細 は、以 下 を参 照 してください。Tanium Trendsユーザガイド：ユーザロール要 件 を参 照 してください。
3Tanium Client Managementをインスト ールした後 でEndpoint Configurationをインスト ールする場 合 、デフォルト では、モジュールサービスアカウント

が開 始 する構 成 変 更 (ツールのデプロイなど)には承 認 が必 要 です。[Endpoint Configuration Bypass Approval (エンド ポイント 設 定 のバイパス
承 認 )]アクセス権 限 をこのロールに適 用 し、関 連 するコンテンツセット を追 加 すると、モジュール生 成 の構 成 変 更 に対 する承 認 をバイパスできま
す。詳 細 は、Tanium Endpoint Configurationユーザガイド：ユーザロールの要 件 を参 照 してください。
4ラベル付 きイベント をTanium Connectに送 信 するには、Connectがインスト ールされている必 要 があります。また、[Integrity

Monitor Monitor

Event Labels Write (Integrity Monitorモニタイベント ラベルの書 き込 み)]アクセス許 可 のほか、Connectロールを介 して提 供 される[Tanium
Connect Connect Event Write (Tanium Connect Connectイベント 書 き込 み)]アクセス許 可 を持 っている必 要 があります。この権 限 を付 与 する
ためにAdministratorが割 り当 てることができる最 小 権 限 のConnectロールはConnect Userです。
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Integrity Monitorの高 度 ユーザロールで提 供 されるアクセス権 限
アクセス権 限

アクセス許 可 用 コンテ

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

ンツセット

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor Read

Monitor

Administrator

Operator

Author

User

Only User

Service

(作 成 者 )

(ユーザー)

(読 み取 り専

Account

(管 理 者 )

用 ユーザー)
Execute Plugin (プラグイン

Integrity Monitorイベ

の実 行 )

ント

Execute Plugin (プラグイン

Integrity Monitor

の実 行 )
Execute Plugin (プラグイン

Connect

の実 行 )
Execute Plugin (プラグイン

Trends

の実 行 )
アクションの読 み取 り

Integrity Monitorデプ
ロイ

アクションの読 み取 り

Integrity Monitor
Troubleshooting
(Integrity Monitorト ラ
ブルシューティング)

Read Filter Group (フィルタ

予約

グループの読 み取 り)
Read Filter Group (フィルタ

Default Filter Groups

グループの読 み取 り)
Read Filter Group (フィルタ

Integrity Monitor

グループの読 み取 り)
Read Filter Group (フィルタ

Integrity Monitorデプ

グループの読 み取 り)

ロイ

保 存 されたQuestionの読 み

Integrity Monitor

取り
保 存 されたQuestionの読 み

Integrity Monitorイベ

取り

ント

センサーの読 み取 り

予約

センサーの読 み取 り

ベース
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Integrity Monitorの高 度 ユーザロールで提 供 されるアクセス権 限 (続 き)
アクセス権 限

アクセス許 可 用 コンテ

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

Integrity

ンツセット

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor Read

Monitor

Administrator

Operator

Author

User

Only User

Service

(作 成 者 )

(ユーザー)

(読 み取 り専

Account

(管 理 者 )

用 ユーザー)
センサーの読 み取 り

Integrity Monitor

センサーの読 み取 り

Integrity Monitorデプ
ロイ

センサーの読 み取 り

Integrity Monitorイベ
ント

アクションの書 き込 み

Integrity Monitorデプ
ロイ

アクションの書 き込 み

Integrity Monitor
Troubleshooting
(Integrity Monitorト ラ
ブルシューティング)

パッケージの書 き込 み

Integrity Monitorデプ
ロイ

パッケージの書 き込 み

Integrity Monitor
Troubleshooting
(Integrity Monitorト ラ
ブルシューティング)

保 存 されたQuestionの書 き

Integrity Monitor

込み
保 存 されたQuestionの書 き

Integrity Monitorイベ

込み

ント

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

41ページ

Integrity Monitorのインスト ール
[Tanium Solutions (Taniumソリューション)] ページを使用して、Integrity Monitorをインスト ールし、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 設定での自動設定(Tanium Core Platform 7.4.2以降のみ)：Integrity Monitorは、必要な依存関係およびその他
の選択された製品と一緒にインスト ールされます。インスト ール後、Tanium Serverは推奨されるデフォルト 設定を自動的に設
定します。このオプションは、ほとんどのデプロイのベスト プラクティスです。Integrity Monitorの自動設定についての詳細は、
「Integrity Monitorをインポート および設定でデフォルト の設定を使用する(43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：Integrity Monitorがインスト ールされたら、必要な設定を手動で設定する必要があります。
このオプションは、Integrity Monitor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、
「Integrity Monitorのインポート および設定でカスタム設定を使用する(44ページ)」を参照してください。

使用を開始する前に
l

リリースノート をお読みください。

l

「Integrity Monitorの要件(25ページ)」を確認します。

l

以前のバージョンからアップグレード する場合は、「Integrity Monitorのアップグレード (47ページ)」を参照してください。

エンドポイント の準備をする
(Windows) アクセス権限の記録を設定する
アクセス権限関係のイベント を監視するには、エンド ポイント で [Local Security Policy (ローカルセキュリティポリシー)] のAudit File
System (ファイルシステムの監査)アクセス権限を設定する必要があります。
この権限がすでに設定されているかどうかを確認するには、次のQuestionを実行します。「 Get Integrity Monitor Endpoint
Tools Status and Computer name from all machines 」。権限が設定されていない場合、エンド ポイント から以下のエラー

が返されます。「Recorder - Error: File permission auditing is disabled (ファイルアクセス権限の監査が無効で
す)。
Audit File System (ファイルシステムの監査)権限を設定するには、以下の手順を実行します。(以下の手順は Windows 10に該当
し、Windowsのバージョンによって異なる場合があります。)
1.

コント ロールパネルで [Administrative Tools (管理ツール)] > [Local Security Policy (ローカルセキュリティポリシー)] を開きま
す。

2.

[Security Settings (セキュリティ設定)] > [Advanced Audit Policy Configuration (セキュリティ監査ポリシーの詳細設定)] >
[System Audit Policies (システム監査ポリシー)] [Local Group Policy Object (ローカルグループポリシーオブジェクト )] >
[Object Access (オブジェクト アクセス)] に移動します。
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3.

[Audit File System (ファイルシステムの監査)] をダブルクリックします。

4.

[Configure the following audit events: (次の監査イベント を設定する：)]を選択して、次に[Success (成功)]を選択します。

5.

[OK]をクリックします。

レガシーのClient Recorder Extensionを削除する
対象のエンド ポイント にClient Recorder Extensionバージョン1.xが存在する場合は、Client Recorder Extensionバージョン2.xツール
をインスト ールする前に削除する必要があります。Client Recorder Extensionバージョン1.xが存在するエンド ポイント を対象にするに
は、次のQuestionを使用します。Legacy - Recorder Installed 。[Supported Endpoints (サポート されているエンド ポイント )]
列にNo (いいえ)と表示された場合は、エンド ポイント にClient Recorder Extension 2.xツールをインスト ールする前に、Client
Recorder Extensionバージョン1.xを削除する必要があります。Client Recorder Extensionバージョン1.xを削除するには、対象のエン
ド ポイント にRecorder - Remove Legacy Recorder [オペレーティングシステム] パッケージをデプロイします。

Integrity Monitorをインポート および設定でデフォルト の設定を使用する
インポート で自動構成を使用すると、次のデフォルト 設定が適用されます。
l

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

l

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

l

サポート されている各種オペレーティングシステム(Windows、Linux、AIX、Solaris)のCritical System Filesテンプレート に基づ
いて。ウォッチリスト が作成されます。

l

サポート されている各種オペレーティングシステムのウォッチリスト を展開するためのモニタが作成されます。
Windowsモニタの監視対象には、Windows Serverコンピュータグループのみが設定されます。All Windows Server 2008
R2、All Windows Server 2012、All Windows Server 2012 R2、All Windows Server 2016、All Windows Server 2019。
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他のすべてのモニタの監視対象には、該当するAll<Operating System>コンピュータグループが設定されます。All Linux、All
AIX、All Solaris。
実際の環境で使用されていない対象オペレーティングシステムがある場合は、該当するモニタを削除してくださ
い。

l

エンド ポイント にモニタが展開されます。

Integrity Monitorをインポート して、デフォルト の設定を適用するには、手順の実行で、必ず [Apply Tanium recommended
configurations (Tanium推奨構成を適用)] チェックボックスを選択します。以下を参照してください。Tanium Consoleユーザガイ
ド ：Taniumモジュールの管理を参照してください。インポート したら、正しいバージョンがインスト ールされていることを確認します。
「Integrity Monitorのバージョンを確認する(45ページ)」を参照してください。

Integrity Monitorのインポート および設定でカスタム設定を使用する
デフォルト の設定を自動的に適用することなくIntegrity Monitorのインポート だけ行うには、手順の実行で、必ず [Apply Tanium
recommended configurations (Tanium推奨構成を適用)] チェックボックスをオフにします。以下を参照してください。Tanium
Consoleユーザガイド ：Taniumモジュールの管理を参照してください。インポート したら、正しいバージョンがインスト ールされていること
を確認します。「Integrity Monitorのバージョンを確認する(45ページ)」を参照してください。

Integrity Monitorサービスアカウント を設定する
エンド ポイント 統計の収集やConnectへのラベルの送信、ルールの評価などのいくつかのバックグラウンド ジョブを実行するには、
Integrity Monitorサービスアカウント ユーザを作成して設定する必要があります。このユーザはTanium Administratorであるか、または
次のロールおよびアクセス権が必要です。
l

Integrity Monitor Service Accountロール

l

監視されているコンピュータグループへのアクセス

l

Endpoint Configuration Service Accountロール(tTanium Client Managementをインスト ールしてる場合で、Endpoint
ConfigurationはTanium Client Managementの一部としてインスト ールされる)
Integrity Monitor Administratorロールによって、このサービスアカウント ユーザに必要な権限のすべてが付与されること
はありません。

モニタに割り当てられている任意のエンド ポイント にアクセスするには、All Computerグループにサービスアカウント のユー
ザアクセス権を付与します。この付与をしないと、コンピュータグループをモニタに追加するとき、必ず、そのコンピュータグ
ループをサービスアカウント にも割り当てて、そのコンピュータグループのエンド ポイント の監視で問題が発生しないように
する必要があります。

1.

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

2.

[Service Account (サービス アカウント )] タブをクリックします。

3.

サービスアカウント ユーザのUsername (ユーザ名)とPassword (パスワード )を入力し、[Save (保存)]をクリックします。
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Taniumソリューションの依存関係を管理する
初めてIntegrity Monitorワークベンチを起動すると、Tanium Consoleは、Integrity Monitorに必要なすべての依存関係の必要なバー
ジョンがインスト ールされているか確認します。Integrity Monitorワークベンチを読み込むには、必要なTanium依存関係のすべてがイン
スト ールされている必要があります。環境にインスト ールされていないTanium依存関係があると、バナーが表示されます。Tanium
Consoleは、必要なTanium依存関係と必要なバージョンを一覧表示します。
1.

Tanium Consoleが依存関係として挙げたモジュールおよび共有サービスをインスト ールします。詳しくは、『Tanium Console
ユーザガイド 』の 「特定のソリューションをインポート /再インポート /更新する」を参照してください。

2.

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

Integrity Monitorのバージョンを確認する
Integrity Monitorのインポート またはアップグレード したら、正しいバージョンがインスト ールされていることを確認します。
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)] > [Integrity Monitor] に移動してIntegrity Monitor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。

Integrity Monitorを設定する
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。エンド ポイント 設定
は、従来Taniumの追加機能に付随していた設定アクションを統合し、ソリューションの構成を実施してから、その構成がエンド ポイント
に到達するまでの間にタイミングエラーが発生する可能性を排除します。このように設定を管理することで、Tanium機能のインスト ー
ル、設定、および使用する時間が大幅に短縮されるとともに、エンド ポイント のグループをより柔軟に特定の設定の対象にすることがで
きます。

エンド ポイント 設定は、Tanium Client Managementの一部としてインスト ールされます。詳細は、以下を参照してくだ
さい。Tanium Client Managementユーザガイド ：Client Managementのインスト ール

また、エンド ポイント 設定を使用して、また、エンド ポイント 設定の承認を管理することもできます。たとえば、エンド ポイント 設定で承認
権限を持つユーザが構成の変更を承認するまで構成変更がデプロイされないようにできます。Integrity Monitor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(31ページ)」を参照してください。
エンド ポイント 設定を使用して承認を管理するには、構成の承認を有効にする必要があります。
1.

メインメニューから、[Administration (管理)] > [Shared Services (共有サービス)] > [Endpoint Configuration (エンド ポイント
設定)] に移動して、エンド ポイント 設定の [Overview (概要)] ページを開きます。

2.

[Settings (設定)] をクリックし、[Global (グローバル)] タブをクリックします。
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3.

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

エンド ポイント 設定についての詳細は、Tanium エンド ポイント 設定ユーザガイド を参照してください。
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Integrity Monitorのアップグレード
Integrity Monitorのアップグレード 手順については、以下を参照してください。Tanium Consoleユーザガイド ：Taniumモジュールの管
理を参照してください。アップグレード 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。「Integrity Monitorのバージョ
ンを確認する(48ページ)」を参照してください。
Integrity Monitorをアップグレード するにあたっては、新しいバージョンのリリースノート をお読みください。
アップグレード の前後に、Integrity Monitorでいくつか基本テスト を実行して、すべての運用操作が正しく機能すること
を確認してください。

モニタを再展開する
Integrity Monitorをアップグレード した場合は、すべてのモニタおよびルールを展開し直す必要があります。Integrity Monitor 2.6以降の
場合、デフォルト の構成ではアップグレード 後にモニタおよびルールが自動的に展開し直されます。自動展開設定が設定されていない
場合は、モニタおよびルールを手動で展開し直すことができます。モニタの手動展開についての詳細は、「モニタを展開する(64ページ)」
を参照してください。

モニタおよびルールを再展開しないと、システムが動作しなくなる場合があります。

モニタの自動再展開の設定
1.

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

2.

[General Settings (一般設定)]タブをクリックします。

3.

[Automatic Deployment on Upgrade (アップグレード 時に自動展開)] セクションでAutomatically Deployment monitors and
rules when upgradeing the module (モジュールのアップグレード 時にモニタとルールを自動展開)を選択します。
2.6より前のバージョンからのアップグレード の場合、デフォルト ではこの設定は有効になりません。

Integrity Monitor 2.4またはそれ以降へのアップグレード
Integrity Monitorの2.4以降には、拡張ラベリングと呼ばれるエンド ポイント に保存されるラベルを使用する機能があります。(詳細は、
「基本ラベリングと拡張ラベリング(61ページ)」を参照してください。) この機能に対応するため、Integrity 2.4またはそれ以降にアップグ
レード すると、既存のすべてのラベルはグローバルラベルになります。特定のモニタに現在割り当てられているユーザ定義のカスタムラベル
は、一致するグローバルラベルに移行されます。名前の衝突するカスタムラベルは、1つのグローバルラベルにマージされます。
アップグレード 後、モニタは基本モニタから拡張モニタに個別に更新することができます。この更新の実行については、「基本モニタを拡
張モニタに更新する(66ページ)」を参照してください。
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Integrity Monitorのバージョンを確認する
Integrity Monitorのインポート またはアップグレード したら、正しいバージョンがインスト ールされていることを確認します。
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)] > [Integrity Monitor] に移動してIntegrity Monitor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。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

48ページ

ウォッチリスト の設定
ウォッチリスト では、変更の有無を監視する一連のファイル、ディレクト リ、およびWindowsレジスト リパスを定義します。
Integrity Monitorには、一般にWindowsおよびLinuxで監視対象になる重要ファイルとディレクト リ、あるいは一般にWindowsで監視
対象になるウォッチリスト テンプレート が付属しています。独自のウォッチリスト を作成するか、付属のテンプレート からウォッチリスト を作
成し、パスを追加または削除することで、実際の環境に合わせてウォッチリスト をカスタマイズすることができます。
ウォッチリスト のパスごとに特定の種類の変更のイベント をト リガするように設定することができます。ファイルのパスでは、アクセス権限の
変更イベント をト リガーすることができます。

Windowsエンド ポイント でアクセス権限の変更を記録するには、Audit File System (ファイルシステムの監査)権限を
設定する必要があります。詳細は、「エンド ポイント の準備をする(42ページ)」「」を参照してください。

ウォッチリスト を作成する
1.

Integrity Monitorメニューから [Watchlist (ウォッチリスト )] を選択します。

2.

[Create Watchlist (ウォッチリスト の作成)] をクリックします。

3.

新しいウォッチリスト のName (名前)とDescription (説明)を入力します。
ウォッチリスト には、監視するアプリケーション、ビジネス ユニット 、またはコンプライアンス規格に基づいて名前を付
けます。

4.

[Path Style (パスの形式)]でWindowsまたはUnixを選択します。
対象エンド ポイント のオペレーティングシステムとパスはウォッチリスト 内で整合性がとれている必要があります。た
とえば、UNIXのパス形式のウォッチリスト に、WindowsのファイルパスやWindowsのレジスト リパスを追加すること
はできません。

5.

(任意) [Watchlist Templates (ウォッチリスト テンプレート )] セクションで、ウォッチリスト への初期パスの追加に使用するテンプレー
ト を選択します。
手始めにテンプレート 使用し、環境のニーズに合わせてウォッチリスト を変更します。付属テンプレート のデフォル
ト のウォッチリスト を使用するモニタでは、必ずしも懸念の原因ではない大量の事象が記録されることがありま
す。

6.

[Create (作成)]をクリックします。
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パスを追加および編集する
ウォッチリスト を作成したら、パスを追加することで、監視対象のファイル、ディレクト リ、Windowsレジスト リパスを指定します。ウォッチリ
スト の作成時にテンプレート を使用した場合、テンプレート に定義されていたパスを編集できます。

パスと包含、除外
ウォッチリスト の展開先のエンド ポイント で監視対象となるファイル、ディレクト リ、レジスト リパスは、ウォッチリスト に追加するパスで決まり
ます。パスのディレクト リやファイル、レジスト リキー、またはレジスト リ値名ではワイルド カード 文字を使用できます。パス区切り文字、複
数のディレクト リ、複数のキーレベルの指定にワイルド カード 文字を使用することはできません。
ウォッチリスト で監視対象にするファイル、ディレクト リ、レジスト リ パスを絞り込むには、パス包含 またはパス除外 を追加します。包含と
除外のどちらも指定されていない場合は、設定された変更の種類についてファイルパス内のすべてのファイルとディレクト リ、またはレジス
ト リパス内のすべてのキーと値が監視されます。
パス包含を指定すると、その包含に一致するディレクト リ、ファイル、レジスト リキー、またはレジスト リ値のみが監視されます。
パス除外を定義した場合、その除外に一致するディレクト リ、ファイル、レジスト リ キー、レジスト リ値は監視 されません。
除外は包含に優先します。包含と除外の両方を指定すると、除外に一致するものを除く、すべてのディレクト リ、ファイル、レジスト リ
キー、またはレジスト リ値が監視されます。
包含または除外にワイルド カード 文字を使用できます。パスのワイルド カード 文字と異なり、それらワイルド カード 文字はパスの区切り
文字をを表すことができます。
詳細および例は、以下を参照してください。関連情報：ウォッチリスト のパス包含とパス除外。

ウォッチリスト は具体的に定義してください。たとえば、エンド ポイント でC:\または/ディレクト リを監視すると、懸念の対
象にならない大量のイベント が生成されます。懸念対象のイベント に焦点を当てるには、以下のガイド ラインに従いま
す。
l

可能な場合は、1つのディレクト リパスではなく、複数の特定ファイルのパスを追加する。上位のレジスト リキー
ではなく、レジスト リの複数の特定サブキーのパスを追加する。

l

ディレクト リのパスを追加する場合は、監視する特定のファイルの種類(*.exeや*.dllなど)の包含を追加す
る。

l

さまざまな種類のアプリケーション、ソフト ウェアコンポーネント 、システム構成部分、またはコンプライアンス規格
に焦点を絞った複数のウォッチリスト を作成する。たとえば、WindowsやSQL Serverの重要ファイル、ディレクト
リ、レジスト リ エント リの重要なオペレーティングシステムファイルを監視する必要がある場合は、Windowsと
SQLServerのそれぞれに対するウォッチリスト を作成します。これらのウォッチリスト は、複数のモニタで異なるモ
ニタリングニーズに合わせて再利用することができます。

ウォッチリスト を整理し、モニタリングの予測可能性を高めるには、主に含めるを多用して、除く数を制限するようにしま
す。
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ファイルのパスを追加する
ウォッチリスト にファイルのパスを追加することで、特定のエンド ポイント での変更の有無を監視するファイルとディレクト リを指定することが
できます。
1.

[Watchlists (ウォッチリスト )] > [ ウォッチリスト名 ]に移動します。

2.

(WIndowsウォッチリスト のパス形式の場合) [File Paths (ファイルパス)] タブがアクティブであることを確認します。

3.

[Add Paths (パスの追加)] > [New (新規)] をクリックします。

4.

[Details (詳細)] セクションでパスの情報を入力します。
1.

ファイルまたはディレクト リの絶対パスを入力します。
アスタリスク(* )ワイルド カード 文字は、任意の数の文字との一致を表し、疑問符(? )ワイルド カード 文字は、任意の1文
字との一致を表します。
パスのディレクト リまたはファイル名には、ワイルド カード 文字を使用することができます。ただし、パスの区切り文字や複
数のディレクト リレベルの指定にワイルド カード 文字を使用することはできません。(この用法は、パスの包含または除外で
のワイルド カード の用法と異なります。)
たとえば、パス/a/*/zを指定すると、パスa/b/zが監視されますが、パスa/b/c/zは監視されません。

2.

[Change Type (変更の種類)] セクションで、ファイルまたはディレクト リについて監視する変更の種類を選択します。選
択可能な変更の種類は作成、書き込み、削除、名前の変更、アクセス権限です。

5.

[Inclusions and Exlusions (包含と除外)] セクションで、[Path Inclusions (パス包含)] または [Path Exclusions (パス除外)] セ
クションを展開し、パスの包含または除外を追加することができます。
アスタリスク(* )ワイルド カード 文字は、任意の数の文字との一致を表し、疑問符(? )ワイルド カード 文字は、任意の1文字との一
致を表します。
パス包含または除外で使用されるワイルド カード 文字は、パスの区切り文字 (Linuxの場合/、Windowsの場合\)も一致対象に
なります。たとえば、パスが/aで、包含が*/zの場合、この包含は /a/b/z、/a/b/c/z、または/a/b/c/d/e/f/g/zのどれにも
一致します。
詳細および例は、以下を参照してください。関連情報：ウォッチリスト のパス包含とパス除外。
追加のパスの包含または除外を追加するには、対応するセクションで [Add (追加)] をクリックします。
包含または除外を削除するには、をクリックします。
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6.

[Add Paths (パスを追加)] をクリックします。

(Windows) レジスト リのパスを追加する
ウォッチリスト にレジスト リのパスを追加することで、特定のエンド ポイント での変更の有無を監視するレジスト リのキーと値を指定するこ
とができます。レジスト リのパスは、Windowsのパス形式のウォッチリスト に対してのみ使用できます。
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1.

[Watchlists (ウォッチリスト )] > [ ウォッチリスト名 ]に移動します。[Registry Paths (レジスト リのパス)] タブをクリックします。

2.

[Add Paths (パスの追加)] > [New (新規)] をクリックします。

3.

[Details (詳細)] セクションでパスの情報を入力します。
1.

レジスト リのキーまたは値の絶対パスを入力します。
アスタリスク(* )ワイルド カード 文字は、任意の数の文字との一致を表し、疑問符(? )ワイルド カード 文字は、任意の1文
字との一致を表します。
パスのキー名または値名には、ワイルド カード 文字を使用することができます。ただし、パスの区切り文字や複数のディレ
クト リレベルの指定にワイルド カード 文字を使用することはできません。(この用法は、パスの包含または除外におけるワイ
ルド カード 文字の用法と異なります。) たとえば、パスHKEY_LOCAL_MACHINE\*\zの場合、パス HKEY_LOCAL_
MACHINE\a\zは監視されますが、HKEY_LOCAL_MACHINE\a\b\z は監視されません。
レジスト リのパスに関するその他の考慮事項については、「レジスト リのパスに関する考慮事項(54ページ)」を参照してく
ださい。

2.

[Change Type (変更の種類)] セクションで、レジスト リのパスについて監視する変更の種類を選択します。選択可能な
変更の種類は作成、書き込み、削除、名前の変更です。

4.

[Inclusions and Exlusions (包含と除外)] セクションで、[Path Inclusions (パス包含)] または [Path Exclusions (パス除外)] セ
クションを展開し、パスの包含または除外を追加することができます。
アスタリスク(* )ワイルド カード 文字は、任意の数の文字との一致を表し、疑問符(? )ワイルド カード 文字は、任意の1文字との一
致を表します。
パス包含または除外で使用されるワイルド カード 文字は、パスの区切り文字 (\)も一致対象になります。たとえば、パスがHKEY_
LOCAL_MACHINE\a で、包含が *\zの場合、この包含は HKEY_LOCAL_MACHINE\a\b\z、HKEY_LOCAL_
MACHINE\a\b\c\z、HKEY_LOCAL_MACHINE\a\b\c\d\e\e\f\g\zのどれにも一致します。
詳細は、関連情報：ウォッチリスト のパス包含とパス除外。
追加のパスの包含または除外を追加するには、対応するセクションで [Add (追加)] をクリックします。
包含または除外を削除するには、をクリックします。
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5.

[Add Paths (パスを追加)] をクリックします。

レジスト リのパスに関する考慮事項
監視対象のサブキーと値の決定
デフォルト では、パスに指定されたキーの下のすべてのサブキーと値が包含対象になります。たとえば、パスHKEY_LOCAL_MACHINE\\a
を指定すると、除外することがない限り、aキーのすべての値、aキーのすべてのサブキー (HKEY_LOCAL_MACHINE\\a\\x、HKEY_
LOCAL_MACHINE\\a\\y、HKEY_LOCAL_MACHINE\\a\\zなど)、およびそれらサブキーのすべての値が監視対象になります。
HKEY_LOCAL_MACHINEなど、サブツリー全体を監視することはできません。
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値の指定
レジスト リキーの下の値を指定するには、二重円記号の区切り文字(\\)を使用します。たとえば、TermServiceキーの下のStart値
へのパスを指定するには、HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\\Startと入力し
ます。値を指定すると、その値のみが監視され、パスまたはサブキーで指定されたキーは監視されません。
レジスト リキーのデフォルト 値を指定するには、二重円記号の区切り文字(\\)のみを含め、値名は含めません。たとえば、
IEXPLORE.EXEキーのデフォルト 値を指定するには、HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE\\と入力します。
また、円記号は値名に含めることができることに注意してください。パスの二重円記号の後に円記号がある場合、その円記号は値名の
一部とみなされます。たとえば、パス HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\\\My\Valueは、HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKeyキーの下の
値名 \My\Valueの指定になります。
サブツリーの略語の使用
パスでサブツリーの略語を使用することができます。変更を保存すると、サブツリー名が展開されます。たとえば、パスHKLM\MyKeyと入
力すると、HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKeyとして保存されます。
サブツリー名

略語

HKEY_CLASSES_ROOT

HKCR

HKEY_CURRENT_USER

HKCU

HKEY_LOCAL_MACHINE

HKLM

HKEY_USERS

HKU

HKEY_CURRENT_CONFIG

HKCC

パスでのHKEY_CURRENT_USERサブツリーの使用
HKEY_CURRENT_USERサブツリーにパス(たとえば、HKEY_CURRENT_
USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy)を追加して、その変更を保存すると、パスのHKEY_
CURRENT_USERサブツリーはHKEY_USERS\* (たとえば、HKEY_
USERS\*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy)に変更されます。Tanium ClientはSYSTEMアカ
ウント を使用するため、HKEY_CURRENT_USERサブツリーは、エンド ユーザではなくSYSTEMアカウント に適用されます。代わりにHKEY_
USERS\*を使用すると、Integrity Monitorは現在 Windowsにログインしているエンド ユーザを含めて、すべてのユーザのイベント を記
録します。
パスでのリダイレクト されたレジスト リキーの使用
64ビット Windowsの場合、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\などの一部レジスト リキーは、32ビット アプリケーションで使用できる
よう、WOW6432Nodeサブキー(たとえば、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node)にリダイレクト されます。WOW64の下
にあってリダイレクト されるキーのパスを追加すると WOW6432Nodeキーの下のパラレルのキーパスは自動的に監視されなくなります。これ
らのパスの下のキーを監視する場合は、それぞれのキーを個別入力する必要があります。
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パスをインポート する
別の監視ツールで作成したファイルや、Integrity Monitorに付属しているテンプレート からウォッチリスト にパスをインポート することができ
ます。
ファイルからのパスの追加
制限付きではありますが、Taniumでは、Tripwire構成やオープンソースのHIDS Security(OSSEC)構成、Log Correlation Engine
(LCE)クライアント ポリシー、CSVファイルからパスをインポート することができます。インポート したファイルには、ファイルとディレクト リまた
はレジスト リのパスを含めることができます。

Integrity Monitor 2.6.2以降では、円記号(\)を使用してWindowsパスの円記号をエスケープすることができます。2.6.2
より前のバージョンでは、Windowsのパスの円記号をエスケープしないでください。

1.

ウォッチリスト の詳細ページで、[Add Paths (パスの追加)] > [Import From File (ファイルからインポート )] をクリックします。

2.

[Choose File (ファイルの選択)] をクリックします。

3.

パスファイルを参照して選択し、[Open (開く)] をクリックします。

4.

[Import (インポート )] をクリックしてファイルをインポート します。

CSV形式でのパスのインポート
CSVファイルの先頭行では、フィールド 名を指定して、後続行の値の順序を定義します。インポート では、次のフィールド が使用されま
す。
フィールド

説明

path

ファイル、ディレクト リ、またはレジスト リのパス

ops_create

作 成 アクションのパスを監 視 するかどうか(onまたはoff)

ops_delete

削 除 アクションのパスを監 視 するかどうか(onまたはoff)

ops_write

書 き込 みアクションのパスを監 視 するかどうか(onまたはoff)

ops_rename

名 前 の変 更 アクションのパスを監 視 するかどうか(onまたはoff)

ops_permission

アクセス権 限 の変 更 のパスを監 視 するかどうか(onまたはoff)

excludes_spec

パスに適 用 する除 外

excludes_spec以外のすべてのフィールド を空白にして後続の行を追加することで、パスに除外を追加することができます。これらの
行は、親のエント リから空白のフィールド 値を継承します。
次の例は、Integrity Monitorへのパスのインポート に使用するCSVファイルの構造を示しています。

path,ops_create,ops_delete,ops_write,ops_rename,ops_permission,excludes_spec
C:\\autoexec.bat,on,on,on,on,on,
C:\\Windows\\logs,on,on,on,on,off,\\*
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C:\\Windows,on,on,on,on,on,NtServicePackUninstall
,,,,,,NtServicePackUninstall\\*
,,,,,,NtUninstall
,,,,,,NtUninstall\\*
,,,,,,Help
,,,,,,Help\\*
C:\\Windows\\assembly,on,on,on,on,on,\\*
上記の例では、次の行でパスC:\autoexec.batが追加され、サポート されているすべての種類の変更が有効にされます。

C:\\autoexec.bat,on,on,on,on,on,
次の行では、パスC:\\Windows\\logsが追加されて、変更の種類として作成、削除、書き込み、名前の変更が有効になります
が、アクセス権限の変更を有効にされませんん。また、除外\*が追加されることで、C:\Windows\logs内のすべてのサブディレクト リ
が除外されます。

C:\\Windows\\logs,on,on,on,on,off,\\*
次の行では、パスC:\Windowsが追加され、サポート されているすべての種類の変更が有効にされて、3つのディレクト リとそのサブディ
レクト リ(NtServicePackUninstall、NtUninstall、およびHelp)に対する除外が追加されます。

C:\\Windows,on,on,on,on,on,NtServicePackUninstall
,,,,,,NtServicePackUninstall\\*
,,,,,,NtUninstall
,,,,,,NtUninstall\\*
,,,,,,Help
,,,,,,Help\\*
次の行では、パスC:\Windows\assemblyが追加されて、サポート されているすべての種類の変更が有効にされ、除外\*が追加さ
れます。

C:\\Windows\\assembly,on,on,on,on,on,\\*

テンプレート からのパスの追加
Integrity Monitorには、一般的にWindowsおよびLinuxで監視対象となる重要ファイルとディレクト リを含むウォッチリスト テンプレート が
付属しています。これらのテンプレート は、新しいウォッチリスト の作成で使用できますが、既存のウォッチリスト へのパスを追加する目的
にも使用することができます。
1.

ウォッチリスト の詳細ページで [Add Paths (パスの追加)] > [Import From Template (テンプレート からインポート )] をクリックしま
す。

2.

テンプレート を選択し、[Import (インポート )] をクリックします。
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手始めにテンプレート 使用し、環境のニーズに合わせてウォッチリスト を変更します。付属テンプレート のデフォルト の
ウォッチリスト を使用するモニタでは、必ずしも懸念の原因ではない大量の事象が記録されることがあります。

複数のパスに対する変更の種類の更新
1.

ウォッチリスト の詳細ページからパスを1つ以上選択します。

2.

Manage Change Type (変更の種類の管理)

をクリックします。
3.

適切な変更の種類を選択し、[Save (保存)] をクリックします。

次に取り組むこと
モニタを作成することで、エンド ポイント にウォッチリスト を展開し、ウォッチリスト で定義したパスのイベント を記録します。詳細は、レポー
ト を使用するを参照してください。
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ウォッチリスト のフィルタリングと詳細の表示
l

[Watchlists (ウォッチリスト )] ページで [Filter by name (名前でフィルタ)] ボックスを使用すると、ウォッチリスト を名前でフィルタリ
ングすることができます。

l

[Watchlists (ウォッチリスト )]ページからウォッチリスト が使用されるモニタを表示するには、ウォッチリスト のExpand (展開) をクリッ
クします。

l

ウォッチリスト のパスを表示するには、ウォッチリスト の名前をクリックします。ウォッチリスト の詳細ページで、Expand (展開) をク
リックして、そのパスに対する包含と除外を表示します。

l

ウォッチリスト の詳細ページから [Filter Items (フィルタ項目)] ボックスを使用して、表示されるパスをフィルタリングすることができ
ます。
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ウォッチリスト をエクスポート /インポート する
ウォッチリスト は、エクスポート して、別の環境に移すことができます(QA/ラボ環境でウォッチリスト を作成していて、そのウォッチリスト を本
番環境に移行したり、そのバックアップを作成したりしたい場合など)。

ウォッチリスト のエクスポート
1.

[Watchlists (ウォッチリスト )] ページでウォッチリスト の名前をクリックして、そのウォッチリスト の詳細ページを開きます。

2.

Export Watchlist (ウォッチリスト のエクスポート ) をクリックします。
エクスポート したウォッチリスト が、JSON形式でブラウザにダウンロード されます。

ウォッチリスト のインポート
1.

[Watchlists (ウォッチリスト )] ページでImport Watchlist (ウォッチリスト のインポート ) をクリックします。

2.

[Choose File (ファイルを選択)]をクリックします。

3.

ウォッチリスト ファイルを参照し、[Open (開く)] をクリックします。

4.

[Import (インポート )]をクリックしてファイルをインポート します。
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モニタでウォッチリスト を展開する設定をする
モニタを使用してウォッチリスト をエンド ポイント に展開することで、ファイルおよびレジスト リイベント を連続的に記録することができます。
各モニタはそれぞれ1つのオペレーティングシステムは適用しますが、展開は複数のコンピュータグループに行うことができます。

モニタは特定のコンピュータグループに展開されます。コンピュータグループごとに1つのモニタを設定し、そのコンピュータ
グループに対して個別にウォッチリスト を選択します。

基本ラベリングと拡張ラベリング
Integrity Monitorの2.4以降には、拡張ラベリングと呼ばれるエンド ポイント に保存されるラベルを使用する機能 があります。拡張ラベリ
ングでは、ラベルはTaniumプラット フォーム全体にまたがってIntegrity Monitorセンサーから利用できます。拡張ラベルを他のデータと組
み合わせることで、フィルタでラベルを使用することもできます。たとえば、拡張ラベリングを使用すると、Tanium™ Interactで「 Get
Computer Name and Integrity Monitor File Events Details contains Label Important 」Questionを実行し

て、Important (重要)ラベルのファイルイベント のみを読み出すことができます。拡張ラベリングを使用すると、Integrity Monitorの
ラベル付きファイルイベント の詳細 、Integrity Monitorのラベルなしファイルイベント の概要 、およびIntegrity Monitorのラベルなし
ファイルイベント の詳細 センサーを使用することもできます。詳細は、「イベント の表示(67ページ)」を参照してください。

すべてのイベント に適切なラベルを付けられていると、フィルタでラベルなしのイベント (通常は想定外の変更を表す)だけを読み出すこと
ができます。
拡張ラベリングにより、ServiceNow Change Managementとの統合を実現することができます。
拡張ラベリングでは、拡張モニタ、ラベル、およびルールを使用し、基本ラベリングでは、基本モニタ、ラベル、およびルールを使用しま
す。
拡張ラベリングを使用すると、次の制限が適用されます。
l

イベント にラベルを手動で追加することはできません。

l

ラベル付きイベント にメモを追加することはできません。

l

Integrity Monitorのファイルイベント の概要でイベント ラベルを変更することはできません。

l

従来型レポート は使用できません。代わりに、Connectで保存済みQuestionを使用して、レポート や外部接続先にイベント を
送信することで、より詳細なフィルタリングや、柔軟性の向上が可能になります。詳細は、「拡張モニタからイベント を送信する
(76ページ)」を参照してください。

拡張ラベルは、通常のセンサー出力と同じテキスト 形式で表示され、基本ラベルは色分けしたボックスでグラフィカルに表示されます。こ
の変更により、Taniumセンサー出力と同様に、ラベル名に基づいて順序付けしたり、フィルタリングしたりできます。
基本ラベリングでは、ラベルはTanium Tanium ServerServerに保存され、Integrity Monitorでのみ利用できます。
拡張ラベリングは、WindowsおよびLinuxエンド ポイント 用のモニタでのみ利用できます。AIXおよびSolarisエンド ポイント 用のモニタは、
基本ラベリングのみ利用できます。
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モニタ方式
WindowsまたはLinuxプラット フォームでのモニタの作成では、[Event Monitoring (イベント 監視)] か[Hash Monitoring (ハッシュ監
視)]、またはその両方を選択することができます。SolarisおよびAIXエンド ポイント は、ハッシュ監視のみを使用します。
Windowsレジスト リイベント の監視には、イベント 監視を使用する必要があります。

Event Monitoring (イベント 監視)
イベント 監視を使用することで、ファイルやWindowsレジスト リ値に対する作成や書き込み、削除、名前の変更などの、指定
ウォッチリスト の変更イベント をリアルタイムで監視することができます。イベント 監視では、リネームに対する書き込みと削除など
の類似した変更タイプを区別できます。この方式はまた、ハッシュ監視と比較して、該当するユーザまたはプロセスパスなどの変
更についてより多くの情報を提供します。
Hash monitoring (ハッシュ監視)
ハッシュ監視を使用することで、ファイルハッシュもしくはメタデータへの変更を指定ウォッチリスト から定期的な間隔で監視でき
ます。一部の環境では、ハッシュ監視が必須となります。この方法の利点は、変更イベント を見逃した場合でもファイル整合性
を確認できる点にあります。Linuxエンド ポイント のハッシュ監視では、Auditdは使用されません。

両方の監視方式を使用します。[Event Monitoring (イベント 監視)] と [Hash Monitoring (ハッシュ監視)] の両方を
使用すると、イベント レコーダで問題が発生しても、ファイルとレジスト リ値の変更を引き続きハッシュ監視から確認で
き、イベント 監視はイベント のユーザおよびプロセスパスを提供します。両方の監視方式を選択すると、オペレーティン
グシステムの変更ではあるが、コンテンツやファイルのハッシュ変更ではないことを示すイベント を報告しないようにするこ
とができます。

新しいモニタを作成する
1.

Integrity Monitorメニューから [Monitors (モニタ)] > [All Monitors (すべてのモニタ)] に移動します。[All Monitors (すべてのモニ
タ)] ページで [Create Monitor (モニタの作成)] をクリックします。

2.

[Create Monitor (モニタを作成)]ページの[Details (詳細)]セクションで、新しいモニタの[Name (名前)]と[Description (説明)]を
入力します。
監視するオペレーティングシステムかビジネスユニット 、またはアプリケーショングループに基づいてモニタに名前を
付けます。
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3.

[Deployment Criteria (展開条件)] セクションで [Platform (プラット フォーム)] を選択します。WindowsまたはLinuxを選択した
場合は、次の追加の設定を設定します。
a.

[Labeling Method (ラベリング方法)] でEnhanced Labeling (拡張ラベリング)またはBasic Labeling (基本ラベリング)を選
択します。これらのオプションについての詳細は、「基本ラベリングと拡張ラベリング(61ページ)」を参照してください。
モニタの作成でEnhanced Labeling (拡張ラベリング)を選択した場合、後で基本ラベリングを使用するよ
うにモニタを変更することはできません。

b.

監視方式を選択します。
両方の監視方式を使用します。詳細は、「モニタ方式(62ページ)」を参照してください。

c.

(Windows)使用するウォッチリスト にレジスト リパスが含まれている場合は、[Install Tanium Driver (Taniumド ライバのイン
スト ール)] を選択する必要があります。Windowsエンド ポイント のレジスト リイベント を記録するには、Taniumイベント レ
コーダド ライバが必要です。
モニタの展開で最初にTaniumド ライバをインスト ールすると、対象のエンド ポイント を再起動しない限り、
Windowsレジスト リイベント は記録されません。ファイルイベント はTaniumド ライバがインスト ールされてい
るかどうかに関係なく記録されます。通常、ファイルイベント の記録機能は、エンド ポイント が再起動され
なくても実行されます。

4.

[Targeting (対象設定)] セクションで [Select Computer Groups (コンピュータグループの選択)] をクリックし、対象となるコン
ピュータグループを選択して、[Save (保存)] をクリックします。コンピュータグループについての詳細は、以下を参照してください。
Tanium Platformユーザガイド ：コンピュータグループの管理を参照してください。
Integrity Monitorでは、マニュアルメンバーシップのコンピュータグループはサポート されません。

Integrity Monitorの対象設定でコンピュータグループを具体的に定義する(該当する場合) 各エンド ポイント にモ
ニタを1つ展開する。コンピュータグループに重複がある場合は、モニタに優先順位を付けることができますが、展
開の予測可能性を高めるには、モニタに重複のないコンピュータグループを使用することをお勧めします。

5.

[Watchlists (ウォッチリスト )]セクション内で、1つまたは複数のウォッチリスト を選択します。選択したプロファイルのウォッチリスト の
みが表示されます。

6.

[Create (作成)]をクリックします。

7.

モニタを作成したら、すべてのモニタを展開する必要があります。詳細は、「モニタを展開する(64ページ)」を参照してください。

モニタに優先順位を付ける
各エンド ポイント にモニタを1つ展開する。2つ以上のモニタが割り当てられたコンピュータグループにエンド ポイント が属している場合、エ
ンド ポイント に展開されるモニタはモニタの優先順位リスト によって決まります。
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Integrity Monitorの対象設定でコンピュータグループを具体的に定義する(該当する場合) 各エンド ポイント にモニタを1
つ展開する。コンピュータグループに重複がある場合は、モニタに優先順位を付けることができますが、展開の予測可
能性を高めるには、モニタに重複のないコンピュータグループを使用することをお勧めします。

1.

[All Monitors (すべてのモニタ)] ページで [Prioritize (優先順位付け)] をクリックします。

2.

優先順位の順序でモニタをド ラッグするか、並べ替えるモニタの行の [Move to Position (位置の移動)] をクリックし、新しい位置
を入力して、[Move (移動)] をクリックします。モニタの順序を変更したら、[Save (保存)] をクリックします。

3.

優先順位の変更後は、すべてのモニタを再展開する必要があります。詳細は、「モニタを展開する(64ページ)」を参照してくださ
い。

モニタを展開する
モニタの作成、編集、優先順位の変更、あるいは削除した場合は、エンド ポイント にモニタを展開する必要があります。[Deploy Now
(今すぐ展開)] バナーが表示されるとともに、[All Monitors (すべての監視)] ページと [Enhanced Monitors (拡張モニタ)] または [Basic
Monitors (基本モニタ)] ページでモニタの [Status (ステータス)] 列に、モニタのステータスとしてPending Deployment (展開待ち)
(新規モニタ)、Needs Deployment (要展開)(変更済みモニタ)、Pending Deletion (削除待ち) (削除済みモニタ)のいずれか
が表示されます。
複数のモニタがある場合は、モニタを展開するたびにすべてのモニタ(基本モニタと拡張モニタの両方)が展開されます。

モニタをデプロイするときは、すべてのモニタをデプロイします。モニタに対するアクション(モニタの作成、変更、優先順位
の変更など)を実行すると、すべてのモニタを展開するよう促されます。最良の結果を得るには、計画的モニタをすべて
作成してから、それらのモニタを一括展開します。

1.

バナーの [Deploy Now (今すぐ展開)] をクリックするか、[All Monitors (すべてのモニタ)] か [Enhanced Monitors (拡張モニタ)]、
または [Basic Monitors (基本モニタ)] ページで[Deploy All Monitors (すべてのモニタを展開)] をクリックします。

2.

展開を確認します。複数のモニタがある場合は、すべてのモニタが展開されます。
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Endpoint Configurationを有効にしている場合、エンド ポイント にモニタが展開される前に、Endpoint Configuration
でモニタの展開を承認しておく必要があります。

拡張モニタがすでに展開されているエンド ポイント には、基本モニタを展開しないでください。移行は、基本ラベリングか
ら拡張ラベリングへの移行でのみ発生するようになっています。モニタの優先順位の変更や、モニタの変更や再配置で
この状態が発生しないようにしてください。以前の展開が原因で拡張モニタを使用しているエンド ポイント に基本モニタ
を展開する場合、エンド ポイント 上のIntegrity Monitorツールを削除して展開し直す必要がある場合があります。
Integrity Monitorツールの削除についての詳細は、「エンド ポイント からIntegrity Monitorツールを削除する(88ページ)」
を参照してください。

展開したモニタのステータスを確認する
エンド ポイント に展開したモニタのステータスを確認するには、次のQuestionを実行します。「 Get Integrity Monitor Endpoint
Tools Status and Computer name from all machines 」。

このQuestionで返されるエラーメッセージについての詳細は、以下を参照してください。関連情報：エンド ポイント 監視のステータスエ
ラー(90ページ)。
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基本モニタを拡張モニタに更新する
Integrity Monitor 2.4以降では、基本モニタ( Integrity Monitor 2.4またはそれ以降にアップグレード する前に存在していたすべてのモニ
タを含む) を拡張モニタに更新することができます。更新するモニタにルールが割り当てられている場合、ルールも拡張ルールに更新され
ます。基本ラベリングと拡張ラベリングについての詳細は、「基本ラベリングと拡張ラベリング(61ページ)」を参照してください。
基本ラベリングと拡張ラベリングには機能上の違いがあるため、拡張モニタに更新すると、次の変更が起きます。
l

モニタに割り当てられている既存のルールも拡張ルールに更新されます。

l

[Reports (レポート )] タブが削除されます。

l

手動ラベリング管理が削除されます。

l

イベント から既存のラベルのすべてが削除されます。ただし、ルールの移行があると、イベント の記録時、新しいイベント には拡
張ラベルが適用されます。

拡張ラベリングを使用するようにモニタを更新した後、基本ラベリングに戻すことはできません。

1.

[All Monitors (すべてのモニタ)] または [Basic Monitors (基本モニタ)] ページで、基本から拡張に更新するモニタを選択し、
[Update Labeling (ラベリングを更新)] をクリックします。更新を確認します。

2.

すべてのモニタを展開します。詳細は、「モニタを展開する(64ページ)」を参照してください。

3.

ルールが更新された場合は、すべてのルールを展開します。詳細は、「ルールを展開する(拡張ラベリング)(73ページ)」を参照し
てください。
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イベント の表示
エンド ポイント にモニタを展開すると、そのモニタに割り当てられているウォッチリスト と一致するイベント が返されます。

イベント の処理方法は、基本ラベリングまたは拡張ラベリングのどちらを使用しているかによって異なります。ラベリング
方法についての詳細は、「基本ラベリングと拡張ラベリング(61ページ)」を参照してください。

モニタ、ラベル、またはルールのイベント を表示する
モニタによって返されたイベント 、特定のラベルのイベント 、あるいは特定のルールによってラベルが付けられたイベント の概要をページ表
示することができます。
監視対象エンド ポイント で一般的なイベント を特定できるよう、このビューでは、Integrity Monitorは、パスとユーザ、プロセス、操作が
共通のイベント を15分おきに集計します。イベント とそのイベント が発生したエンド ポイント に関するより具体的な情報を取得するには、
イベント を選択し、[Drill Down (ド リルダウン)] をクリックします。詳細は、以下を参照してください。Tanium Interactユーザガイ
ド ：Questionの結果の管理を参照してください。
イベント をフィルタリングするには、[Filter by text (テキスト でフィルタ)] ボックスを使用するか、[Advanced Filters (高度フィルタ)] セクショ
ンを展開します。

イベント の表示
l

モニタから返されたイベント を表示するには、以下の手順に従います。Integrity Monitorメニューから [Monitors (モニタ)] > [All
Monitors (すべてのモニタ)]、[Monitors (モニタ)] > [Enhanced Monitors (拡張モニタ)]、または [Monitors (モニタ)] > [Basic
Monitors (基本モニタ)] に移動し、表示するイベント のモニタの名前をクリックします。

l

特定のラベルのイベント を表示するには、以下の手順に従います。Integrity Monitorメニューから [Labels (ラベル)] >
[Enhanced Labels (拡張ラベル)] または[Labels (ラベル)] > [Basic Labels (基本ラベル)] に移動し、表示するイベント のラベ
ルの名前をクリックし、[Events (イベント )] タブをクリックします。

l

特定のルールによってラベルが付けられたイベント を表示するには、以下の手順に従います。Integrity Monitorメニューから
[Rules (ルール)] > [Enhanced Rules (拡張ルール)] または[Rules (ルール)] > [Basic Rules (基本ルール)] に移動し、表示す
るイベント のルールの名前をクリックします。

イベント ビューの一時停止と再開
受信イベント が結果グリッド に一時的に追加されしないようにするには、結果グリッド の [Pause (一時停止)] をクリックします。受信イベ
ント のリアルタイム表示を再開するには、[Resume (再開)] をクリックします。
イベント を選択すると、イベント ビューが自動的に一時停止されます。

イベント の全リスト または特定のイベント をダウンロード する
CSV形式でイベント の全リスト をダウンロード するには、結果グリッド のをクリックします。
CSV形式で特定のイベント の情報をダウンロード するには、結果グリッド でイベント を選択し、[Export (エクスポート )] をクリックします。
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センサーを使用してイベント を表示する
InteractでIntegrity Monitorセンサーを使用したQuestionを実行して、特定の条件のイベント を表示することができます。Questionの
実行についての詳細は、以下を参照してください。Tanium Interactユーザガイド ：Questionの実行。
イベント を表 示 するためIntegrity Monitor提 供 のセンサー
センサー

ラ

説明

ベ
リ
ン
グ
方
法

Integrity

基

パスとユーザ、プロセス、操 作 が共 通 のイベント を15分 グループごとに集 計 したイベント のリスト を返 します。返 される

Monitorファイルイ

本

列 は、プロセスのパスかファイルまたはレジスト リのパス、ユーザ、変 更 種 別 、日 付 、時 間 、分 グループ、詳 細 です。

ベント の概要

ま

基 本 モニタの結 果 グリッドでは、このセンサーが使 用 されます。

た
は
拡
張

Integrity

基

各 種 イベント をすべて返 します。返 される列 は、タイムスタンプ、プロセスのパス、ファイルまたはレジスト リパス、ユー

Monitorファイルイ

本

ザ、変 更 種 別 、詳 細 、ウォッチリスト です。このセンサーは、Connectの保 存 済 みQuestionで使 用 できます。

ベント の詳細

ま
た
は
拡
張

Integrity

拡

ラベルが適 用 されている各 種 イベント をすべて返 します。返 される列 は、Integrity Monitor File

Monitorラベル付き

張

Events Details (Integrity Monitorのファイルイベント の詳細) センサーと同 じです。ラベルについて

ファイルイベント の詳

の

の詳 細 は、「イベント に対 するラベリングとルールの使 用 (70ページ)」を参 照 してください。

細

み
拡 張 ラベリングのモニタの結 果 グリッドでは、Integrity Monitor Filtered File

Events Overview (Integrity Monitorのフィルタありファイルイベント の概要) セン
サーとIntegrity Monitor Filtered File Events Details (Integrity

Monitorのフィルタありファイルイベント の詳細) が使 用 され、これらセンサーには、JSON形 式 の
フィルタ式 のパラメータが含 まれます。Interactでこれらのセンサーを使 用 してQuestionを実 行 する
ことができますが、ベスト プラクティスは、Questionで Integrity Monitor Labeled File

Events Details (Integrity Monitorのラベル付きファイルイベント の詳細) セン
サーを利 用 することです。
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イベント を表 示 するためIntegrity Monitor提 供 のセンサー (続 き)
センサー

ラ

説明

ベ
リ
ン
グ
方
法

Integrity

拡

パスとユーザ、プロセス、操 作 が共 通 のイベント を15分 グループごとに集 計 した、ラベルが適 用 されていないイベント を

Monitor

張

返 します。返 される列 は、Integrity Monitor File Events Overview (Integrity Monitor

Unlabeled File

の

のファイルイベント の概要) センサーと同 じです。ラベルについての詳 細 は、「イベント に対 するラベリングとルールの使

Events

み

用 (70ページ)」を参 照 してください。

Integrity

拡

ラベルが適 用 されていない各 種 イベント をすべて返 します。返 される列 は、Integrity Monitor File

Monitorラベルなし

張

Events Details (Integrity Monitorのファイルイベント の詳細) センサーと同 じです。ラベルについて

ファイルイベント の詳

の

の詳 細 は、「イベント に対 するラベリングとルールの使 用 (70ページ)」を参 照 してください。

細

み

Overview
(Integrity
Monitorのラベルな
しファイルイベント の
概要)

デフォルト では、一覧のセンサーは、Questionが実行された時刻までの24時間以内に生じた、すべてのモニタイベント を返します。
Monitor IDパラメータを使用して、目的のイベント に対応するモニタ、Rolling Hour Offsetパラメータを使用して、イベント を取り込む
時間数を指定することができます。最大7日分( 168時間) のイベント を取り込むことができます。Integrity Monitor Labeled
File Events Details (Integrity Monitorのラベル付きファイルイベント の詳細) センサーでは、Labelsパラメータを使用して、

取り込むイベント のラベルのリスト を指定することもできます。

エンド ポイント にイベント が発生しなかった場合、イベント センサーは次を返します。No integrity violations
found (Integrity違反は見つかりませんでした)。
[no results]が返された場合、エンド ポイント はエラーになります。エラーを特定するには、[Integrity Monitor
Endpoint Tools Status (Integrity Monitorのエンド ポイント ツールステータス)] センサーを使用したQuestion

を実行します。エラーの解決については、以下を参照してください。関連情報：エンド ポイント 監視のステータスエラー
(90ページ) 関連情報：エンド ポイント 監視のステータスエラー(90ページ)。
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イベント に対するラベリングとルールの使用
ラベルを使用すると、イベント に注釈を付けたり、調査または処置が必要なイベント を示すことができます。また、ルールを使用すると、イ
ベント 属性に基づいてイベント に自動的にラベルを付けることができます。
拡張ラベリングでは、ルールを使用してイベント に自動的にラベルを適用することができます。基本ラベリングでは、ルールを使用してイ
ベント に自動的にラベルを適用したり、イベント に手動でラベルを適用したりできます。ラベリング方法についての詳細は、「基本ラベリン
グと拡張ラベリング(61ページ)」を参照してください。
Integrity Monitorには、次のデフォルト ラベルがあります。
l

Important (重要)

l

Suspicious (疑わしい)

l

Expected (期待どおり)

l

Ignored (無視された)

l

Planned (予定された)

基本ラベリングを使用すると、Important (重要)およびSuspicious (疑わしい)ラベルが設定され、これらのラベルがあるイベント はデフォ
ルト でConnectに送信されます。これらのラベルには、Connectアイコン

が表示されます。詳細は、「基本モニターからイベント を送信

する(77ページ)」を参照してください。

基本ラベリングの場合、ラベル付きイベント には、以下の制限が適用されます。
l

ラベル付きイベント は、Integrity Monitorによって30日後に削除される。

l

Integrity Monitorは、最大100万個のラベル付きイベント を保存する。ラベル付きイベント が100万を超えると、
Integrity Monitorは最も古いラベル付きイベント を削除し、合計数を100万に戻します。ラベル付きイベント
は、その期間内に合計カウント が100万を超えていても、作成後少なくとも72時間は保存されます。

l

モニタに対してレポート が有効で、スケジュール済みレポート の実行前にラベル付きイベント が100万件を超え
た場合、Integrity Monitorは古い順にラベル付きイベント を削除し、合計数を100万に戻るようにします。作成
される新しいレポート には、最後のレポート 以降のイベント および削除されたイベント が含まれます。

ラベルをカスタマイズする
デフォルト のラベルをカスタマイズしたり、独自のラベルを作成したりすることができます。ラベルを定義すると、そのラベルをルールに関連
付けることができます。

デフォルト のラベルを変更すると、すべてのモニタに影響します。
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1.

Integrity Monitorメニューから [Labels (ラベル)] > [Enhanced Labels (拡張ラベル)] または [Labels (ラベル)] > [Basic Labels
(基本ラベル)] に移動して、拡張ラベルまたは基本ラベルのリスト を表示します。
基本ラベルと拡張ラベルについての詳細は、「基本ラベリングと拡張ラベリング(61ページ)」を参照してください。

2.

編集するラベルの行の[Edit (編集)] をクリックするか、[Create Label (ラベルの作成)] をクリックして新しいラベルを作成します。

3.

Name (名前)とDescription (説明)を編集します。
既存のラベルの名前を編集することはできません。

4.

(基本ラベル)Color (色)を選択します。Connectに送信するイベント にラベルを含めるには、[Notify Connect (Connectに通知)]
を選択します。

5.

[Save (保存)] をクリックします。

ラベルを削除するには、そのラベルの行の [削除] をクリックします。

イベント を選択し、[Label (ラベル)] > [Create Label (ラベルの作成)] をクリックすることで、新しいラベルを作成し、結
果グリッド からそのラベルを適用することもできます。

ルールを使用してイベント に自動的にラベルを付ける
ルールを作成することで、属性に基づいてイベント に自動的にラベルを付けることができます。ルールを設定することで、計画的変更や
想定内の変更、無視した変更、または疑わしい変更を区別したり、またはルールを使用して実際の環境に合わせてカスタムラベルを適
用したりできます。
各ルールは1つのモニタにだけ適用され、指定した条件に基づいて1つのラベルを適用することができます。

必要に応じてデフォルト ラベルを適用するルールを作成してくだい。
l

承認済み変更時期の間に発生するイベント にPlanned (計画的)ラベルを適用するルールを作成します。
Integrity MonitorをServiceNow Change ManagementのITワークフローと統合して、変更申請または変更タ
スクに基づいて変更時期を決定することもできます。詳細は、「ITワークフローとの統合(79ページ)」を参照して
ください。

l

承認済み管理者アカウント またはサービスアカウント が実行する変更のイベント にExpected (想定内)ラベルを
適用するルールを作成します。

l

通常は発生しない変更のイベント にSuspicious (疑わしい)ラベルを適用するルールを作成します。

ルールを作成する
1.

作成するルールの適用先が拡張モニタと拡張ラベリング、または基本モニタと基本ラベリングのどちらでるあるかに従って、Integrity
Monitorメニューから [Rules (ルール)] > [Enhanced Rules (拡張ルール)] または [Rules (ルール)] > [Basic Rules (基本ルー
ル)] に移動します。ラベリング方法についての詳細は、「基本ラベリングと拡張ラベリング(61ページ)」を参照してください。

2.

[Enhanced Rules (拡張ルール)] または [Basic Rules (基本ルール)]ページで、[Create Rule (ルールの作成)] をクリックします。
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3.

[Summary (サマリ)] セクションでName (名前)と Description (説明)を入力します。

4.

[Rule Criteria (ルールの条件)] セクションでフィルタフィールド と演算子を選択し、適切な条件を入力して、[Apply (適用)] をク
リックします。

5.

[Row (行)] または [Grouping (グループ化)] をクリックして、必要に応じて条件および一群の条件を追加し、ANDまたはORを選
択して、それらの条件の適用方法を指定します。

6.

[Actions (アクション)] セクションで、ルールの適用先のMonitor (モニタ)と、ルールに一致するイベント に適用するLabel (ラベル)を
選択します。(任意) ラベルと共に適用するLabel Note (ラベルのメモ)を入力します。

7.

[Create (作成)]をクリックします。
新しく作成したルールは、新しいイベント にのみ影響します。新しいルールによって、過去のイベント にラベルを付けられ
ることはありません。

基本モニタの場合、ルールの条件を満たす新しいイベント にラベルを付けるのに1時間以上かかることがあります。拡張
モニタの場合は、イベント が発生するとルールによって約2分以内にラベルが付けられて表示されます。

イベント からルールを学習する(基本ラベリング)
特定のイベント に基づいて新しいルールを作成することができます。

拡張ラベリング用に設定されているモニタを使用している場合、イベント を学習することはできません。

1.

モニタ、ラベル、またはルールの結果グリッド でイベント を選択し、[Learn Event (イベント の学習)] をクリックします。イベント の表
示についての詳細は、「モニタ、ラベル、またはルールのイベント を表示する(67ページ)」を参照してください。

2.

[Create Rule (ルールの作成)] ページの [Rule Criteria (ルール条件)] フィールド には、選択したイベント の条件が事前に設定さ
れています。その他の必要なフィールド に記入して[Create (作成)]をクリックします。ルールの設定についての詳細は、「ルールを
作成する(71ページ)」を参照してください。

ルールをインポート する
また、CSVファイルから複数のルールをインポート することもできます。
1.

[Enhanced Rules (拡張ルール)] または [Basic Rules (基本ルール)] ページで、[ ] をクリックします。

2.

[Import Rules (ルールのインポート )]ウィンド ウで、[Choose File (ファイルを選ぶ)]をクリックします。

3.

CSVファイルを参照し、[Open (開く)] をクリックします。

4.

[Import (インポート )]をクリックします。[Enhanced Rules (拡張ルール)] または [Basic Rules (基本ルール)] ページにインポート
したルールが表示されます。
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例：インポート ルールに使用されるTANIUM CSVファイル

name,description,note,monitor_id,label_id,field,operator,value
app1 generated events,events generated by app1,CR12345,1,5,,,
,,,,,process,eq,C:/Program Files/app1/app1.exe
,,,,,file,contains,C:/Program Files/app1
rule 2,rule 2 description,rule 2 note,1,5,,,
,,,,,event_timestamp,gt,2018-06-01T06:00:00.000Z
,,,,,event_timestamp,lt,2018-07-01T06:00:00.000Z
,,,,,file,contains,C:/Program Files
ファイルの先頭行は、name、description、note、monitor_id、label_id、field、operator、およびvalueのフィールド 名を
定義します。ルールの先頭行は、名前、説明、メモ、モニタID、ラベルIDを使用するルールの設定の定義であり、フィールド と演算子、
値の値は空白のままです。2行目以降は、名前、説明、メモ、モニタID、ラベルIDの空白値が含まれ、フィールド 、演算子、値フィール
ド を使用してルールのすべての条件を定義します。インポート された条件は1つのグループとなり、AND演算子が使用されます。
上記のCSV例には、どちらもIDが1のモニタに適用され、IDが5のラベルを適用する2つのルールがあります。
l

app1 generated eventという名前のルールには、2つの条件が定義されています。

l

rule 2とい名前のルールには、3つの条件が定義されています。

ルールを展開する(拡張ラベリング)
拡張ルールは、エンド ポイント に展開することでエンド ポイント のイベント に直接ラベルを適用することができます。(基本ルールは
Module Serverで適用され、エンド ポイント には展開されません。)
拡張ルールを作成、削除するか、更新を保存すると、[Deploy Now (今すぐ展開)] バナーが表示されるとともに、[Enhanced Rules
(拡張ルール)]ページのルールの[Status (ステータス)] 列に [Pending Active (有効化待ち)] と表示されます。設定済みのエンド ポ
イント に更新を展開するには、バナーの [Deploy Now (今すぐ展開)] をクリックするか、[Enhanced Rules (拡張ルール)] ページの
[Deploy Rules (ルールの展開)] をクリックします。
ルールを展開する場合は、すべてのルールを展開します。ルールに対してアクション(作成、無効化、削除など)を実行
すると、すべてのルールを展開するよう促されます。最良の結果を得るには、計画的ルールをすべて作成してから、それ
らのルールを一括展開します。
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Endpoint Configurationを有効にしている場合、ルールをエンド ポイント に展開する前に、Endpoint Configurationで
ルールの展開を承認する必要があります。

ルールを無効にする
ルールを実行する必要がなくなった場合は、ルールを無効にすることができます。[Enhanced Rules (拡張ルール)] または [Basic Rules
(基本ルール)] ページで、無効にするルールを選択し、[Deactivate (無効)] をクリックします。
削除と異なり、ルールを無効にすることで、ルールに関連付けられているラベル付きイベント が削除されることはありません。

監査上の理由により、無効化は取り消せません。ルールを再度有効にするには、ルールを複製し、新しいルールとして
保存する必要があります。

ルールを複製する
監査上の理由により、ルールを直接編集したり、無効にしたルールを有効化し直すことはできません。ただし、既存のルールを複製し、
設定を変更して、新しいルールとして保存することができます。
1.

[Enhanced Rules (拡張ルール)] または [Basic Rules (基本ルール)] ページで、複製するルールの行の [ ] をクリックします。

2.

[Create Rule (ルールの作成)] ページでは、コピーしたルールに合わせて設定が事前に設定されており、デフォルト のルール名
で、そのルールがルールの複製であることが分かります。

3.

必要に応じてルールの設定を編集し、[Save (保存)] をクリックします。

ルールを削除する
ルールを削除するには、[Enhanced Rules (拡張ルール)] または [Basic Rules (基本ルール)] ページでそのルールを選択し、[ ] をクリッ
クします。拡張ルールの場合、削除は次回ルールが展開されるまで保留中になります。

ルールを削除すると、そのルールに関連付けられているすべてのラベル付きイベント も削除されます。

イベント に手動でラベルを付ける(基本ラベリング)
拡張ラベリング用に設定されているモニタを使用している場合、イベント に手動でラベルを追加したり、ラベル付きイベ
ント にメモを追加したりことはできません。ただし、ルールを使用してラベルを適用することはできます。ルールの使用につ
いての詳細は、「ルールを使用してイベント に自動的にラベルを付ける(71ページ)」を参照してください。

基本モニタの結果グリッド でイベント を選択し、[Label (ラベル)]をクリックして、適用するラベルをクリックします。
[Labels (ラベル)]列に、イベント に適用されたラベルが表示されます。
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キーボード ショート カット の数字キーを使用して、最初の10個のラベルを切り替えることができます。それぞれの番号
は、リスト のラベルの記載順になっています。たとえば、リスト 内の3番目のラベルがImportantの場合、イベント を選択
し、3を押すことで、Importantラベルを適用することができます。すでにImportantラベルがあるイベント を選択した状
態で3を押すと、そのラベルが削除されます。

ルールを使用してイベント に自動的にラベルを付けることもできます。詳細は、「イベント に対するラベリングとルールの使用(70ページ)」
参照してください。

イベント からラベルを削除する
イベント からラベルを削除するには、イベント にラベルを適用するのと同じ手順を使用します。イベント を選択し、[Label (ラベル)] ド ロッ
プダウンリスト からラベルを選択します。

ラベルにメモを追加する
ラベル付きのイベント にメモを追加して、実行中のアクションなどの追加情報を提供することができます。
既存のラベルにメモを追加してイベント に適用するには：
1.

モニタの結果グリッド で、そのラベルを適用するイベント を選択します。

2.

[Label (ラベル)] > [Label with Note (メモ付きラベル)] をクリックします。

3.

適用するラベルを選択し、メモを入力して、[Save (保存)] をクリックします。

メモ付きのラベルがイベント に適用された後、メモアイコン

にマウスを重ねると、そのメモが表示されます。

ラベルのメモを編集または削除するには、[Label with Note (メモ付きラベル)] ダイアログで [Note (メモ)] フィールド を修正するか、内容
をクリアします。
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イベント の送信と報告
イベント は、Connectを使用してSIEMやSOAR、あるいはその他データレイクまたはログソリューションに送信することができます。基本ラ
ベリングを使用している場合は、レポート を使用することができます。

外部接続先へのイベント の送信方法は、基本ラベリングまたは拡張ラベリングのどちらを使用しているかによって異なり
ます。ラベリング方法についての詳細は、「基本ラベリングと拡張ラベリング(61ページ)」を参照してください。

Connectを使用してイベント を送信する
拡張モニタからイベント を送信する
拡張モニタでは、Integrity Monitorによって提供されるセンサーを含む保存済みQuestionを作成し、その保存済みQuestionを
Connect接続の情報元として使用することができます。
SIEM、SOAR、またはその他データレイクへのイベント の送信では、ラベルなしイベント と、法規制対策および監査に
必要なイベント のみ送信することができます。(場合によっては、すべてのイベント が含まれることがあります。)

1.

Integrity Monitor Labeled File Events Details (Integrity Monitorのラベル付きファイルイベント の詳細) セン

サーまたはIntegrity Monitor Unlabeled File Events Details (Integrity Monitorのラベル付きファイルイベン
ト の詳細) センサーを使用して、報告するイベント を返す保存済みQuestionを作成します。データに列として含める、その他セン

サーを含めます。詳細は、以下を参照してください。Tanium Interactユーザガイド ：保存済みQuestionの管理。
2.

Connectで接続を作成します。情報元の種類に保存済みQuestionを使用し、作成した保存済みQuestionを選択します。詳
細は、以下を参照してください。Tanium Connectユーザガイド ：概要。

SERVICENOW INCIDENT MANAGEMENTでラベルなしイベント のインシデント を作成する
ServiceNow Incident Managementを使用すると、Connectでメール接続先を使用し、ServiceNowでインシデント を作成するメール
アクションを設定することで、ラベルなしイベント に基づいてインシデント を作成することができます。
1.

ServiceNowでTaniumからのメールに基づいてインシデント を作成するインバウンド メールアクションを設定します。詳細は、
ServiceNow製品のマニュアルを参照してください。

2.

Integrity Monitor Unlabeled File Events Details (Integrity Monitorのラベルなしファイルイベント の詳細)

センサーを使用する保存済みQuestionを作成します。詳細は、以下を参照してください。Tanium Interactユーザガイド ：保存
済みQuestionの管理。
3.

ConnectのOverview (概要)ページで [Create Connections (接続の作成)] をクリックします。
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4.

接続で以下の設定を設定します。
1.

[General Information (全般情報)] セクションの設定を設定します。

2.

[Source (情報元)] で [Saved Question (保存済みQuestion)] を選択し、作成した保存済みQuestionのSaved
Question Name (保存済みQuestion名)を選択します。

3.

適切なコンピュータグループを選択します。

4.

[Flatten Results (結果の平坦化)] を選択します。

5.

[Destionation (接続先)] で [Email (メール)] を選択します。

6.

[Email (メール)] セクションでDestination Name (接続先の名前)とSubject (件名)を入力します。件名は、Integrity
Monitorからのラベルなしイベント のインシデント を作成することを意図したメールであることをServiceNowが想定する名
前にします。

5.

7.

From Address (発信元アド レス)を入力します。

8.

[To Address (接続先アド レス)] に、ServiceNowインスタンスがメールを受信するアド レスを入力します。

9.

[Mail Configuration (メール構成)] セクションで、実際の環境に合わせてメールの設定を設定します。

10.

[Advanced (高度)] セクションで [Attachment (添付ファイル)] を選択し、末尾が.csv の添付ファイル名を入力します。

11.

[Configure Output (出力の設定)] セクションの [Format (形式)]でCSVを選択します。

12.

[Schedule (スケジュール)] セクションで接続のスケジュールを設定します。

[Create Connection (接続の作成)] をクリックして新しい接続を保存します。

Connectでのメール送信先の設定に関する詳細は、以下を参照してください。Tanium Connectユーザガイド ：メール接続先の設定。
ServiceNowでのインシデント の監視中に新しいメール接続先を手動で実行することで、新しいインシデント が正常に
作成されていることを確認することができます。1つ目の新しいインシデント を開き、想定した情報を含むCSVファイルが
含まれていることを確認します。

基本モニターからイベント を送信する
1.

モニタの結果グリッド で [Send All Events To Connect (すべてのイベント をConnectに送信)] をクリックします。

2.

[Create Connection (接続の作成)] プロンプト でYes (はい)をクリックします。
現在のモニタの「 Integrity Monitor File Events Details 」保存済みQuestionを情報元とする接続が作成され、デ
フォルト では、イベント はCSVファイルに送信されます。

3.

Connectで接続を変更するには、[All events connection (すべてのイベント 接続)] > [Edit (編集)] をクリックします。

4.

Connectの[Edit Connection (接続の編集)] ページで、接続先とその他の該当する設定を設定します。

Connectについての詳細は、以下を参照してください。Tanium Connectユーザガイド ：Connectの概要。
接続を削除するには、[All events connection (すべてのイベント 接続)] > [Delete (削除)] をクリックします。
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レポート を設定する(基本ラベリング)
レポート には、レポート の指定した時間枠内に作成されたラベルが表示されます。この時間枠外でイベント が発生し、レポート の時間
範囲内にラベルが付けられた場合、そのイベント はレポート に含まれます。

拡張モニタを使用している場合、レポート は使用できません。代わりに、Connectで保存済みQuestionを使用して、レ
ポート や外部接続先にイベント を送信することができます。詳細は、「拡張モニタからイベント を送信する(76ページ)」を
参照してください。

1.

Integrity Monitorメニューから [Monitors (モニタ)] > [Basic Monitors (基本モニタ)] に移動し、モニタの名前をクリックします。

2.

[Reports (レポート )] タブをクリックし、[Enable Reports (レポート の有効化)] をクリックします。
特定のモニタのレポート を停止する場合は、そのモニタの [Disable reporting for this monitor (このモニタのレポート を無効化)]
をクリックします。

3.

特定のモニタのレポート を表示するには、そのモニタを選択し、[Reports (レポート )] タブをクリックします。新しいレポート から順に
一覧表示されます。レポート には、定義された週次レポート 間隔のすべてのラベルイベント が表示されます。

レポート 間隔を変更した場合は、7日以上または以下のラベルをレポート に含めることができます。Integrity
Monitorはこの方法でレポート を作成し、レポート の重複やギャップを防ぐことができます。
例1：日曜日の真夜中にレポート が実行されます。火曜日に、水曜日の深夜に実行するようにレポート を変更し
ます。水曜日の最初のレポート は3日間を対象にします。
例2：日曜日の真夜中にレポート が実行されます。木曜日に、水曜日の深夜に実行するようにレポート を変更し
ます。水曜日の最初のレポート は10日間を対象にします。

zip形式のCSVファイルとしてレポート をダウンロード するには、[DDownload (ダウンロード )] をクリックします。
レポート を削除するには、[Delete (削除)] をクリックします。

週次報告スケジュールを設定する
デフォルト では、モニタ用のレポート の実行を選択すると、毎週日曜日の午前12時UTCに実行されます。スケジュールを変更するに
は、以下の手順に従います。
1.

Integrity MonitorのOverview (概要)ページで、[Settings (設定)] をクリックし、[General Settings (全般設定)] タブをクリックし
ます。

2.

[Weekly Report Schedule(週次レポート のスケジュール)] セクションで、必要に応じて、すべてのレポート の [Day of the Week
(曜日)] フィールド と [Time(時間)] フィールド を編集します。
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ITワークフローとの統合
ServiceNow Change ManagementのITワークフローとIntegrity Monitorを統合すると、Integrity Monitorは、ServiceNowの変更申
請または変更タスクに基づいて自動的にイベント にラベルを付けることができます。その後、どのイベント を認証するかを決定し、認証さ
れた変更時期内でイベント をフィルタ処理できます。

ServiceNowで着信メールアクション、Connectでメールの接続先を使用することによって、ServiceNow Incident
Managementで想定外イベント のインシデント を自動的に作成することもできます。詳細は、ServiceNow Incident
Managementでラベルなしイベント のインシデント を作成する(76ページ)」を参照してください。

ServiceNow Change Managementとの統合
ServiceNow Change Managementの変更申請、変更タスク、またはその両方と同期するようにIntegrity Monitorを設定することがで
きます。特定のTaniumエンド ポイント (ServiceNow構成アイテムと同期)に対する指定変更時期は、変更申請または変更タスクによっ
て決まります。指定変更時期の間に構成アイテムにマッピングされているイベント がエンド ポイント で発生した場合、Integrity Monitorは
自動的にServiceNowラベルを適用し、ServiceNowからの変更申請または変更タスクのIDを記録します。

準備
l

ServiceNow Madridリリース以降が使用されている。

l

ServiceNowでエンド ポイント が構成アイテム(CI)として定義されている。エンド ポイント の構成アイテムを作成する1つの方法
は、Tanium™ AssetからServiceNow CMDBにデータをエクスポート することです。詳細は、以下を参照してください。Tanium
Assetユーザガイド ：接続先へのデータのエクスポート 。

統合の作成と詳細の指定
1.

Integrity MonitorのOverview (概要)ページで、[Settings (設定)] をクリックし、[Integrations (統合)] タブをクリックします。

2.

[Create Integration (統合の作成)] をクリックします。

3.

[Summary (サマリ)] セクションで統合の名前を入力します。

ServiceNowとの接続を設定および確立する
1.

[Destination (接続先)] セクションで、ServiceNowインスタンスのホスト URLを入力します。

2.

Change ManagementとCMDBデータを照会するための読み取り権限を持つServiceNowアカウント のユーザ名とパスワード を
入力します。

3.

[Establish Connection (接続の確立)] をクリックします。
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ServiceNowマッピングの設定
Integrity Monitorは、Open (オープン)、Closed (クローズ)、Canceled (キャンセル)のステータスを使用して、指定変更時期を管理し
ます。これらのステータスを、ServiceNowの変更申請および変更タスクで使用される状態にマッピングする必要があります。また、
ServiceNowでエンド ポイント を識別する属性を適切なIntegrity Monitorセンサーにマッピングする必要もあります。
1.

[Create rules from (ルールの作成元)] で [Change Request and Tasks (変更申請とタスク)]、[Change Requests (変更申
請)]、または[Change Tasks (変更タスク)] を選択します。指定変更時期をServiceNowの変更申請、変更タスク、またはその
両方のどれで確定するかは、この設定によって決まります。

2.

変更申請をマッピングする場合は、[Change Requests (変更申請)] セクションで、Open State (未了状態)、Closed (完了状
態)、Canceled States (キャンセル状態)に対応するServiceNowの状態を選択します。ServiceNowのデフォルト の変更申請
状態を使用する場合は、デフォルト のマッピングをそのまま使用できます。
Integrity Monitorのステータスごとに、少なくとも1つのServiceNow状態を選択する必要があります。

3.

変更申請をマッピングする場合は、[Change Tasks (変更タスク)] セクションで、Open State (未了状態)、Closed (完了状
態)、Canceled States (キャンセル状態)に対応するServiceNowの状態を選択します。指定変更時期の定義に使用する
ServiceNowのTask Type (タスクの種類)を選択します。
Integrity Monitorのステータスごとに、少なくとも1つのServiceNow状態を選択し、少なくとも1つのTask Type (タスクの種類)を
選択する必要があります。

4.

[Endpoints (エンド ポイント )] セクションで、エンド ポイント を識別する各Tanium Sensor (Taniumセンサー)を選択し、各セン
サーに対応するServiceNow Attribute (ServiceNow属性)を選択します。デフォルト では、Computer Name (コンピュータの名
前) とComputer Serial Number (コンピュータのシリアル番号) センサーは、ServiceNow属性のName (名前) とSerial
Number (シリアル番号) にマッピングされます。

エンド ポイント を識別するための属性マッピングを追加するには、[Add Mapping (マッピングの追加)] をクリックします。属性マッピ
ングを削除するには、[Remove Mapping (マッピングの削除)] をクリックします。

ServiceNowとのデータ同期スケジュールを設定する
統合を有効にするには、ServiceNowからの変更データの同期スケジュールを有効にして設定する必要があります。
1.

[Schedule (スケジュール)] セクションで、[Sync this mapping on a defined schedule (定義済みスケジュールでこのマッピングを
同期する)] を選択します。

2.

ServiceNowの同期スケジュールを設定します。Tanium ServerがServiceNowからの変更時期と同期をとるタイミング、
ServiceNowからTaniumエンド ポイント に構成アイテムをマッピングするタイミング、およびルールを生成するタイミングは、この設
定によって決まります。

3.

Taniumエンド ポイント の同期スケジュールを設定します。Tanium Serverがエンド ポイント から識別データを収集するタイミング
は、この設定によって決まります。この同期の頻度は、ServiceNowの同期よりも多くする必要があります。ServiceNowとのデー
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タの同期は、次のServiceNowの同期中に行われます。
4.

必要に応じて、残りの高度設定を設定します。
設定

説明

Request Timeout (申 請 タイ

Integrity MonitorがServiceNowからの応 答 を待 機 する時 間 (秒 単 位 )。有 効 な値 の範 囲 は30～ 180秒 で

ムアウト )

す。

Batch Size (バッチサイズ)

ServiceNowに一 度 に申 請 するレコードの数 。有 効 な値 の範 囲 は500～ 10000レコードです。

Look Back Days / Look

Integrity Monitorが変 更 申 請 または変 更 タスクを同 期 する過 去 および未 来 の日 数 。有 効 な値 の範 囲 は

Ahead Days (ルックバック日

1～ 14日 です。

数 /ルックアヘッド日 数 )
同時申請数

ServiceNowに同 時 に送 信 する申 請 数 。値 を小 さくすると、ServiceNowインスタンスへのパフォーマンスの影
響 が軽 減 されます。有 効 な値 の範 囲 は1～ 8件 です。

Distribute Rules Over (ルー

ServiceNowラベルを適 用 する自 動 生 成 ルールの配 布 にTanium Serverが使 用 できる時 間 (分 数 )。ネット

ル配 布 時 間 の分 散 )

ワークまたはその他 のリソース使 用 率 の急 増 を避 けるため、配 布 は指 定 された時 間 ランダムに行 われます。
有 効 な値 の範 囲 は5～ 50分 です。

Change Window Extension

ServiceNowから決 定 された変 更 時 期 の開 始 と終 了 を延 長 する時 間 数 。ServiceNowラベルは、この延 長

(変 更 時 期 の延 長 )

期 間 中 も適 用 されます。この値 に対 する変 更 は、新 しく同 期 された変 更 時 期 にのみ影 響 します。既 存 の
変 更 時 期 は、初 めて同 期 されたときに設 定 された延 長 時 間 を維 持 します。有 効 な値 の範 囲 は1～ 24時
間 です。

Additional Lifetime Before

以 前 に同 期 された未 了 の変 更 申 請 または変 更 タスクの記 録 を追 加 で保 持 する日 数 。この日 数 を経 過 す

Pruning Open Requests (未

ると、それらの記 録 はプルーニングされます。未 了 の変 更 申 請 および変 更 タスクは、変 更 時 期 の更 新 によっ

了 申 請 をプルーニングするま

て必 要 になるラベル更 新 を反 映 して、他 の変 更 状 態 よりも長 く保 持 されます。この更 新 は、未 了 の変 更 の

での追 加 のライフタイム)

期 限 が過 ぎてた場 合 に発 生 することがあります。
この設 定 の値 を大 きくすると、データベースのサイズが大 幅 に増 大 し、パフォーマンスに影 響 する場 合 があり
ます。値 を小 さくする、データベースのサイズは小 さくなりますが、この時 間 を超 過 し、ServiceNowで変 更 申
請 または変 更 タスクの日 付 を調 整 する前 にこの値 にルックバック日 数 を加 えた日 数 を超 過 すると、複 数 の
変 更 時 期 のルールに従 ってイベント にラベルが付 けられます。
有 効 な値 の範 囲 は1～ 60日 です。

設定の完了
必要な設定を設定したら、[Create (作成)] をクリックします。
ServiceNowのルールは、ServiceNow同期スケジュールによって決定される次の同期時にエンド ポイント に展開されま
す。Endpoint Configurationを有効にしている場合、ServiceNowのルールをエンド ポイント に展開する前に、
Endpoint ConfigurationでServiceNowルールの展開を承認する必要があります。
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指定イベント の管理
未了状態のSERVICENOW変更申請または変更タスク
Integrity MonitorがServiceNowとデータの同期をとると、変更申請、変更タスク、またはその両方に基づく指定変更時期は、設定時
に未了ステータスにマッピングされた状態を使用して決定されます(設定による)。
Integrity Monitorは、関連するTaniumエンド ポイント 上のこれらの指定変更時期内に起きたイベント にServiceNowラベルを適用しま
す。
完了状態のSERVICENOWの変更申請または変更タスク
ServiceNow状態が完了ステータスにマッピングされた状態の変更申請または変更タスクの場合、Integrity Monitorは該当するイベン
ト にServiceNowラベルを適用しなくなります。
キャンセル状態のSERVICENOWの変更申請または変更タスク
ServiceNow状態がキャンセルステータスにマッピングされた状態の変更申請または変更タスクの場合、Integrity Monitorは、該当する
イベント からServiceNowラベルを削除します(ラベルが適用されていた場合)。
イベント の確認
イベント の表示では、ServiceNowラベルを含まないイベント だけを含めるフィルタを適用することができます。返されるイベント のリスト に
は、ServiceNow Change Managementで承認済みの変更に関連付けられていないイベント のみが含まれます。イベント の表示につ
いての詳細は、「イベント の表示(67ページ)」を参照してください。Questionの結果のフィルタリングについての詳細は、以下を参照して
ください。Tanium Interactユーザガイド ：Questionの結果をフィルタリングする。
Interactでは、拡張ラベリングを使用しているセンサーを含むQuestionを実行こともできます。
l

Integrity Monitor Labeled File Events Details (Integrity Monitorのラベル付きファイルイベント の詳細) :

このセンサーには、Integrity Monitor File Events Details (Integrity Monitorのファイルイベント の詳細) セン
サーと同じ列が含まれていますが、返されるのはラベルが適用されているイベント だけです。
拡張モニタの結果グリッド では、Integrity Monitor Filtered File Events Overview
(Integrity Monitorのフィルタありファイルイベント の概要) センサーとIntegrity Monitor Filtered
File Events Details (Integrity Monitorのフィルタありファイルイベント の詳細) が使用され、これらセ

ンサーには、JSON形式のフィルタ式のパラメータが含まれます。Interactでこれらのセンサーを使用して
Questionを実行することができますが、ベスト プラクティスは、QuestionでIntegrity Monitor Labeled
File Events Details (Integrity Monitorのラベル付きファイルイベント の詳細) センサーを利用するこ

とです。

l

Integrity Monitor Unlabeled File Events Overview (Integrity Monitorのラベルなしファイルイベント の概
要) ：このセンサーには、Integrity Monitor File Events Ovrview (Integrity Monitorのファイルイベント の概
要) センサーと同じ列が含まれていますが、返されるのはラベルが適用されているイベント だけです。

l

Integrity Monitor Unlabeled File Events Details (Integrity Monitorのラベルなしファイルイベント の詳
細) ：このセンサーには、Integrity Monitor File Events Details (Integrity Monitorのファイルイベント の詳
細) センサーと同じ列が含まれていますが、返されるのはラベルが適用されているイベント だけです。
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ServiceNowラベルを持つイベント の確認では、イベント のIDにある変更申請または変更タスクを使用して、ServiceNow Change
Managementで該当する変更申請または変更タスクを探すことができます。
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ト ラブルシューティング
ログを収集 する
Integrity Monitorからサーバログを収集する
お客様のト ラブルシューティングを支援するために、Taniumからサーバログの提供が求められることがあります。
ログを収集するには、Integrity MonitorでAdministratorロールかContent Administratorロールのいずれかが必要で
す。

1.

Integrity MonitorのOverview (概要)ページでHelp (ヘルプ) をクリックします。

2.

[Troubleshooting (ト ラブルシューティング)]タブをクリックします。

3.

[Collect (収集)] をクリックし、[Download (ダウンロード )] をクリックして、ログを含むZIPファイルをダウンロード します。

ログレベルを変更する
1.

最小ログレベルを指定するには、Integrity MonitorのOverview (概要)ページでHelp (ヘルプ) をクリックします。

2.

[Troubleshooting (ト ラブルシューティング)]タブをクリックします。

3.

ログレベルを選択します。デフォルト の設定はINFO (情報)です。
この更新により、以降のログ記録のログレベルが変更されます。これは、サポート パッケージにある以前にログされたイベ
ント に関するデータには影響しません。

エンド ポイント のデバッグ用ログの生成
お客様のト ラブルシューティングを支援するために、Taniumからエンド ポイント のデバッグ用ログの提供が求められることがあります。
1.

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

2.

デバッグ用ログを生成するエンド ポイント を対象に設定するQuestionを実行します。

3.

デバッグ用ログを生成するエンド ポイント 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)] ボックスにSet Windows
Tanium Client Logging Level (Windows Tanium Clientのログレベルを設定)、Set Linux Tanium Client
Logging Level (Linux Tanium Clientのログレベルを設定) 、またはSet Mac Tanium Client Logging Level
(Mac Tanium Clientのログレベルを設定) と入力し、対象のエンド ポイント のOSに対する適切なアクションを選択します。

6.

[Log Level (ログレベル)] ボックスに41 と入力します。
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7.

[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.

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。

9.

[Go back (戻る)] をクリックしてQuestionの結果に戻り、デバッグ用ログを生成するエンド ポイント を再選択します。

10.

[Deploy Action (アクションを展開)] をクリックします。

11.

[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Integrity
Monitor Endpoint Debug Zip と入力し、対象のエンド ポイント に従ってIntegrity Monitor Endpoint Debug Zip (Integrity

Monitorのエンド ポイント デバッグ用Zip)[Windows]またはIntegrity Monitor Endpoint Debug Zip (Integrity Monitorのエンド
ポイント デバッグ用Zip)[Linux]を選択します。
12.

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

13.

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。
対象に設定した各エンド ポイント によってデバッグログ(Windowsの場合<Tanium Client>\Tools\IM\debug\tanium_im_
debug.zip、Windows以外の場合<Tanium Client>/Tools/IM/debug/tanium_im_debug.zip)が生成されます。

エンド ポイント からのエンド ポイント のデバッグ用ログの削除
(任意) エンド ポイント のデバッグ用ログを取得したらと、エンド ポイント からログを削除することができます。
1.

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

2.

デバッグ用ログを削除するエンド ポイント を対象に設定するQuestionを実行します。

3.

デバッグ用ログを削除するエンド ポイント 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) ] ボックスにIntegrity
Monitor Endpoint Delete Debug Zipと入力し、対象のエンド ポイント に従ってIntegrity Monitor Endpoint Delete Debug
Zip (Integrity Monitorのエンド ポイント デバッグ用Zipの削除)[Windows]またはIntegrity Monitor Endpoint Debug Zip
(Integrity Monitorのエンド ポイント デバッグ用Zipの削除)[Linux]を選択します。

6.

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

7.

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。
対象に設定されたエンド ポイント からtanium_im_debug.zipファイルが削除されます。

Taniumイベント レコーダ用ドライバを手動インスト ールする
Taniumイベント レコーダ用ド ライバは、そのド ライバを使用するよう設定されているモニタを展開すると、デフォルト でインスト ールされま
す。詳細は、「新しいモニタを作成する(62ページ)」を参照してください。次の手順を使用して、ト ラブルシューティングに役立つ情報を
入手することができます。
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メインメニューから、Get Tanium Driver Status from all machines のQuestionを実行して、[Search (検索)]をクリッ

1.

クします。
2.

[Install Recommended (インスト ールを推奨)]を選択します。

3.

デプロイアクションページから、[Install Tanium Driver (Taniumド ライバのインスト ール)]を選択します。

4.

パッケージインスト ールの終了時に実行する検証クエリを確認することで、インスト ールがうまくいったことを確認します。

5.

Live Responseを使用して検証クエリで問題が発生する任意のエンド ポイント からアクションログを収集します。

6.

Tanium Event Recorder ド ライバサービスステータスでSERVICE_RUNNING以外を返したエンド ポイント では、[Remove
Tanium Driver (Taniumド ライバの削除)]アクションを実行します。

Oracle Linuxサーバでファイルやネット ワーク、セキュリティ事象が表示されない
レコーダの結果にファイル、ネット ワーク、またはセキュリティ事象が表示されない場合は、SELinuxを無効にすることができます。Oracle
LinuxでSELinuxが有効、auditdフォールバックが無効の場合、プロセス情報のみが返されます。あるいは、Client Recorder
Extensionの構成パラメータが次のように設定されていることを確認してください。
l

CX.recorder.AuditdStopAuditdServiceが0に設定されている。

l

CX.recorder.AuditdEnableAudispdFallbackが1に設定されている。

詳細については、Client Recorder Extensionユーザガイド ：記録されたイベント の設定を参照してください。

Integrity Monitorサーバのカバー率を監視およびト ラブルシューティングする
次表は、Integrity Monitorサーバのカバー率指標が期待に満たない場合の要因と、実施可能な是正措置をまとめています。初期化
および要注意パネルカテゴリに含まれるエンド ポイント に関する詳細な健全性情報を入手するには、次のQuestionを実行します。Get
Integrity Monitor Endpoint Tools Status from all machines with Integrity Monitor - Coverage
Status matches ^Needs\ Attention|^Initializing 。
理由

是正措置

Integrity Monitorツールの初 期 化 中

初 期 化 カテゴリには、ツールがまだ初 期 化 中 のエンドポイント が含 まれます。ツールを最 近 展 開 した場
合 は、初 期 化 が完 了 するのをお待 ちください。

エンドポイント の健 全 性 の問 題

サーバであるエンドポイント が以 下 の条 件 を満 たしていることを確 認 してください。
l

推 奨 される最 小 空 き容 量 が確 保 されている。「エンドポイント (26ページ)」を参 照 してください。

l

Integrity Monitor Endpoint Tools Statusセンサーからエラーの報 告 がない。
エラーのあるエンドポイント を特 定 するには、次 のQuestionを実 行 します。Get

Integrity Monitor Endpoint Tools Status matches
"^Integrity Monitor is healthy$|^Integrity Monitor
is not healthy$" from all machines 。
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理由

是正措置

インスト ールの問 題 に未 対 処

Integrity Monitorのインスト ールで問 題 が発 生 したサーバを特 定 し、エラーコードを調 査 して、問 題 の
原 因 となっている状 況 に対 処 してください。

相 関 エンジン(Integrity Monitor)プロセス

Integrity Monitorアクショングループのサーバで、相 関 エンジンプロセスの実 行 を妨 げている問 題 がな

が実 行 されていない

いことを確 認 します。それらの問 題 には、不 適 切 なセキュリティ除 外 、Integrity Monitorツールのインス
ト ールエラー、スケジュール済 みアクションの実 行 を妨 げる問 題 などがあります。

エンドポイント 1つあたりの想定外変更イベント の平均件数、または想定内と想
定外変更イベント の比較を監視およびト ラブルシューティングする
次の表は、エンド ポイント 1つがあたり想定外変更イベント の平均件数指標が期待に満たない要因、あるいは想定内と想定外変更イ
ベント の比較指標で想定外の変更が高い比率になる要因と、実施可能な是正措置をもとめています。

デフォルト では、想定内と想定外変更イベント の比較Trendsパネルには、ラベルなしおよびラベル付きイベント の数の
24時間周期の経時変化を示す積み上げ面チャート (時間の経過に伴う比率の変化を視覚化)が表示されます。パネ
ルをド ーナツチャート の形式で表示すると、特定の周期の数値比率を表示することができます。
1.

Integrity MonitorのTrendsボード の [Effectiveness (有効性)] セクションで [Expected vs Unexpected
Change Events (想定内と想定外変更イベント の比較)] をクリックして、パネルの詳細ビューを開きます。

2.

[Chart Type (チャート の形式)] でド ーナツチャート

を選択します。

3.

想定内イベント と想定外イベント の比率を表示するDate Range (日付範囲)を選択します。

理由

是正措置

ITワークフローとの統 合 なし

ServiceNow Change Managementとの統 合 で承 認 済 みの変 更 時 期 のイベント に自 動 的 にラベルを
付 けるように設 定 し、ServiceNowの構 成 アイテムがTaniumエンドポイント に正 しくマッピングされている
ことを確 認 してください。「ITワークフローとの統 合 (79ページ)」を参 照 してください。

ルールが少 なすぎる

承 認 済 みユーザや承 認 済 みプロセス、承 認 済 みアプリケーションによって実 行 されるイベント に適 切 に
ラベルを付 けるルールを設 定 してください。「イベント に対 するラベリングとルールの使 用 (70ページ)」を
参 照 してください。

変 更 管 理 が不 十 分 でシステムに対 して

担 当 しているビジネスユニット と協 力 して、より厳 格 な変 更 管 理 ポリシーおよび方 法 を定 義 してくださ

不 正 なユーザ変 更 ができる

い。

Integrity Monitorをアンインスト ールする
本番環境からIntegrity Monitorをアンインスト ールするにあたっては、Taniumサポート に問い合わせ、予想される影響
を把握しておいてください。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

87ページ

1.

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

2.

Integrity Monitorのチェックボックスを選択し、選択を削除 をクリックします。[Uninstall (アンインスト ール)]をクリックしてプロセスを
完了します。

3.

残りのIntegrity Monitor関連の予定済みアクションとアクショングループをすべて削除します。

4.

エンド ポイント からIntegrity Monitorツールを削除します。詳細は、「エンド ポイント からIntegrity Monitorツールを削除する(88
ページ)」を参照してください。

5.

このアンインスト ールプロセスによって、integrity-monitor-service-filesというIntegrity Monitorファイルのバックアップ
フォルダが作成されます。Module Serverをホスト したマシンからファイルシステムにアクセスできる場合、このフォルダを保持もしく
は削除できます。Module Serverにその他のIntegrity Monitorの痕跡が残る場合は、Taniumサポート にお問い合わせください。

エンドポイント からIntegrity Monitor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Integrity Monitor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、Integrity Monitorの行を選択し、必要に応じてド リルダウンして、Integrity Monitorツールを削除する対象を選択しま
す。詳細は、『Tanium Interactユーザガイド 』を参照してください。Questionの結果の管理を参照してください。

3.

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

4.

[Deploy Action (アクションをデプロイ)] ページで [Enter package name here (ここにパッケージ名を入力)] ボックスに
Endpoint Configuration - Uninstallを入力し、対象にするエンド ポイント に従って [Endpoint Configuration - Uninstall Tool
(ツールのアンインスト ール) [Windows]] または [Endpoint Configuration - Uninstall Tool (ツールのアンインスト ール)[NonWindows]] を選択します。

5.

[Tool Name (ツール名)] でIntegrity Monitor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。
監視対象になっているエンド ポイント で再インスト ールがブロックされていない場合は、そのエンド ポイント に自動
的にツールが再インスト ールされます。エンド ポイント に対する再インスト ールがブロックされている場合、モニター
のデプロイ時にツールを再インスト ールできるようにするには、対象のエンド ポイント に従って、[Endpoint
Configuration - Unblock Tool (ツールのブロック解除)[Windows]] または [Endpoint Configuration Unblock Tool (ツールのブロック解除)[Non-Windows]] パッケージをデプロイする必要があります。

7.

(任意) エンド ポイント からすべてのIntegrity Monitor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) Integrity Monitorのツールと依存関係があったすべてのツール(RecorderやIndexなど)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。
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9.
10.

[Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]をクリックします。
ページ下部に結果グリッド が現れて、アクション対象のエンド ポイント が表示されます。結果に問題がなければ[Deploy Action
(アクションのデプロイ)]をクリックします。
エンド ポイント 設定を有効にしている場合、ツールがエンド ポイント から削除されるには、エンド ポイント 設定でツールの
削除が承認されている必要があります。

インスト ールされているレガシー Client Recorder Extensionの問題を解決する
Get Endpoint Configuration - Tools Status という質問が実行されて、レガシーバージョンのClient Recorder Extension

がインスト ールされているエンド ポイント を検知した場合、Tanium エンド ポイント 設定は、結果グリッド のレコーダ列でそのエンド ポイン
ト を Unsupported (未対応)と報告します。対象のエンド ポイント にClient Recorder Extensionバージョン1.xが存在する場合は、
Client Recorder Extensionバージョン2.xツールをインスト ールする前に削除する必要があります。Client Recorder Extensionバージョ
ン1.xが存在するエンド ポイント を対象にするには、次のQuestionを使用します。Legacy - Recorder Installed 。[Supported
Endpoints (サポート されているエンド ポイント )]列にNo (いいえ)と表示された場合は、エンド ポイント にClient Recorder Extension 2.x
ツールをインスト ールする前に、Client Recorder Extensionバージョン1.xを削除する必要があります。Client Recorder Extension
バージョン1.xを削除するには、対象のエンド ポイント にRecorder - Remove Legacy Recorder [オペレーティングシステム] パッケージを
デプロイします。

Taniumサポート に問い合わせる
Taniumサポート に問い合わせるには、https://support.tanium.comにサインインします。
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関連情報：エンドポイント 監視のステータスエラー
クロスプラット フォームの標準的なエンドポイント ステータスエラーメッセージ
相関エンジンは、イベント を管理するためにIntegrity Monitorがエンド ポイント 上で実行するプロセスです。相関エンジ
ンは、イベント にルールを適用するためにIntegrity Monitorがエンド ポイント 上で実行するプロセスです。

Correlation Engine - Error: (相関エンジン - エラー:) Correlation Engine potentially hung (相関エンジンがハングの可能性)

相関エンジンプロセスは実行されていますが、最近データベースへの書き込みがなく、応答していない可能性があります。
プロセスは10分以内に自動的に開始されます。ただちにプロセスを再開するには、Integrity Monitor Endpoint
Process Start [OS] (Integrity Monitorのエンド ポイント プロセスの開始[OS])アクションを展開します。
Correlation Engine - Error: (相関エンジン - エラー:) Correlation Engine not running (相関エンジンが実行されていません)

相関エンジンプロセスは有効になっていますが、実行されていません。
このエラーは、再起動後、またはIntegrity Monitor - Tools OSアクションの展開後によくある一時的な状態です。プロ
セスは10分以内に自動的に開始されます。問題が解決しない場合は、Integrity Monitor Endpoint Process
Start [OS] (Integrity Monitorのエンド ポイント プロセスの開始[OS])アクションを展開してプロセスを開始します。
Correlation Engine - Error: (相関エンジン - エラー:) Correlation Engine is disabled (相関エンジンが無効です)

相関エンジンプロセスが手動で無効にされました。
Integrity Monitor Endpoint Process Start [OS] (Integrity Monitorのエンド ポイント プロセスの開始
[OS])アクションを展開して、プロセスを有効にし直します。
Index - Error: Tanium Indexが実行されていません(このメッセージは、モニタがハッシュ監視を使用している場合にのみ報告され

ます)。
Indexが実行されていません。
相関エンジンプロセスが実行されていることを確認してください。(相関エンジンプロセスが開始されてIndexを起動するまでに最
大5分ほどかかる場合があります。) 問題が解決しない場合は、Taniumサポート にお問い合わせください。
Recorder - Error: Tanium Driver requires system reboot (レコーダー - エラー: Taniumド ライバがシステムの再起動を要求して
います)

Taniumイベントレコーダのド ライバがインストールされましたが、エンド ポイントが再起動されていません。エンド ポイントを再起
動しないと、Windowsレジストリイベントを記録することはできません。(エンド ポイントが再起動されたかどうかに関係なく、ファイ
ルイベント記録は引き続き正常に動作します。)
エンド ポイント を再起動して、Taniumイベント レコーダのド ライバを有効にしてください。
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Recorder - Error: Recorder not installed / Install Needed: (レコーダーがインスト ールされていないか/インスト ールが必要です:)
レコーダーがインスト ールされていません(同時に両方のメッセージが表示されます。)

Client Recorder Extensionがインストールされていません。
Integrity Monitor - Tools [OS]アクションを展開して、レコーダをインスト ールしてください。レコーダの操作の詳細
は、以下を参照してください。Tanium Client Recorder Extensionユーザガイド ：Tanium Client Recorder Extensionユーザ
ガイド 。
Recorder - Error: (レコーダ - エラー:) Client Recorder Extension 2.0 previously installed but is no longer installed (以前に
Client Recorder Extension 2.0がインスト ールされていましたが、見つかりません)

Client Recorder Extensionがインストールされていましたが、実行されていないか、アンインストールされています。
Integrity Monitor - Tools [OS]アクションを展開して、レコーダをインスト ールしてください。その後もエラーが発生する
場合は、Taniumサポート にお問い合わせください。
Recorder - Error: (レコーダ - エラー:) System minimum requirements not met to enable features:(機能を有効にするためにシ
ステムの最小要件が満たされていません:) Single CPU detected. (単一CPUが検出されました。) Not loading rules (ルールが
ロード されていません)(このメッセージは、Recorder 2.3以降を使用している場合にのみ報告されます。)

Client Recorder Extension 2.3以降では、エンド ポイント1つあたり少なくとも2つのCPUが必要です。
シングルコアのエンド ポイント でレコーダを使用することはできません。ハッシュ監視のみを使用するように設定したモニタをエンド
ポイント に展開してください。
Rules Engine - Error: (ルールエンジン - エラー:) Rules Engine potentially hung (ルールエンジンがハングの可能性)

ルールエンジンプロセスは実行されていますが、最近データベースへの書き込みがなく、応答していない可能性があります。
プロセスは10分以内に自動的に開始されます。ただちにプロセスを再開するには、Integrity Monitor Endpoint
Process Start [OS] (Integrity Monitorのエンド ポイント プロセスの開始[OS])アクションを展開します。
Rules Engine - Error: (ルールエンジン - エラー:) Rules Engine not running (ルールエンジンが実行されていません)

ルールエンジンプロセスは有効ですが、実行されていません。
このエラーは、再起動後、またはIntegrity Monitor - Tools OSアクションの展開後によくある一時的な状態です。プロ
セスは10分以内に自動的に開始されます。問題が解決しない場合は、Integrity Monitor Endpoint Process
Start [OS] (Integrity Monitorのエンド ポイント プロセスの開始[OS])アクションを展開してプロセスを開始します。
Rules Engine - Error: (ルールエンジン - エラー:) Rules Engine is disabled (ルールエンジンが無効です)

相関エンジンプロセスが手動で無効にされました。
Integrity Monitor Endpoint Process Start [OS] (Integrity Monitorのエンド ポイント プロセスの開始
[OS])アクションを展開して、プロセスを有効にし直します。
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Rules Engine - Error: (ルールエンジン - エラー:) Rules Engine in failed state (ルールエンジン障害)

ルールエンジンに内部障害があるため、その一部機能は実行できません。
プロセスは10分以内に自動的に開始されます。ただちにプロセスを再開するには、Integrity Monitor Endpoint
Process Start [OS] (Integrity Monitorのエンド ポイント プロセスの開始[OS])アクションを展開します。その後もエ
ラーが発生する場合は、Taniumサポート にお問い合わせください。

Windowsに固有の標準的なエンドポイント ステータスエラーメッセージ
Recorder - Error: Missing "TaniumSystemMonitor" from Event Tracing sessions: (イベント ト レースセッションで
"TaniumSystemMonitor"が見つかりません:) Missing "TaniumSystemMonitor" from Event Tracing sessions (Event Tracing
セッションで"TaniumSystemMonitor"が見つかりません)(同時に両方のメッセージが表示されます。)

このレコーダはEvent Tracing for Windows (ETW)に登録されていません。イベントは記録されません。
Tanium Clientが適切な資格情報を使用して実行されていることを確認し、Recorder - Disable Recorder
Extension [OS] (Recorder - Recorder Extensionを無効化 [OS])アクションを展開してレコーダを再起動して、
Recorder - Enable Recorder Extension [OS] (Recorder - Recorder Extensionを有効化 [OS])アクショ
ンを展開してください。
Recorder - Error: Event Tracing for Windows checks timed out

Integrity Monitorは、レコーダがETWに正しく登録されているかどうか判定できませんでした。レコーダはこの状態のイベントを見
逃す場合があります。
Tanium Clientが適切な資格情報を使用して実行されていることを確認し、Recorder - Disable Recorder
Extension [OS] (Recorder - Recorder Extensionを無効化 [OS])アクションを展開してレコーダを再起動して、
Recorder - Enable Recorder Extension [OS] (Recorder - Recorder Extensionを有効化 [OS])アクショ
ンを展開してください。
Recorder - Error: (レコーダ - エラー) File permission auditing is disabled (ファイルアクセス権限の監査が無効です)

エンド ポイントでAudit File System (ファイルシステムの監査)権限が正しく設定されていません。
必要な権限を設定する手順については、エンド ポイント の準備をする(42ページ)を参照してください。

Linux固有の標準的なエンドポイント ステータスエラーメッセージ
レコーダー - エラー: im_recorder.json ファイルが見つかりません / インスト ールが必要です: im_recorder.json ファイルが見つかりま
せん (同時に両方のメッセージが表示されます。)

レコーダに必要な構成ファイルがありません。
Integrity Monitor - Tools[Linux]アクションを展開して、構成ファイルを復元してください。
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Recorder - Error: このシステムに「サービス」バイナリがインスト ールされていません。最初にインスト ールしてください。

システムに標準のLinuxサービスバイナリファイルがないため、レコーダを実行できません。
サービスバイナリをインスト ールしてください。
Recorder - Error: auditd is not installed on this system (レコーダ - エラー: auditdがシステムにインスト ールされていません)。
Please install first.

システムがauditdパッケージをないため、レコーダーを実行できません。
auditdパッケージをインスト ールしてください。
Recorder - Error: auditd raw logging is enabled (レコーダー - エラー: auditdのraw loggingが有効です)
auditd.confでraw loggingが有効になっています。パフォーマンスが低下し、監査ルールがロード できない可能性がありま

す。
システムに十分なリソースがあり、他のアプリケーション用にraw loggingが必要でない限り、raw loggingを無効にしてパフォー
マンスを改善することを検討してください。raw loggingを無効にするには、Recorder - Disable Raw Logging[Linux]
アクションを展開してください。
Recorder - Error: system raw logging is enabled (レコーダー - エラー: システムのraw loggingが有効です)
systemdに対するraw loggingが有効になっています。パフォーマンスが低下し、監査ルールがロード できない可能性がありま

す。
システムに十分なリソースがあり、他のアプリケーション用にraw loggingが必要でない限り、raw loggingを無効にしてパフォー
マンスを改善することを検討してください。raw loggingを無効にするには、Recorder - Disable Raw Logging[Linux]
アクションを展開してください。
Recorder - Error: Trouble loading recorder audit rules ("key=TaniumRecorder" missing from "auditctl -l" output)

レコーダーのauditdルールが正しく設定されていません。raw loggingが有効な場合、監査ルールがロード されない場合があ
ります。イベントは記録されません。
Recorder - Disable Raw Logging[Linux]アクションを展開して、raw loggingを無効にしてください。問題が解決しな
い場合は、Taniumサポート にお問い合わせください。
Integrity Monitor - Error: Python Core Library for Tanium not installed (Tanium用のPythonコアライブラリがインスト ールされ
ていません) Tanium用のPythonコアライブラリがインスト ールされていません(同時に両方のメッセージが表示されます。)

Tanium用Pythonコアライブラリがありません。
Integrity Monitor - Tools (ツール)[Linux]アクションを展開して、最新のツールをインスト ールしてください。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

93ページ

Tools Install Required: Updated status sensor not installed (更新されたステータスセンサーがインスト ールされていません)

最新バージョンのステータスセンサーがインストールされていません。
Integrity Monitor - Tools (Integrity Monitor - ツール)[Linux]アクションを展開して、更新されたステータ
スセンサーが付属する最新のツールインスト ールしてください。
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関連情報：ウォッチリスト のパスと包含、除外
ウォッチリスト にパスを追加することで、モニタするファイル、ディレクト リ、Windowsレジスト リパスを指定することができます。パス包含また
はパス除外を追加して、ウォッチリスト 内のパスを絞り込むことができます。

ウォッチリスト を整理し、モニタリングの予測可能性を高めるには、主に含めるを多用して、除く数を制限するようにしま
す。

ウォッチリスト の作成および操作に関する全般については、「ウォッチリスト の設定(49ページ)」を参照してください。

パス
パスのディレクト リやファイル、レジスト リキー、またはレジスト リ値名ではワイルド カード 文字を使用できます。パス区切り文字、複数の
ディレクト リ、複数のキーレベルの指定にワイルド カード 文字を使用することはできません。(この用法は、パスの包含または除外でのワ
イルド カード の用法と異なります。) 包含と除外のどちらも指定されていない場合は、設定された変更の種類についてファイルパス内の
すべてのファイルとディレクト リ、またはレジスト リパス内のすべてのキーと値が監視されます。

ファイルパスの例5
ファイルパス例1
パス内の任意の1文字を表す?ワイルド カード を含むパスを追加することができます。Windowsでは、このワイルド カード 文字を使用す
ることで、特定のフォルダがどのド ライブにあるかに関係なく、そのフォルダを監視するよう指定することができます。パス?:\Program
Filesを追加すると、次のディレクト リが監視されます。

C:\Program Files
D:\Program Files
...

ファイルパスの例2
パスで使用する場合、* ワイルド カード はフォルダ名またはファイル名内で使用できますが、複数のディレクト リレベルを指定するために
は使用できません。たとえば、パス/a/b*/cを定義すると、次のファイルとディレクト リが監視されます。

/a/b/c
/a/b/c/myfile.txt
/a/bin/c
/a/bin/c/myfile.txt
/a/b/c/d/myfile.txt
このパスのみを指定すると、次のファイルとディレクト リは監視されません。
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/a/b
/a/b/c.txt
/a/b/d/c

レジスト リパスの例
レジスト リパスに関する考慮事項
監視対象のサブキーと値の決定
デフォルト では、パスに指定されたキーの下のすべてのサブキーと値が包含対象になります。たとえば、パスHKEY_LOCAL_MACHINE\\a
を指定すると、除外することがない限り、aキーのすべての値、aキーのすべてのサブキー (HKEY_LOCAL_MACHINE\\a\\x、HKEY_
LOCAL_MACHINE\\a\\y、HKEY_LOCAL_MACHINE\\a\\zなど)、およびそれらサブキーのすべての値が監視対象になります。
HKEY_LOCAL_MACHINEなど、サブツリー全体を監視することはできません。
値の指定
レジスト リキーの下の値を指定するには、二重円記号の区切り文字(\\)を使用します。たとえば、TermServiceキーの下のStart値
へのパスを指定するには、HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\\Startと入力し
ます。値を指定すると、その値のみが監視され、パスまたはサブキーで指定されたキーは監視されません。
レジスト リキーのデフォルト 値を指定するには、二重円記号の区切り文字(\\)のみを含め、値名は含めません。たとえば、
IEXPLORE.EXEキーのデフォルト 値を指定するには、HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE\\と入力します。
また、円記号は値名に含めることができることに注意してください。パスの二重円記号の後に円記号がある場合、その円記号は値名の
一部とみなされます。たとえば、パス HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\\\My\Valueは、HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKeyキーの下の
値名 \My\Valueの指定になります。
サブツリーの略語の使用
パスでサブツリーの略語を使用することができます。変更を保存すると、サブツリー名が展開されます。たとえば、パスHKLM\MyKeyと入
力すると、HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKeyとして保存されます。
サブツリー名

略語

HKEY_CLASSES_ROOT

HKCR

HKEY_CURRENT_USER

HKCU

HKEY_LOCAL_MACHINE

HKLM

HKEY_USERS

HKU

HKEY_CURRENT_CONFIG

HKCC
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パスでのHKEY_CURRENT_USERサブツリーの使用
HKEY_CURRENT_USERサブツリーにパス(たとえば、HKEY_CURRENT_
USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy)を追加して、その変更を保存すると、パスのHKEY_
CURRENT_USERサブツリーはHKEY_USERS\* (たとえば、HKEY_
USERS\*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy)に変更されます。Tanium ClientはSYSTEMアカ
ウント を使用するため、HKEY_CURRENT_USERサブツリーは、エンド ユーザではなくSYSTEMアカウント に適用されます。代わりにHKEY_
USERS\*を使用すると、Integrity Monitorは現在 Windowsにログインしているエンド ユーザを含めて、すべてのユーザのイベント を記
録します。
パスでのリダイレクト されたレジスト リキーの使用
64ビット Windowsの場合、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\などの一部レジスト リキーは、32ビット アプリケーションで使用できる
よう、WOW6432Nodeサブキー(たとえば、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node)にリダイレクト されます。WOW64の下
にあってリダイレクト されるキーのパスを追加すると WOW6432Nodeキーの下のパラレルのキーパスは自動的に監視されなくなります。これ
らのパスの下のキーを監視する場合は、それぞれのキーを個別入力する必要があります。
レジスト リパスの例1
パスHKEY_LOCAL_MACHINE\a\b*\cを定義すると、次のキーと値が監視されます。

HKEY_LOCAL_MACHINE\a\b\c
HKEY_LOCAL_MACHINE\a\b\c\\(Default)
HKEY_LOCAL_MACHINE\a\b\c\\MyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\a\b\c\\AnotherValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\a\BCD00000000\c\
HKEY_LOCAL_MACHINE\a\BCD00000000\c\\MyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\a\b\c\d
HKEY_LOCAL_MACHINE\a\b\c\d\\MyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\a\BCD00000000\c\d\
HKEY_LOCAL_MACHINE\a\BCD00000000\c\\MyValue
このパスのみが指定された場合、次のファイルおよびディレクト リは監視されません。

HKEY_LOCAL_MACHINE\a\
HKEY_LOCAL_MACHINE\a\b\\MyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\a\b\d\c

レジスト リパスの例2
同じ方法でワイルド カード 文字を使用してパスに値を含めることができますが、サブキーは監視されません。たとえば、パスHKEY_
LOCAL_MACHINE\\a\\b*\\c\\\\*Valueを定義した場合は、次のキーと値が監視されます。

HKEY_LOCAL_MACHINE\a\b\c\\Value
HKEY_LOCAL_MACHINE\a\b\c\\MyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\a\b\c\\AnotherValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\a\BCD00000000\c\\MyValue

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

97ページ

HKEY_LOCAL_MACHINE\a\BCD00000000\c\\MyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\a\BCD00000000\c\\AnotherValue

このパスのみが指定された場合、次のファイルおよびディレクト リは監視されません。

HKEY_LOCAL_MACHINE\a\
HKEY_LOCAL_MACHINE\a\b\\MyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\a\b\c
HKEY_LOCAL_MACHINE\a\b\c\d\\MyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\a\b\c\d
HKEY_LOCAL_MACHINE\a\b\c\d\\MyValue

パスの包含
パス包含を指定すると、その包含に一致するディレクト リ、ファイル、レジスト リキー、またはレジスト リ値のみが監視されます。

ファイルパスの包含例
ファイルパス例1
たとえば、パス/mypathを追加し、パス包含testを追加すると、次のディレクト リが監視されます。

/mypath/test
このパスと包含の組み合わせのみが指定された場合には、以下のファイルとディレクト リは監視されません：

/mypath/test.txt
/mypath/test1
/mypath/test/myfile.txt
/mypath/mydir/test
/myotherpath/test
この例では、包含にワイルド カード を使用されていないため、含まれている単一のディレクト リのみが非再帰的に監視されます。
ファイルパスの例2
パス/mypathを追加し、パス包含test*を追加すると、次のディレクト リとファイルが監視されます。
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/mypath/test
/mypath/test.txt
/mypath/test1
/mypath/test/myfile.txt
/mypath/test/mydir/myfile.txt
このパスと包含の組み合わせのみが指定された場合、以下のファイルとディレクト リは監視されません：

/mypath/myfile.txt
この例では、包含の末尾で*ワイルド カード 文字が使用されています。このウォッチリスト では、/mypath/testの末尾でディレクト リの
区切り文字と有効なパス文字の任意の組み合わせが包含対象になります。
ファイルパスの例3
パス/mypathを追加し、パス包含*testを追加すると、次のディレクト リとファイルが監視されます。

/mypath/test
/mypath/mydir1/mydir2/test
/mypath/Xtest
/mypath/mydir1/mydir2/Xtest
/mypath/myfile.test
この例では、包含の先頭で*ワイルド カード 文字が使用されています。このウォッチリスト では、testで終わる/mypath/testの後、
ディレクト リの区切り文字と有効なパス文字の任意の組み合わせが包含対象になります。
ファイルパスの例4
たとえば、パス/mypathを追加し、パス包含test?を追加すると、次のディレクト リが監視されます。

/mypath/test1
このパスと包含の組み合わせのみを指定した場合には、以下のファイルとディレクト リは監視されません：

/mypath/test
/mypath/test.txt
この例では、包含の末尾で?ワイルド カード 文字が使用されています。このウォッチリスト では、testに続けて任意の1文字で終わる
/mypath/testの後、ディレクト リとパスの任意の組み合わせが包含対象になります。
ファイルパスの例5
パス/mypathを追加し、パス包含*/*.logを追加すると、次のファイルが監視されます。
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/mypath/mydir/mylog.log
/mypath/mydir/mysubdir/mylog.log
このパスと包含の組み合わせのみが指定された場合、以下のファイルとディレクト リは監視されません：

/mypath/mylog.log
この例では、一致するファイルまたはディレクト リが、パスの少なくとも1つ下のディレクト リレベルのディレクト リにある必要がある包含を定
義しています。

レジスト リパスの包含例
レジスト リパスに関する考慮事項
レジスト リパスの場合は、包含でサブキーと値の両方を使用することができます。
ワイルド カード 文字なしのキー名を指定すると、そのキーの値が含まれますが、サブキーは含まれません。キー名の末尾で*ワイルド
カード 文字を指定すると、サブキーとその値も含まれます。
値名の包含を指定するには、二重円記号の区切り文字(\\)を使用する必要があります。二重円記号なしの包含(ワイルド カード 文
字を含む)を指定した場合、その包含はパスのキー部分にのみ適用されます。
レジスト リパスの例1
パスHKEY_LOCAL_MACHINE\MyKeyを追加し、パス包含testを追加すると、次のキーと値が監視されます。

HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\test
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\test\\SomeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\test\\AnotherValue
このパスと包含の組み合わせのみを指定した場合、以下のファイルとディレクト リは監視されません。

HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\AnotherKey\test
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\test\AnotherKey
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\test\AnotherKey\\AnyValue
この例では、包含にワイルド カード を使用されていないため、含まれている単一のキーとその値のみが非再帰的に監視されます。
レジスト リパスの例2
パスHKEY_LOCAL_MACHINE\\MyKeyを追加し、パス包含\\MyValueとtestを追加すると、次のキーと値が監視されます。

HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\\MyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\test
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\Test\\AnyValue
このパスと包含の組み合わせのみを指定した場合、以下のファイルとディレクト リは監視されません。
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HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\AnotherKey\test
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\test\AnotherKey
HKEY_LOCAL_MACHINE\\MyKey\\test\\AnotherKey\\\\MyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\\MyKey\\test\\AnotherKey\\\\AnotherValue
この例では、キーと値の両方を包含として使用します。ウォッチリスト には、testサブキーとそのすべての値が含まれますが、MyKeyキー
にはMyValue値のみが含まれます。
レジスト リパスの例3
パスHKEY_LOCAL_MACHINE\MyKeyを追加し、パス包含test\\*Valueを追加すると、次のキーと値が監視されます。

HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\test\\MyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\test\\AnotherValue
このパスと包含の組み合わせのみを指定した場合、以下のファイルとディレクト リは監視されません。

HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\\MyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\test\\MyName
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\AnotherKey\test\\MyValue
この例では、1つの包含でキーと値の両方を使用しています。ウォッチリスト には、testサブキーの *Valueに一致する値が含まれま
す。
レジスト リパスの例4
パスHKEY_LOCAL_MACHINE\MyKeyを追加し、パス包含\\MyValueとtest*を追加すると、次のキーと値が監視されます。

HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\\MyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\test
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\Test\\AnyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\test\AnotherKey
HKEY_LOCAL_MACHINE\\MyKey\\test\\AnotherKey\\\\MyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\\MyKey\\test\\AnotherKey\\\\AnotherValue
このパスと包含の組み合わせのみを指定した場合、以下のファイルとディレクト リは監視されません。

HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\AnotherKey\test
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\AnotherKey\test\\AnyValue
この例では、包含の末尾で*ワイルド カード 文字が使用されています。このウォッチリスト では、HKEY_LOCAL_MACHINE\\MyKeyの末
尾でパスの区切り文字と有効なパス文字の任意の組み合わせが包含対象になります。
レジスト リパスの例5
パスHKEY_LOCAL_MACHINE\MyKeyを追加し、パス包含*testを追加すると、次のキーが監視されます。
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HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\test
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\x\y\test
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\mytest
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\x\y\mytest
このパスと包含の組み合わせのみを指定した場合、以下の値は監視されません。

HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\x\y\\valuetest
この例では、包含の先頭で*ワイルド カード 文字が使用されています。このウォッチリスト には、testで終わる/mypathの後のキー区切
り文字と有効なパス文字の任意の組み合わせが含まれますが、この包含は値名には適用されません。

パス除外
パス除外を定義した場合、その除外に一致するディレクト リ、ファイル、レジスト リ キー、レジスト リ値は監視 されません。

ファイルパスの除外例
ファイルパス例1
パス/mypathを追加し、パス除外testを追加した場合、次のディレクト リは監視されません。

/mypath/test
このパスと除外のみが指定された場合、これらのファイルとディレクト リが除外されることはなく、監視されます。

/mypath/test.txt
/mypath/test1
/mypath/test1/myfile.txt
/mypath/mydir/test
この例ではワイルド カード 文字が使用されていません。このため、1つのディレクト リのみが非再帰的に除外されます。
ファイルパスの例2
パス/mypathを追加し、パス除外*を追加すると、完全一致のパスのみが監視されます。次のディレクト リは監視されません。

/mypath/test
/mypath/mydir

レジスト リパスの除外例
レジスト リパスに関する考慮事項
レジスト リパスの場合は、除外でサブキーと値の両方を使用することができます。
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値名の除外を指定するには、二重円記号の区切り文字(\\)を使用する必要があります。二重円記号なしの除外(ワイルド カード 文
字を含むものも含む)を指定した場合、その除外はパスのキー部分にのみ適用されます。
レジスト リパスの例1
パスHKEY_LOCAL_MACHINE\MyKeyを追加し、パス除外testを追加した場合、次のキーおよび値は監視されません。

HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\test
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\Test\\AnyValue
このパスと除外のみが指定された場合、これらのキーおよび値が除外されることはなく、監視されます。

HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\\AnyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\test1
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\test1\\AnyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\SomeSubkey\test
この例ではワイルド カード 文字が使用されていません。このため、1つのディレクト リのみが非再帰的に除外されます。
レジスト リパスの例2
パスHKEY_LOCAL_MACHINE\MyKeyを追加し、パス除外test*を追加した場合、次のキーおよび値は監視されません。

HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\test
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\test\AnySubkey
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\Test\\AnyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\test1
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\test1\AnySubkey
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\test1\\AnyValue
この例では、除外の末尾で*ワイルド カード 文字が使用されています。このウォッチリスト では、HKEY_LOCAL_MACHINE\\MyKeyの末
尾でパスの区切り文字と有効なパス文字の任意の組み合わせが除外対象になります。
レジスト リパスの例3
パスHKEY_LOCAL_MACHINE\MyKeyを追加し、パス除外*\*を追加した場合、次のキーおよび値は監視されません。

HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\SomeSubkey\AnotherLevel
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\SomeSubkey\AnotherLevel\\AnyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\AnotherSubkey\AnotherLevel
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\AnotherSubkey\AnotherLevel\\AnyValue
このパスと除外のみが指定された場合、これらのキーおよび値が除外されることはなく、監視されます。
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HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\\AnyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\SomeSubkey
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\SomeSubkey\\AnyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\AnotherSubkey
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\AnotherSubkey\\AnyValue
この例では、監視する階層数の制限に使用できるパターンを紹介しています。除外では、除外する階層ごとに\*を使用することができ
ます。たとえば、指定したパスで2 つの階層のサブキーを監視するには、除外 *\*\*を追加します。

パス包含とパス除外の併用
除外は包含に優先します。包含と除外の両方を指定すると、除外に一致するものを除く、すべてのディレクト リ、ファイル、レジスト リ
キー、またはレジスト リ値が監視されます。

ファイルパスの例5
ファイルパス例1
パス/mypathを追加し、パス包含mydir/*とパス除外*.logを追加すると、次のファイルとディレクト リが監視されます。

/mypath/mydir/myfile.txt
/mypath/mydir/mysubdir/myscript.sh
これらの包含と除外のみ指定された場合、次のファイルは監視されません。

/mypath/mydir/myprogram.log

ファイルパスの例2
この組み合わせ使用すると、パスの包含を定義して、その深さを制限できます。この構成は、C:\Windows\System32フォルダなどの
入れ子構造のディレクト リとファイルの多いディレクト リに有用です。
パスC:\Windowsを追加し、パス包含System32\*とパス除外System32\*\*を追加すると、次のディレクト リが監視されます。

C:\Windows\System32\wwapi.dll
これらの包含と除外のみ指定された場合、次のディレクト リは監視されません。

C:\Windows\System32\WinMetadata\Windows.Data.winmd
ワイルド カード 文字があるこの包含は、末尾が*\*で除外と組み合わされて、指定された深さで再帰が終了します。深さがnのディレク
ト リ内のファイルを監視する場合は、n+1ワイルド カード 文字(*)をスラッシュ(対象エンド ポイント のオペレーティングシステムに従って\また
は/のいずれか)で区切って追加します。
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レジスト リパスの例
レジスト リパスの例1
パスHKEY_LOCAL_MACHINE\\MyKeyを追加し、パス包含Test*とパス除外TextTwo*を追加すると、次のキーと値が監視されま
す。

HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\Test
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\Test\\AnyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\Test\AnySubkey
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\Test\AnySubkey\\AnyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\TestOne
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\TestOne\\AnyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\TestOne\AnySubkey
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\TestOne\AnySubkey\\AnyValue
このパスと包含の組み合わせのみを指定した場合、以下のファイルとディレクト リは監視されません。

HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\TestTwo
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\TestTwo\\AnyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\TestTwo\AnySubkey
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\TestTwoThree

レジスト リパスの例2
パスHKEY_LOCAL_MACHINE\\MyKeyを追加し、パス包含Test\\MyValue*とパス除外Test\\MyValueNameを追加すると、次の
値が監視されます。

HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\Test\\MyValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\Test\\MyValueTest
このパスと包含の組み合わせのみを指定した場合、以下の値は監視されません。

HKEY_LOCAL_MACHINE\MyKey\Test\\MyValueName
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