
Tanium™ Performanceユーザガイド

バージョン 1.3.1

2020年11月20日



©2020 Tanium Inc. All Rights Reserved 2ページ

この文書の内容は予告なく変更されることがあります。また、本書に記載の内容は「現状の

まま」提供されており、正確には万全を期しておりますが、Taniumの顧客販売契約に規定さ

れている保証を除き、明示または暗黙を問わずいかなる保証もしません。別段の規定がな

い限り、Taniumはいかなる責任も負いません。Taniumおよびそのサプライヤは、Tanium Inc.が
かかる損害の可能性を事前に通知されていたとしても、本書の使用または使用できないこと

から生じる､利益損失やデータ損失をはじめとする間接的損害や特別損害、結果的損害､

および付随的損害に対して一切の責任を負いません。

本書で使用されているIPアドレスは、実際のアドレスであることを意図していません。本書に

記載されている例、コマンド表示出力、ネットワークトポロジ図、およびその他の図は、例示

の目的にのみ使用されています。例示コンテンツに実際のIPアドレスが使用されていたとして

も、特別な意図はなく、偶然です。

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

Taniumは米国およびその他の国におけるTanium,Inc.の商標です。記載されているその他の

社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
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Performanceの概要

Performanceにより、エンドポイントのパフォーマンスの問題を監視、調査、処置することができ

ます。

プロファイルを設定することで、特定のコンピュータグループに対するイベントを定義します。イベ

ントルールを定義することで、ハードウェアリソースの消費、アプリケーションの正常性、システム

の正常性に関連する重要なメトリックを監視できます。

[Events (イベント)] ページにおいて環境全体で発生した問題と、それらの問題の共通点を

視覚化することができます。これらの問題をプロアクティブに解決することで、エンドユーザの生

産性を高めることができます。

単一のエンドポイントの問題のトラブルシューティングには、Tanium™ Direct Connectを使用し

てください。Direct Connectで、単一のエンドポイントからのプロセスレベルのライブおよび過去

データを表示できます。このデータを利用することで、パフォーマンスに対するソフトウェアやハー

ドウェアの変更の影響を迅速にトラブルシューティングまたは理解できます。

プロファイルとイベント

プロファイルは、特定のコンピュータグループに対してイベントを定義します。1つのプロファイル

で、監視するコンピュータグループと、イベントが発生するタイミングを決定するルールを選択で

きます。

プロファイルのイベントルールに定義した条件がエンドポイントで発生すると、イベントが生成さ

れます。

エンドポイントがプロファイルの対象に設定されると、そのエンドポイントにツールが配布されて、

パフォーマンスデータが収集および監視されます。データは15秒ごとに収集され、15日間保存

されます。Performanceでイベントを分析すると、このローカルデータストアに問い合わせが行わ

れます。

たとえば、特定のコンピュータ上の利用可能なメモリが特定のしきい値を下回ったときに、その

ことを知りたいとしましょう。Available Memory is less than 250 MB( 利用可能なメモリが

250MB未満 ) というイベントルールからなるプロファイルを作成し、そのプロファイルのターゲットと

して監視するコンピュータグループを設定できます。Performanceでイベントを分析すると、分

析対象のエンドポイントの利用可能なメモリが、選択した時間枠 (範囲 )の間に250MB未満

になった場合にメモリイベントが報告されます。

[Events (イベント)]ページに、ご使用の環境内のイベントの概要が表示されます。特定のイ

ベント (低メモリなど)が発生した特定のエンドポイントのリストを表示して、ご使用の環境の問
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題を特定および調査することもできます。詳細については、イベントの分析を参照してくださ

い。

イベントルール

どのような条件が成立したときに対象のエンドポイントにイベントを報告させるかは、イベント

ルールで決まります。Performanceには、次のイベントルールがあります。

l アプリケーションクラッシュ

l 利用可能なメモリ

l CPUクリティカル

l ディスク容量

l ディスク遅延

l システムクラッシュ

一部のイベントルールには、ヒューリスティックを選択できます。たとえば、ディスク遅延イベント

ルールを追加すると、読み取り遅延 または書き込み遅延を監視できます。いずれかのヒュー

リスティックに達すると、イベントルールがトリガーされます。

詳細については、関連情報：イベントルールを参照してください。

他のTanium製品との統合

Performanceは他のTanium製品と統合して追加の機能とレポートを提供します。

Direct Connect

Direct Connectを使用すると、特定のエンドポイントの問題をトラブルシューティングできます。

詳細については、エンドポイントとの直接接続を参照してください。

Trends

Performanceは、関連データの追加レポート作成のため、Tanium™ Trendsと統合していま

す。トレンドイニシャルギャラリには、Performanceコンセプトのデータ視覚化を提供するトレンド

ボードが備わっています。

Performanceボード

過去30日の間に発生したパフォーマンスイベントを表示する[Performance Events (パ
フォーマンスイベント)]パネルが含まれています。また、[Event Composition (イベント構

成 )]パネルもあり、このパネルには、過去1日に報告されたパフォーマンスイベント数がイ
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ベントタイプ別に分類して表示されます。利用可能なメモリ、CPUクリティカル、ディスク

容量、ディスク遅延、およびシステムクラッシュ。

Performance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。

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

三者のそうした情報そのものが含まれていることがあります｡ Tanium Inc.およびその関連会社は、(i)それらの第三者のアイテムに対して責任を負うもの

ではなく、第三者のアイテムに関するすべての保証および責任を明示的に放棄し、(ii)お客様とTaniumとの間の有効な契約に明記されているのでない

限り、かかる第三者のアイテムへのアクセスや、利用に起因する損失、費用または損害について責任を負いません。

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

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

が適切であるかどうか､また第三者の知的財産権を侵害しないかどうかの判定の責任はTaniumではなくお客様にあります｡

https://docs.tanium.com/trends/trends/importing_gallery.html
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はじめに

1. Performanceをインストールおよび設定します。17ページのPerformanceのインストールを

参照してください。

2. コンピュータグループを設定します。Tanium Console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。

3. プロファイルを設定します。22ページのプロファイルの設定を参照してください。

4. 監視対象エンドポイントで発生したイベントを分析します。25ページのイベントの分析を

参照してください。

5. Direct Connectを使用して、特定のエンドポイントのパフォーマンスの問題をトラブル

シューティングします。48ページのエンドポイントとの直接接続を参照してください。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_computer_groups.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_computer_groups.html
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Performanceの要件

Performanceをインストールおよび使用するにあたっては、要件を確認してください。

Taniumの依存関係

Performance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。

コンポーネント 要件

Tanium™ Core Platform 7.2以降

Tanium™ Client l 7.2.314.3211以降

l 7.4.1.1955以降
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コンポーネント 要件

Taniumの製品 Performanceをインストールしたときに[Install
with Recommended Configurations (推
奨設定でインストール)]をクリックした場合、

Tanium Serverはライセンス契約されたすべて

のモジュールを自動的に一括インストールしま

す。そうでない場合は、次の説明に従って

Performanceが機能するするため必要なモ

ジュールを手動でインストールする必要があり

ます。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。

以下の最小バージョンが必要です。

l Tanium Initial Content - Hardware 7.1.10
以降

次のモジュールは任意ですが、Performance
と併用するには、指定された最小バージョ

ン要件を満たす必要があります。

l Tanium Direct Connect 1.1.0以降(エンドポ

イントと直接接続してライブおよび過去

データを表示する場合)

TaniumTM Client Recorder Extensionを使

用する次のいずれかのTaniumTMモジュール

を使用する場合は、以下のバージョンを使

用する必要があります。

l TaniumTM Integrity Monitor 1.7.0.0035
以降

l TaniumTM Map 1.1.1.0006以降

l TaniumTM Threat Response 1.2.0.0037
以降

l TaniumTM Trace 2.9.0.0035以降

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

Performanceでは、以下のエンドポイントオペレーティングシステムがサポートされています。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
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l Windows 7以降

l MacOS 10.11以降

l Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.x、7.x

l CentOS 6.x、7.x

特定のメトリックのサポートは、オペレーティングシステムごとに異なります。詳細については、関

連情報：イベントルール。

ホストとネットワークセキュリティの要件

Performanceを実行するには、特定のポートおよびプロセスが必要です。

ポート

Performanceとの通信には、以下のポートが必要です。

コンポーネント ポート 方向 目的

Module Server 17475 インバウンド Direct Connectにのみ必要です。エンドポイン

トと直接接続するためのModule Serverとの
接続。

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。

ターゲットデバイス プロセス

Tanium Module Server <Module Server>\services\performance\node.exe

<Module Server>\services\event-service\twsm.exe

Windows x86およびx64エンド

ポイント

<Tanium
Client>\Tools\Performance\TaniumTSDB.exe

<Tanium Client>\Python27\TPython.exe (7.2.x clients)

<Tanium Client>\Python38\TPython.exe (7.4.x clients)

<Tanium Client>\Python38\*.dll (7.4.x clients)

表1：Performanceのセキュリティ除外
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ターゲットデバイス プロセス

macOS、Linux x86およびx64
エンドポイント

<Tanium Client>/Tools/Performance/TaniumTSDB

<Tanium Client>/python27/python (7.2.x clients)

<Tanium Client>/python38/python (7.4.x clients)

ユーザロールの要件

特権 Performance
管理者

Performance
サービスアカ

ウント3

Performance
ユーザ

Performanceを表示

Performanceワークベ

ンチを表示します。

1 1

Performance管理

Performanceのすべて

のページを表示しま

す。設定、プロファイ

ル、およびサービスアカ

ウントの資格情報を

更新します。サポート

バンドルを生成および

取得できます。

表2：Performanceユーザロールの権限
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特権 Performance
管理者

Performance
サービスアカ

ウント3

Performance
ユーザ

Performance Direct
Connect読み取り2

Direct Connectを使用

してエンドポイントに

接続し、そのエンドポ

イントからデータを読

み取ることができま

す。

1

パフォーマンスイベントの

読み取り

パフォーマンスイベント

を表示します。

1

Performanceプロファイル

読み取り

パフォーマンスプロファ

イルを表示します。

1

Performance設定の読

み取り

パフォーマンス設定を

表示します。

1
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特権 Performance
管理者

Performance
サービスアカ

ウント3

Performance
ユーザ

Performanceコンポーネ

ント管理

アクションなど、

Performanceのバック

エンドコンポーネントを

管理できます。

1 より高い許可権限レベルでの特権により与えられた暗黙のアクセス許可を意

味します。例えば, 書き込みの許可は暗黙の読み込みアクセス許可を与えま

す。

2 Direct ConnectサービスにはDirect Connectの表示 権限も必要です。

3 Trends統合サービスアカウント権限も提供されます。

アクセス許可 アクセス許可用

コンテンツセット

Performance
管理者

Performance
サービスアカウ

ント

Performance
ユーザ

Ask Dynamic Questions (ダ
イナミックQuestionの実行)

Read Sensor (センサーの読

み取り)
予約

Read Sensor (センサーの読

み取り)
ベース

Read Sensor (センサーの読

み取り)
Performance

Read Sensor (センサーの読

み取り)
ハードウェア

Read Plugin (プラグインの読

み取り)
Performance

表3：Tanium 7.1.314.3071以降用の拡張ユーザロールアクセス許可
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アクセス許可 アクセス許可用

コンテンツセット

Performance
管理者

Performance
サービスアカウ

ント

Performance
ユーザ

Execute Plugin (プラグインの

実行)
Performance

Read Saved Question (保存

されたQuestionの読み取り)
予約

Read Saved Question (保存

されたQuestionの読み取り)
ベース

Read Saved Question (保存

されたQuestionの読み取り)
Performance

Read Saved Question (保存

されたQuestionの読み取り)
ハードウェア
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Performance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、Performanceをインストール

し、自動または手動設定を選択できます。

l デフォルト設定での自動設定 (Tanium Core Platform 7.4.2以降のみ)：Performance
が、必要な依存関係およびその他の選択された製品とともにインストールされます。イ

ンストール後、Tanium Serverは推奨されるデフォルト設定を自動的に設定します。この

オプションは、ほとんどのデプロイのベストプラクティスです。Performanceの自動設定の詳

細については、17ページのデフォルト設定でPerformanceをインポートおよび設定をする

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：Performanceのインストール後に、必要な設定を

手動で行う必要があります。このオプションは、推奨されるデフォルト設定とは異なる設

定をPerformanceが必要とする場合にのみ選択します。詳細については、18ページのカ

スタム設定でPerformanceをインポートおよび設定をする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 10ページのPerformanceの要件を確認します。

l 前のバージョンからアップグレードする場合は、Performanceのアップグレードを参照して

ください。

デフォルト設定でPerformanceをインポートおよび設定をする

自動設定でPerformanceをインポートすると、次のデフォルト設定が適用されます。

l Performanceのサービスアカウントは、モジュールのインポートに使用したアカウントに設

定されます。

l Performanceのアクショングループは、すべてのWindows、すべてのLinux、およびすべてのMacコ

ンピュータグループに設定されます。

l プロファイルは、すべてのコンピュータを対象にしたデフォルトイベントルール設定を使って

作成されます。

l Performanceのツールおよびプロファイルが対象のエンドポイントにデプロイされます。

Performanceをインポートしてデフォルトの設定を適用するには、必ず[Apply Tanium
recommended configurations (Taniumの推奨設定を適用 ]チェックボックスをオンにします。

Tanium Console ユーザガイド : Taniumモジュールの管理を参照してください。インポート後に、

https://kb.tanium.com/Category:Tanium_Performance
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
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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。21ページのPerformanceのバー

ジョンを確認するを参照してください。

カスタム設定でPerformanceをインポートおよび設定をする

デフォルト設定を自動的に適用することなくPerformanceをインポートするには、必ず、

Tanium Consoleユーザガイドの手順の実行時に[Apply Tanium recommended
configurations (Taniumの推奨設定を適用 )]チェックボックスをオフにします。Taniumモジュー

ルの管理を参照してください。インポート後に、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。21ページのPerformanceのバージョンを確認するを参照してください。

Performanceアクショングループを設定する

アクショングループでは、Performance - Toolsパッケージのデプロイ先のエンドポイントセットを定

義します。デフォルトでは、Performanceアクショングループのコンピュータグループターゲットは、

[No Computers (コンピューターなし)]に設定されています。アクショングループは、[All
Computers (すべてのコンピュータ)]または定義した任意のコンピュータグループに設定できま

す。ベストプラクティスとして、このアクショングループには、Performanceが対応しているオペレー

ティングシステムのあるエンドポイントのみを含めます。

重要：このアクショングループのメンバーであるエンドポイントのみが、プロファイルの対象

にすることができます。Performance - Distributes Tools (ツールの配布 ) [<[オペレーティ

ングシステム>] アクションでは、それらのエンドポイントのみに必要なツールが配布される

ためです。メトリックの収集は、それらツールとプロファイルがエンドポイントにインストールさ

れると開始されます。

1. Performanceのホームページの [Configure Performance (Performanceの設定 )]セクショ

ンで、[Add Computer Groups (コンピュータグループの追加 )]ステップをクリックし、[Add
Computer Groups (コンピュータグループの追加 )]をクリックします。

2. アクショングループに含めるコンピュータグループを選択します。複数のコンピュータグルー

プを選択する場合は、オペランド (ANDまたはOR)を選択してグループを結合します。

3. [Save (保存 )]をクリックします。

4. 確認が求められたら、パスワードを入力して[OK]をクリックします。

Performanceのサービスアカウントを設定する

[Performance - Tools (Performance -ツール)]パッケージを配布するためのアクションの作成

など、いくつかのバックグラウンド処理を実行するには、Performanceのサービスアカウントを作

成および設定する必要があります。このユーザには、次のロールとアクセス権を設定する必要

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
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があります。

l Performanceのコンポーネントの管理アクセス権限 - Performanceサービスアカウントに

よって提供されます。

l Performanceのレポートに入力を行うコンピュータグループに付与されるアクセス権。ユー

ザへのコンピュータグループの割り当てについての詳細は、Tanium Core Platformユーザ

ガイド：コンピュータグループをユーザに割り当てるを参照してください。

1. Performanceのホームページの[Configure Performance (Performanceを設定する)]セ
クションで[Configure Service Account (サービスアカウントを設定する)]ステップをクリック

し、[Configure Service Account (サービスアカウントを設定する)]をクリックします。

2. Taniumの資格情報を入力し、[Set Credentials (資格情報の設定 )]をクリックします。

注意：Performance設定からサービスアカウントを設定または更新することもでき

ます。Performanceのホームページの、設定 をクリックし、[Service Account (サー

ビスアカウント)]セクションでサービスアカウントの設定を更新します。[Set
Credentials (資格情報の設定 )]をクリックします。

Performanceの権限についての詳細については、ユーザロールの要件を参照してください。

欠落センサーをインポートする

Performanceでは、Core Contentコンテンツパックに含まれるセンサーがいくつか使用されます。

1. Performanceのホームページの[Configure Performance (Performanceを設定する)]セク

ションで、[Import Missing Sensors (欠落センサーをインポートする)]ステップをクリック

し、[Import Initial Content - Hardware (Initial Content - Hardwareをインポートする)]
をクリックします。

2. [Import (インポート)]をクリックします。

3. 確認が求められたら、パスワードを入力して[OK]をクリックします。

プロファイルを設定する

プロファイルには、特定のコンピュータグループに対するパフォーマンスイベントを定義します。

1. Performanceのホームページの[Configure Performance (Performanceを設定する)]セク

ションで、[Configure Profiles (プロファイルを設定する)]ステップをクリックし、[Go to
Profiles (プロファイルに移動 )]をクリックします。

[Profiles (プロファイル)]ページが表示されます。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_users.html#Assign2
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_users.html#Assign2
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2. プロファイルを作成して優先順位を付けます。詳細については、プロファイルの設定を参

照してください。

(任意 )Direct Connectをインストールおよび設定する

エンドポイントに直接接続してライブおよび過去のパフォーマンスデータを表示する場合は、

Direct Connectをインストールおよび設定します。

注意：PerformanceでDirect Connectを使用するには、Performance Direct Connect
読み取りとDirect Connectの表示権限が必要です。

1. Performanceのホームページの[Configure Performance (Performanceを設定する)]セク

ションで[Install Direct Connect (Direct Connectをインストールする)]ステップをクリックし

て、[Install Direct Connect (Direct Connectをインストールする)]をクリックします。

2. [Import (インポート)]をクリックします。

3. 確認が求められたら、パスワードを入力して[OK]をクリックします。

4. Direct Connectを設定する Performanceからエンドポイントに接続するにあたっては、

Direct Connectを設定する必要があります。詳細については、Direct Connectユーザガイ

ド：Direct Connectを設定するを参照してください。

PeformanceでのDirect Connectの使い方の詳細については、エンドポイントとの直接接続を

参照してください。

Performanceをアップグレードする

Performanceは、[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]ページから最新バージョンにアッ

プグレードできます。

Performanceをアップグレードする手順については、次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。アップグレード後、正しいバージョ

ンがインストールされていることを確認します。21ページのPerformanceのバージョンを確認する

を参照してください。

注意：Performance1.3.0以降では、[Retention Settings (保持設定 )]で[Database
maximum size (データベースの最大サイズ)]と[Database maximum days (データベース

の最大日数 )]を指定できます。Performance 1.2.1およびそれ以前に作成されたプロ

ファイルには、この設定は含まれません。Performance 1.3.0 以降にアップグレードする

と、以前のバージョンで作成したプロファイルにこの設定を追加できます。そのためには、

プロファイルを編集して、保持設定を指定し、プロファイルを保存します。

https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/installing.html#setup
https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/installing.html#setup
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
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Performanceのバージョンを確認する

Performanceをインポートまたはアップグレードしたら、正しいバージョンがインストールされている

ことを確認します。

1. ブラウザを更新します。

2. メインメニューで [Performance]をクリックして Performanceのホームページを開きます。

3. バージョン情報を表示するには、Info をクリックします。

次にやるべきこと

Performanceの使用について詳しくは、9ページのはじめにを参照してください。
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プロファイルの設定

プロファイルには、対象コンピュータグループに対するイベントを定義します。1つのプロファイルに

イベントルールを設定し、イベントルールを適用する対象コンピュータグループを選択します。

注意：エンドポイントで収集されるデータの種類が、プロファイルおよびイベントルールに

よって左右されることはありません。プロファイルが対象とするすべてのエンドポイントで同

じデータが監視されます。プロファイルは、エンドポイント上でマイナスのパフォーマンスイ

ベントを発生させる条件を決定します。

最良の結果を得るには、ご使用の環境内のプロファイルの合計数を極力抑えるようにしてく

ださい。たとえば、2つのプロファイルを作成したいとしましょう。1つは標準的なワークステーション

用、もう1つはハイプロファイルのワークステーション用です。後者のハイプロファイルのワークス

テーションでは、ヒューリスティックにより厳しいしきい値を設定するためです。ベストプラクティスと

しては、監視するエンドポイントを編成する1つの方法として、同じイベントルールとしきい値を

持つ複数プロファイルの作成は回避します。そうではなく、[Events (イベント)]ページでコン

ピュータグループ別に結果をフィルタリングし、データを分析できます。

注意：Performance1.3.0以降では、[Retention Settings (保持設定 )]で[Database
maximum size (データベースの最大サイズ)]と[Database maximum days (データベース

の最大日数 )]を指定できます。Performance 1.2.1およびそれ以前に作成されたプロ

ファイルには、この設定は含まれません。Performance 1.3.0 以降にアップグレードする

と、以前のバージョンで作成したプロファイルにこの設定を追加できます。そのためには、

プロファイルを編集して、保持設定を指定し、プロファイルを保存します。

プロファイルを作成する

1. Performanceメニューで[Profiles (プロファイル)] > [Create New Profile (新規プロファイル

の作成 )]をクリックします。

2. [Details (詳細 )]セクションで[Profile Name (プロファイル名 )]オプションを指定し、必要

に応じて[Description (説明 )]を入力します。

3. [Target (ターゲット)] セクションで、プロファイルのイベントルールを適用するコンピュータグ

ループを選択します。

4. [Retention (保持 )]セクションで[Database maximum size (データベースの最大サイズ)]
と[Database maximum days (データベースの最大日数 )]を指定します。
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これらの設定によって、Performance データベースがエンドポイントで使用できる最大容

量、エンドポイントに保存できる過去データの最大日数が決まります。

注意：

l エンドポイント上のデータストレージは、サイズまたは時間のどちらか先に達

した方で制限されます。

l データベースの最大サイズ設定は、メトリック時系列データベースのサイズの

みを制限します。ツールやその他のサポート用ファイルのオーバーヘッドによ

り、使用される総ストレージ容量はこの値より若干大きくなります。

l データベースの最大サイズの最小許容値は100MB、データベースの最大日

数の最小許容値は1日です。デフォルト値は1000 MB、15日間です。

5. デフォルトでは、次に示す[Event Rules (イベントルール)]セクションのイベントルールはす

べて選択されています。Application Crashes (アプリケーションクラッシュ)、Available
Memory (利用可能なメモリ)、CPU Critical (CPUクリティカル)、Disk Capacity (ディスク

容量 )、Disk Latency (ディスク遅延 )、およびSystem Crashes (システムクラッシュ)。
6. 各イベントルールのヒューリスティックを選択および設定します。

詳細については、関連情報：イベントルール。

7. [Save (保存 )]をクリックします。

プロファイルを保存すると、パッケージおよびスケジュール済みアクションが作成され、プロファイ

ルがエンドポイントに配布されます。プロファイルは1時間以内に配布され、プロファイルがエン

ドポイントに配置されると、メトリックの監視と収集が開始されます。[Events (イベント)]ページ

には、設定されたプロファイルに基づいて対象エンドポイントで発生したすべてのイベントが表

示されます。詳細については、イベントの分析を参照してください。

プロファイルの優先順位を設定する

すべてのプロファイルは排他的です。つまり、特定の時点で各タイプの1つのプロファイルのみが

エンドポイントで有効になります。特定の1つのエンドポイントを同じイベントルールを持つ複数

のプロファイルの対象にした場合、Performanceはその競合を解決して、適用するプロファイル

を決定する必要があります。

同じイベントルールを持つプロファイルが2 つ以上あり、それらプロファイルが同じエンドポイント

を対象にしている場合は、優先順位の最も高いプロファイルのみが適用されます。

プロファイルの優先順位を設定して、競合が存在する場合に適用するプロファイルを決定し

ます。[Profiles (プロファイル)]ページには、各プロファイルの現在の優先順位が示されます。
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1. Performanceメニューで[Profiles (プロファイル)] > [Prioritize Profiles (プロファイルの優

先順位付け)]をクリックします。

注意：[Prioritize Profiles (プロファイルの優先順位付け)]ボタンは、プロファイル

が2 つ以上の設定されている場合にのみ表示されます。

2. 目的の順位にプロファイルをドラッグします。リストの最上部のプロファイルが最も優先順

位の高いプロファイルです。

3. [Save (保存 )]をクリックします。

プロファイルを変更する

1. Performanceメニューで[Profiles (プロファイル)]をクリックします。

2. 編集するプロファイルの行で編集 をクリックします。

3. プロファイルを変更します。

a. 必要に応じて既存のイベントルールを編集します。

b. プロファイルに対して不要なイベントルールがある場合は、削除 をクリックして削

除します。

注意：アプリケーションクラッシュおよびシステムクラッシュルールは削除できま

せん。

c. 以前に削除したイベントルールをプロファイルに追加するには、[Rules (ルール)]ド
ロップダウンリストからイベントルールを選択します。

4. [Save (保存 )]をクリックします。

プロファイルを削除する

1. Performanceメニューで[Profiles (プロファイル)]をクリックします。

2. 削除するプロファイルの行で削除 をクリックします。

3. [Delete (削除 )]をクリックして削除してもよいことを確認します。
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イベントの分析

プロファイル内のイベントルールで定義した条件がエンドポイントで発生すると、エンドポイント

からはそのイベントが報告されます。[Events (イベント)] ページに、ご使用の環境内のイベント

に関する詳細情報を提供するチャートが表示されます。

[Events (イベント )]ページを表示する

1. [Performance (パフォーマンス)] メニューで[Events (イベント)]をクリックします。

2. [Define Computer Groups (コンピュータグループの定義 )] フィールドにイベントを表示す

るコンピュータグループを指定します。

3. [Scope (範囲 )]メニューで表示するイベントの時間を選択します。

l 過去1日 (デフォルト値 )

l 過去1時間

l 過去4時間

l 過去8時間

l 過去2日間

l 過去1週間

4. デフォルト値を変更した場合は、[Get Results (結果を取得 )]をクリックします。

[Events (イベント)] ページの表示が更新され、指定されたパラメータに一致するイベントが表

示されます。

[Events (イベント)] ページには、プロファイルが対象とするエンドポイント上で指定 [Scope (範
囲 )]中に発生したイベントのみが表示されます。指定範囲中に何もイベントが発生しなかっ

た場合、またはプロファイルがそのタイプのイベントを監視するように設定されていない場合、そ

のイベントタイプのチャートには表示するデータがありませんと表示されます。

対象エンドポイントのステータス

[Targets (ターゲット)]セクションには、対象エンドポイントの現在の設定ステータスの主な概要

が表示されます。
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Total Endpoints Targeted (対象エンドポイントの合計数 )

現在、プロファイルの対象になっているエンドポイントの合計数を表示します。

設定済み

メトリック収集に必要な設定があるエンドポイントの合計数を表示します。それらエンド

ポイントはプロファイルの対象でり、Performanceツールがインストールされています。

未設定

メトリック収集に必要な設定がされていないエンドポイントの合計数を表示します。プロ

ファイルの対象になっていないか、Performanceツールがないことが考えられます。

このセクションのInteractでQuestionの結果を表示 をクリックすると、Tanium™ Interactに質問

の結果が開きます。ここから、結果を絞り込んで、必要な設定またはプロファイルのないエンド

ポイントを特定することができます。

すべてのイベントを表示する

[チャート ] セクションの[All (すべて)]タブをクリックすると、定義されたコンピュータグループについ

て、[Scope (範囲 )]パラメータで選択した時間枠の間に発生、報告されたすべてのイベントを

含むチャートが表示されます。報告されたイベントのサマリを示す2つのチャートが表示されま

す。

イベントルールの内訳

このチャートは、各タイプのイベントを報告したエンドポイント数を表示します。CPU、メモ
リ、ディスク容量、ディスク遅延、アプリクラッシュ、およびシステムクラッシュ。棒グラフの各

バーは色分けされており、各エンドポイントから報告されたイベント数が種類別に示さ

れます。たとえば、バーのベージュ部分は、1～4件のイベントを報告したエンドポイント

数を示します。バーの上にマウスを置くと、エンドポイントごとのイベント数の内訳が表示
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されます。チャート内の棒をクリックすると、チャートのその部分によって表されるエンドポイ

ントを読み込まれます。
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エンドポイントイベントの内訳

このチャートは、イベントの合計数とエンドポイント数を表示します。このチャートを使用

すると、定義済みコンピュータグループで最も問題があるエンドポイントをすばやく特定で

きます。

CPUイベントを表示する

[チャート ] セクションの [CPU]タブをクリックすると、選択した時間枠の間にCPUイベントを報告

した定義済みコンピュータグループのエンドポイントに関する詳細情報を表示できます。これら

のチャートは、ご使用の環境で問題があるエンドポイント間のパターンと共通点を見つけるの
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に役立てることを意図しています。報告されたイベントのサマリを示す2つのチャートが表示され

ます。

Top 10 processes by event count (イベントカウントに基づく上位10のプロセス)

このチャートは、CPUイベント数が多い上位10のプロセスと、それらプロセスのそれぞれに

関連付けられているCPUイベント数を表示します。イベントの継続時間の間、CPUの消

費量が多いプロセスは、そのイベントに関連付けられたプロセスとして報告されます。

プロファイルにイベントルールを作成するケースを考えてみましょう。このイベントルー

ルは、CPU使用率が10分以上の間90%を超えている場合にイベントをトリガーし

ます。このプロファイルの対象のエンドポイントのCPUは、1時間の間CPU使用率が

95%であり、このためパフォーマンスイベントが生成されます。その時間中、最大の

プロセスコンシューマはbadprocess.exeです。そのイベントの間、
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badprocess.exeは最大のCPUコンシューマであるため、チャートではそのイベン

トに関連付けられたプロセスとして報告されます。badprocess.exeに関連付

けられているイベントが複数のエンドポイントから報告される場合は、このプロセス

をさらに調査できます。たとえば、最近のアップグレードがこのプロセスに影響し、

関連するプログラムをチューニングする必要があったり、あるいはウィルス対策ソフト

ウェアが正しく設定されていないとしましょう。

Top 10 models with events (イベントがある上位10のモデル)

このチャートは、報告されたCPUイベント数が多い上位10のモデルと、CPUイベントを報

告したそのモデルがあるエンドポイント数を表示します。エンドポイントから複数のCPUイ
ベントが報告されたとしても、チャートではそのエンドポイントは1回カウントされるだけで

す。

注意：CPUイベントを報告したモデルの全一覧を表示する場合は、

InteractでQuestionの結果を表示 または[Load Endpoints With CPU
Events (CPUイベントがあったエンドポイントを読み込む)]をクリックします。こ

こから、CPUイベントを報告したエンドポイントの全一覧とモデル別フィルタが

表示されます。



©2020 Tanium Inc. All Rights Reserved 31ページ

チャート内のバー上にカーソルを置くと、イベントを報告したそのモデルがあるエンドポイン

トの正確な数を確認できます。チャート内の棒をクリックすると、チャートのその部分に

よって表されるエンドポイントが読み込まれます。
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メモリイベントを表示する

[チャート ] セクションの[Memory (メモリ)]タブをクリックすると、選択した時間枠の間にメモリイベ

ントを報告した定義済みコンピュータグループのエンドポイントに関する詳細情報を表示でき

ます。報告されたイベントのサマリを示す2つのチャートが表示されます。

Top 10 processes by event count (イベントカウントに基づく上位10のプロセス)

このチャートは、メモリイベント数が多い上位10のプロセスと、それらプロセスのそれぞれに

関連付けられているメモリイベント数を表示します。イベントの継続時間の間、メモリの

消費量が多いプロセスは、そのイベントに関連付けられたプロセスとして報告されます。
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プロファイルにイベントルールを作成するケースを考えてみましょう。このイベントルー

ルは、利用可能なメモリが10分以上の間、50MB未満の場合にイベントをトリガー

します。このプロファイルの対象のエンドポイントのメモリUは、1時間の間利用可能

なメモリが40MBしかなく、このためパフォーマンスイベントが生成されます。その時

間中、最大のメモリコンシューマはbadprocess2.exeです。そのイベントの間、

badprocess2.exeは最大のメモリコンシューマであるため、チャートではそのイベ

ントに関連付けられたプロセスとして報告されます。

Top 10 models with events (イベントがある上位10のモデル)

このチャートは、報告されたメモリイベント数が多い上位10のモデルと、メモリイベントを報

告したそのモデルがあるエンドポイント数を表示します。エンドポイントから複数のメモリイ

ベントが報告されたとしても、チャートではそのエンドポイントは1回カウントされるだけで
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す。

注意：メモリイベントを報告したモデルの全一覧を表示する場合は、

InteractでQuestionの結果を表示 または[Load Endpoints With Memory
Events (メモリイベントがあったエンドポイントを読み込む)]をクリックします。こ

こから、メモリイベントを報告したエンドポイントの全一覧とモデル別フィルタ

が表示されます。

チャート内のバー上にカーソルを置くと、イベントを報告したそのモデルがあるエンドポイン

トの正確な数を確認できます。チャート内の棒をクリックすると、チャートのその部分に

よって表されるエンドポイントを読み込まれます。
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ディスク容量イベントを表示する

[チャート ] セクションの[Disk Capacity (ディスク容量 )]タブをクリックすると、選択した時間枠の

間にディスク容量イベントを報告した定義済みコンピュータグループのエンドポイントに関する

詳細情報を表示できます。報告されたイベントのサマリを示すチャートが1つ表示されます。

Top 10 models with events (イベントがある上位10のモデル)

このチャートは、報告されたディスク容量イベント数が多い上位10のモデルと、ディスク容

量イベントを報告したそのモデルがあるエンドポイント数を表示します。エンドポイントから

複数のディスク容量イベントが報告されたとしても、チャートではそのエンドポイントは1回
カウントされるだけです。
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注意：ディスク容量イベントを報告したモデルの全一覧を表示する場合

は、InteractでQuestionの結果を表示 または [Load Endpoints With Disk
Capacity Events (ディスク容量イベントがあったエンドポイントを読み込む)]
をクリックします。ここから、ディスク容量イベントを報告したエンドポイントの

全一覧とモデル別フィルタが表示されます。

チャート内のバー上にカーソルを置くと、イベントを報告したそのモデルがあるエンドポイン

トの正確な数を確認できます。チャート内の棒をクリックすると、チャートのその部分に

よって表されるエンドポイントが読み込まれます。
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ディスク遅延イベントを表示する

[チャート ] セクションの[Disk Latency (ディスク遅延 )]タブをクリックすると、選択した時間枠の

間にディスク遅延イベントを報告した定義済みコンピュータグループのエンドポイントに関する

詳細情報を表示できます。報告されたイベントのサマリを示すチャートが1つ表示されます。
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Top 10 models with events (イベントがある上位10のモデル)

このチャートは、報告されたディスク遅延イベント数が多い上位10のモデルと、ディスク遅

延イベントを報告したそのモデルがあるエンドポイント数を表示します。エンドポイントから

複数のディスク遅延イベントが報告されたとしても、チャートではそのエンドポイントは1回
カウントされるだけです。

注意：CPUイベントを報告したモデルの全一覧を表示する場合は、

InteractでQuestionの結果を表示 または[Load Endpoints With Disk
Latency Events (ディスク遅延イベントがあったエンドポイントを読み込む)]を
クリックします。ここから、ディスク遅延イベントを報告したエンドポイントの全

一覧とモデル別フィルタが表示されます。

チャート内のバー上にカーソルを置くと、ディスク遅延イベントを報告したそのモデルがあ
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るエンドポイントの正確な数を確認できます。チャート内の棒をクリックすると、チャートの

その部分によって表されるエンドポイントが読み込まれます。

アプリケーションクラッシュを表示する

[チャート ] セクションの[Application Crashes (アプリケーションクラッシュ)]タブをクリックすると、選

択した時間枠の間にアプリケーションクラッシュを報告した定義済みコンピュータグループのエン

ドポイントに関する詳細情報を表示できます。報告されたイベントのサマリを示す2つのチャー

トが表示されます。

Top 10 models with events (イベントがある上位10のモデル)

このチャートは、報告されたアプリケーションクラッシュ回数が多い上位10のモデルと、アプ

リケーションクラッシュを報告したそのモデルがあるエンドポイント数を表示します。
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注意：アプリケーションクラッシュを報告したモデルの全一覧を表示する場

合は、InteractでQuestionの結果を表示 または[Load Endpoints With
Application Crashes (アプリケーションクラッシュがあったエンドポイントを読み

込む)]をクリックします。ここから、アプリケーションクラッシュを報告したエンド

ポイントの全一覧とモデル別フィルタが表示されます。

チャート内のバー上にカーソルを置くと、アプリケーションクラッシュを報告したそのモデルが

あるエンドポイントの正確な数を確認できます。チャート内の棒をクリックすると、チャート

のその部分によって表されるエンドポイントが読み込まれます。
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アプリケーションクラッシュ

このチャートは、特定のプロセスおよびそれらプロセスのにそれぞれに関連付けられている

クラッシュ回数を表示します。
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システムクラッシュを表示する

[チャート ] セクションの[System Crashes (システムクラッシュ)]タブをクリックすると、選択した時

間枠の間にシステムクラッシュを報告した定義済みコンピュータグループのエンドポイントに関

する詳細情報を表示できます。報告されたイベントのサマリを示す2つのチャートが表示されま

す。

Top 10 models with events (イベントがある上位10のモデル)

このチャートは、報告されたシステムクラッシュ回数が多い上位10のモデルと、システムク

ラッシュを報告したそのモデルがあるエンドポイント数を表示します。

注意：システムクラッシュを報告したモデルの全一覧を表示する場合は、

InteractでQuestionの結果を表示 または [Load Endpoints With System
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Crashes(システムクラッシュがあったエンドポイントを読み込む)] をクリックしま

す。ここから、システムクラッシュを報告したエンドポイントの全一覧とモデル

別フィルタが表示されます。

チャート内のバー上にカーソルを置くと、システムクラッシュを報告したそのモデルがあるエ

ンドポイントの正確な数を確認できます。チャート内の棒をクリックすると、チャートのその

部分によって表されるエンドポイントが読み込まれます。
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システムクラッシュ

このチャートは、特定のバグチェックエラーコードとそれらエラーコードのそれぞれに関連付

けられているクラッシュ回数を表示します。バグチェックコードについての詳細について

は、Microsoft: バグチェックコードリファレンスを参照してください。

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/debugger/bug-check-code-reference2
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エンドポイントを読み込む

チャートの下にある[Load Endpoints with (エンドポイントを読み込む)][event type]をクリック

すると、そのイベントを報告したエンドポイントのリストを表示できます。[Filter Events (イベント

のフィルタ)]を使用して、モデル、オペレーティングシステム、プロセス名、バグチェックに基づいて

結果をフィルタリングできます。使用可能なフィルタは、選択したチャートに基づいています。

チャート内の棒をクリックして、チャートのその部分によって表されるエンドポイントを読み込むこ

ともできます。

結果表示をカスタマイズする

列のカスタマイズ をクリックして、結果テーブルの列を追加または削除できます。カスタマイズ

できる列は次のとおりです。
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l イベント

選択したチャートの選択した範囲の間に発生したイベント数 (All (すべて)、CPU、
Memory (メモリ)、Disk Capacity (ディスク容量 )、Disk Latency (ディスク遅延 )、
Application Crashes (アプリケーションクラッシュ)、またはSystem Crashes (システムクラッ

シュ))
l コンピュータ名

l IPアドレス

l ビットネス(すべておよびCPUのみ)

l 仮想 (すべておよびCPUのみ)

l 総メモリ(メモリのみ)

l オペレーティングシステム

l モデル

l 上位プロセス(CPUおよびメモリのみ)
選択されたチャートに応じて、メモリまたはCPUの消費量が多いプロセスが、そのイベント

に関連付けられている上位プロセスとして報告されます。

l プロセス(アプリケーションクラッシュのみ)
クラッシュに関連付けられているプロセス。

l Action (アクション)
Direct Connectがインストールされている場合は、各エンドポイントに接続するリンクが提

供されます。

[Customize Columns (列のカスタマイズ)]リスト中の項目をドラッグすると、結果テーブル内の

列の順序を変更できます。列の見出しをクリックすると、その列で結果がソートされます。

エンドポイントに直接接続する
[Action (アクション)] 列のエンドポイントに直接接続 をクリックすると、そのエンドポイントに直

接接続して、さらにトラブルシューティングできます。

注意：このアクションを使用するには、Direct Connectソリューションがインストールおよび

設定されている必要があります。詳細については、エンドポイントとの直接接続を参照

してください。

Tanium Interactで表示する

InteractでQuestionの結果を表示 をクリックすると、Interactに質問の結果が開きます。そこか

ら、結果を変更するか、結果を絞り込むことで、イベントを報告したエンドポイントの詳細を見

つけることができます。
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この機能を使用して、返されたデータを絞り込んだり、エンドポイントに対するアクションをスケ

ジュールしたりできます。Questionビルダの操作についての詳細については、Tanium Console
ユーザガイド：Questionビルダの使用を参照してください。このボタンは、[Events (イベント)]
ページのイベントチャートとエンドポイントリストにあります。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_questions.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_questions.html
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エンドポイントとの直接接続

Direct Connectを使用してエンドポイントに直接接続することで、ライブおよび過去データで問

題をトラブルシューティングできます。このデータは以下の目的に使用できます。

l エンドポイントで発生したパフォーマンスイベントを理解する。

l インシデント発生時刻からのプロセスレベルのリソース消費データを視覚化する。

l 現在実行中のプロセスと消費されているリソースを確認する。

l エンドポイントに関する重要な属性 (モデル、CPU速度、メモリ容量、ディスク容量など)
にアクセスする。

直接接続を作成する

[Direct Connect]ページからエンドポイントに直接接続します。[Direct Connect]ページに、エ

ンドポイントからのプロセスとイベントの詳細情報が表示されます。

1. [Performance] メニューで [Direct Connect]] をクリックします。

2. [Create a Direct Connection (直接接続の作成 )]フィールドにコンピュータ名 (コンピュー

タ名センサーに表示される)またはエンドポイントのIPアドレスを入力します。

3. [Connect (接続 )]をクリックします。

また、Performanceでチャートの[Action (アクション)]列でDirect Connect to Endpoint をクリック

するこして、エンドポイントに接続することもできます。詳細については、エンドポイントに直接

接続するを参照してください。

ページ上部に接続のステータスが表示されます。現在の接続を終了するには、[Disconnect
(切断 )] をクリックします。タイムアウトのために終了し、同じエンドポイントにサイド接続する場

合は、[Reconnect (再接続 )] をクリックします。

ライブプロセスモニターを表示する

[Live Process Monitor (ライブプロセスモニター)] セクションをデプロイすると、エンドポイントの現

在実行中のプロセスの詳細 (PID、プロセス、CPU、WSS、およびコミット )を表示できます。
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注意：[CPU]列は、エンドポイント上のすべてのコアのプロセスの平均CPU使用率を示

します。この値は、0～100の百分率値を表示するように正規化されています。

Windowsエンドポイントでは、この正規化値は通常、タスクマネージャが報告する値と

一致します。Customize Columns をクリックして、[CPU (非正規化 )] 列を追加し、CPU
使用率 (0～100値にエンドポイント上のコア数を乗算した値 )を表示します。この値は、

エンドポイント上、プロセスによる1つのコアの使用が過剰かどうかの洞察を提供します。

エンドポイント情報を表示する

をクリックして、エンドポイントの詳細を表示します。

リボンが開き、エンドポイントの[Operating System (オペレーティングシステム)]、[Model (モデ

ル)]、[Logical Processors (論理プロセッサ)]、[CPU Speed (CPU速度 )]、[Total Memory (総
メモリ)]、[Disk Total Space (総ディスク)]、および[Logged In Users (ログインユーザ)]が表示

されます。

データの時間枠を設定する

をクリックして、表示データの時間枠を選択します。Past hour (過去1時間 )]、[Past 4 hours
(過去4時間 )]、[Past 8 hours (過去8時間 )]、[Past day (過去1日 )]、[Past 2 days (過去2
日間 )]、[Past week (過去1週間 )]、[Custom (カスタム)]。

[Custom (カスタム)] を選択すると、カスタム日付と時刻 (UTC)で時間枠を定義できます。カス

タム日付と時刻の時間枠を設定したら、[Apply Scope(範囲を適用 )]をクリックします。

チャートを表示する

チャートが開き、選択した時間枠のエンドポイントのパフォーマンス情報が表示されます。各

チャートのセクションはデプロイおよび折りたたむことができます。

イベント

[Events (イベント)]セクションには、選択した時間枠の間にエンドポイントで発生したイ

ベントと、[Rule Type (ルールタイプ)]、[Start Time (開始時刻 )]、[Duration (継続時

間 )]、および[Details (詳細 )]が表示されます。
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[Actions (アクション)] 列でチャートを時間枠に合わせる をクリックし、ページ上のチャー

トをイベントが発生した時間枠に合わせます。イベントが特定のプロセスに関連付けら

れている場合は、各チャートでこのイベントの最上位プロセスを選択 をクリックし、以降

のプロセス関連チャートでそうしたプロセスのみを選択できます。

CPU

[CPU] セクションには、次の2つのチャートが表示されます。

l メトリクス: CPUの使用に関する詳細を示すCPU関連のメトリックをいくつか表示し

ます。CPU(%)、ユーザ(%)、カーネル(%)、および割り込み(%)。Windowsエンドポ

イントの場合は、DPC(%)も表示されます。LinuxおよびMacOSエンドポイントの場

合は、[Load (負荷 ) [1m]]、[Load (負荷 ) [5m]]、および[Load (負荷 ) [15m]]を
選択することで、チャートにそれらメトリックを追加できます。

l プロセス：選択した時間枠の間にエンドポイントで実行されていたプロセスを表示

します。チャートに表示するプロセスを選択します。

選択した時間枠が1日以下である場合、上位プロセスを選択 をクリックすると、

選択した時間枠の上位プロセスのみを選択できます。

上位プロセスとは、選択した時間枠の間、CPUの消費量が多かったプロセスで

す。
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メモリ

[Memory (メモリ)] セクションには、次の2つのチャートが表示されます。

l メトリクス: メモリ使用に関する詳細を示すメモリ関連の2つのメトリックを表示しま

す。利用可能と使用中。Windowsエンドポイントの場合は、[Non-Page Pool
(非ページプール)]、[Page Pool (ページプール)]、[Pagefile Size (ページファイルサ

イズ)]、および[Pagefile Used (使用中ページファイル]を選択して、チャートにそれ

らメトリックを追加できます。
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l プロセス：選択した時間枠の間にエンドポイントで実行されていたプロセスを表示

します。チャートに表示するプロセスを選択します。

選択した時間枠が1日以下である場合、上位プロセスを選択 をクリックすると、

選択した時間枠の上位プロセスのみを選択できます。

上位プロセスとは、選択した時間枠の間、メモリの消費量が多かったプロセスで

す。

ネットワーク

ドロップダウンメニューからアダプタを選択します。次のメトリックを選択すると、そのアダプタ

の情報を表示できます。受信スループット(bps)、送信スループット(bps)、受信パケット

(pps)、送信パケット(pps)、受信廃棄 (pps)、受信エラー(pps)、送信廃棄 (pps)、およ

び送信エラー(pps)。
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ディスク

デフォルトでは、最もアクティブなディスクドライブが選択されます。ドロップダウンメニューか

ら別のディスクドライブを選択できます。次のメトリックを選択すると、そのディスクの情報

を表示できます。アクティブ(%)、読み取り(%)、書き込み(%)、読み取り(bps)、書き込

み(bps)、読み取り遅延 (ms)、書き込み遅延 (ms)、読み取り(ops)、および書き込み

(ops)。
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IO

選択した時間枠の間にエンドポイントで実行されていたプロセスによるIO利用を表示し

ます。チャートに表示するプロセスを選択します。選択した時間枠が1日以下である場

合、上位プロセスを選択 をクリックすると、選択した時間枠の上位プロセスのみを選択

できます。上位プロセスとは、選択した時間枠の間、IOの利用が多かったプロセスで

す。

チャートの操作

をクリックすると、チャートがズームインされます。チャートと関連づけられた時間枠は調整さ

れて範囲が短くなります。たとえば、時間範囲が過去1時間に設定されていて、現在の

チャート表示が午後3時～午後4時の範囲で15分刻みの場合、チャートは午後3:15～午後

3:45の範囲の5分刻みの表示になります。

をクリックすると、チャートがズームアウトされます。チャートと関連づけられた時間枠は調整さ

れて範囲が長くなります。たとえば、時間範囲が過去1時間に設定されていて、現在の

チャート表示が午後3時～午後4時の範囲で15分刻みの場合、チャートは午後3:15～午後

3:45の範囲の30分刻みの表示になります。

をクリックすると、チャートは左方向にパンします。チャートと関連付けられた時間枠は、事

前定義の刻みで過去の時刻の方にシフトします。たとえば、時間範囲が過去1時間に設定

されていて、現在のチャート表示が午後3時～午後4時の範囲で15分刻みの場合、チャート

は午後2:30～午後3:30の範囲の15分刻みの表示になります。
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をクリックすると、チャートは右方向にパンします。チャートと関連付けられた時間枠は、事

前定義の刻みで未来の時刻の方にシフトします。たとえば、時間範囲が過去1時間に設定

されていて、現在のチャートの表示が午後3時～午後4時の範囲で15分刻みの場合、

チャートは午後3:30～午後4:30の範囲の15分刻みの表示になります。
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Performanceのトラブルシューティング

トラブルシューティング用に情報を収集してTaniumに送信するため、ログなどの関連情報を

収集します。

ログを収集する

情報は、ブラウザでダウンロードできる圧縮ZIPファイルとして保存されます。

1. Performanceのホームページでヘルプ をクリックし、[Troubleshooting (トラブルシューティ

ング)]タブをクリックします。

2. トラブルシューティングパッケージを収集します。[Generate Support Package (サポート

パッケージの生成 )]をクリックします。ZIPファイルの準備ができたら、[Download Support
Package (サポートパッケージのダウンロード )]をクリックします。

3. Taniumサポートケースフォームにzipファイルを添付するか、担当のテクニカルアカウントマ

ネージャに送信してください。

アクショングループを確認する

Performanceがエンドポイントからのメトリックを報告するには、2つのアクションが必要です。

第一に、エンドポイントにPerformanceツールをインストールするためのアクションを実行す

る必要があります。このアクションは、Performance アクショングループに含まれるコン

ピュータグループにエンドポイントが追加されて1時間ほどしてから実行します。スケ

ジュール済みアクションには、Performance - Distribute Tools [オペレー

ティングシステム]の名前が付いています。

第二に、プロファイルが保存されている場合は、そのプロファイルをドロップするか(新規の

場合 )、対象エンドポイントでプロファイルを更新する(変更されている場合 )ためのアク

ションを実行する必要があります。このアクションは、プロファイルを作成または変更して1
時間ほどしてから実行します。このスケジュール済みアクションには Performance -
Profileプロファイル名 - [オペレーティングシステム]という名前が付いています。

Performanceアクショングループに含まれているコンピュータグループを確認するには、次の手順

を実行します。

1. Performanceのホームページの [Configure Performance (Performanceの設定 )]セクショ

ンで、[Add Computer Groups (コンピュータグループの追加 )]ステップをクリックし、[Add
Computer Groups (コンピュータグループの追加 )]をクリックします。
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2. [Computer Group Targets (コンピュータグループターゲット)]フィールドに記載されている

コンピュータグループを確認します。

3. 必要に応じて[Edit (編集 )]をクリックして変更できます。

4. 変更した場合は、[Save (保存 )]をクリックします。

Performance アクショングループと保存したアクションのステータスを確認するには、

Performanceのホームページの情報 をクリックして、[Performance Tools SA]と[Performance
Tools SA]セクションの値を確認します。

Trendsクライアントを確認する

「トレンド」ギャラリーからインポートしようとして、[Performance]ボードが見つからない場合は、

「Performance」でTrendsクライアントのステータスを確認します。Performanceのホームページ

で情報 をクリックし、[Trends Client (Trendsクライアント)] セクションで、Trendsクライアントが

実行されているかどうか確認します。

Performanceをアンインストールする

Performanceをアンインストールする必要がある場合は、まずエンドポイントからPerformanceの
痕跡をクリーンアップして、サーバからPerformanceをアンインストールします。

エンドポイントからPerformanceのコンテンツとツールを削除する

各オペレーティングシステムには、専用の削除アクションがあります。このため、クリーンアップ時

は、オペレーティングシステムが同じエンドポイントのグループを選択する必要があります。

1. メインメニューで [Interact] をクリックします。

2. 質問で、削除するPerformanceコンテンツとツールがあるエンドポイントを絞り込みます。

たとえば、Get Performance - Tools Version from all machines (Performance の

取得 - すべてのマシンのツールバージョンを取得する)などです。

3. Performanceプロファイルを削除するエンドポイントの行を選択します([Windows
Package Installed (Windowsパッケージインストール済み)]、[Mac Package Installed
(Macパッケージインストール済み)]、または[Linux Package Installed (Linuxパッケージイ

ンストール済み)]のいずれか)。

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

5. [Deploy Action (アクションのデプロイ)]ページで、[Enter package name here (ここにパッ

ケージ名を入力 )] フィールドに「Performance - Remove」と入力します。

6. [Performance - Remove Profileオペレーティングシステム] アクションを選択します。オペ

レーティングシステムは、選択したエンドポイントのオペレーティングシステムのことです。
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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. Interactに戻ります。Questionの結果がまだ表示されている場合は、削除する

Performanceツールがあるエンドポイントの行を選択します。表示されていない場合は、

Get Performance - Tools Version from all machines questionを再発行して、適

切な行を選択します。

10. [Deploy Action (アクションのデプロイ)]ページで、[Enter package name here (ここにパッ

ケージ名を入力 )] フィールドに「Performance - Remove」と入力します。

11. [Performance - Remove Toolsオペレーティングシステム] アクションを選択します。オペ

レーティングシステムは、選択したエンドポイントのオペレーティングシステムのことです。

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。

Tanium Module ServerからPerformanceソリューションを削除する

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

2. [Performance] セクションで[Uninstall (アンインストール)]をクリックします。

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

4. ご使用の設定に従って、パスワードを入力するか、[Yes (はい)]をクリックして、アンインス

トールプロセスを開始します。

5. [Tanium Solutions (Taniumソリューション)]ページに戻って、Perfomanceに対する

[Import (インポート)]ボタンがあることを確認します。

注意：仕様により、アンインストールプロセスによってPerformanceのコンテンツ(アクショ

ン、パッケージ、保存済みQuestion、センサー)が削除されることはありません。このた

め、他のソリューションがこのコンテンツを使用していても、それらソリューションが影響を

受けることはありません。他のソリューションによって使用されていないことが確実な場合

は、手動で削除できます。
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関連情報：イベントルール

イベントルールを使用して、対象エンドポイントにパフォーマンスイベントを報告させるヒューリス

ティックパラメータを指定できます。

これらのイベントルールを設定できます。

l アプリケーションクラッシュ

l 利用可能なメモリ

l CPUクリティカル

l ディスク容量

l ディスク遅延

l システムクラッシュ

CPUクリティカルなどの一部イベントルールには、複数のパラメータがあります。Windowsエンド

ポイントの場合、このイベントルールには次に示す2つのルールブロックがあります。

1. CPUカーネル時間。CPU使用率とカーネル時間で構成されます。

2. DPC時間

CPUカーネル時間イベントのルールブロックでは、2つのヒューリスティック(CPU使用率とカーネル

時間 )がブールのAND結合され、これは、イベントの発生には、両方の条件が指定したしきい

値を満たす必要があることを意味します。CPUクリティカルイベントルールでは、CPUカーネル時

間とDPC時間 (2つの独立したイベントルールブロック)の両方を監視する設定にした場合、両

者はブールのOR結合され、これは、いずれかの条件が指定したしきい値を満たした場合にイ

ベントが発生することを意味します。

[CPU Critical (CPUクリティカル)]と[Application Crashes (アプリケーションクラッシュ)]など、1つ
のプロファイルに複数のイベントルールを追加すると、イベントルールはブールのOR結合され、こ

れは、イベントルールのいずれかの条件が満たされた場合にイベントが発生することを意味し

ます。

注意：エンドポイントで収集されるデータの種類が、プロファイルおよびイベントルールに

よって左右されることはありません。プロファイルが対象とするすべてのエンドポイントで同

じデータが監視されます。プロファイルは、エンドポイント上でマイナスのパフォーマンスイ

ベントを発生させる条件を決定します。
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イベントルールをプロファイルに追加したら、監視するヒューリスティックを選択および設定しま

す。

アプリケーションクラッシュ

このイベントルールは、Windowsエンドポイントでのみ監視できます。

このイベントルールは、Windowsイベントログで対象エンドポイントの有無を監視します。アプリ

ケーションがクラッシュすると、イベントが発生します。

利用可能なメモリ

このイベントルールは、Windows、MacOS、Linuxエンドポイントで監視できます。

利用可能なメモリのイベントルールはMB、総メモリ容量に対する割合、または両方で作成で

きます。

利用可能なメモリは、ただちにプログラムに割り当て可能なメモリ容量の大きさです。エンドポ

イントで利用可能なメモリが少なくなると、ページングが発生します。これにより、ディスクに負

荷がかかり、ワークステーションの性能低下やハングアップになることがあります。利用可能なメ

モリを監視することで、プログラムがページングしないで実行できる十分なメモリがないことを検

知できます。

[Duration (継続時間 )]フィールドに、パフォーマンスイベントをトリガするまでに指定した条件

が存在する必要がある時間を指定します。

注意：利用可能なメモリをMBと総メモリ容量に対する割合の両方で監視する設定に

した場合、パフォーマンスイベントは、いずれか一方のメトリックが指定した継続時間指

定した条件を満たした場合に発生します。

CPUクリティカル

[CPU Critical (CPU クリティカル)]イベントルールには、次の3 つのヒューリスティックが含まれま

す。

1. [CPU Kernel Time (CPUカーネル時間 )]の監視は、Windows、MacOS、Linuxエンドポイ

ントでサポートされます。このヒューリスティックでは、次のことを監視できます。

l CPU使用率：CPUの使用率を監視して、CPUの競合を検知します。

l カーネル時間：カーネル時間を監視して、カーネルモードでの動作にCPU時間が

かかり過ぎていないかを検知します。
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CPUは、カーネルモードとユーザモードの2つのモードで動作します。通常、カーネル

モードは、コアオペレーティングシステム機能やI/O、フィルタドライバの動作に使用

されます。エンドポイントのCPUがカーネルモードでの動作に時間の大半を費やし

た場合、ユーザモードでの動作に使用できるCPU時間はほとんどなくなり、これは

パフォーマンスにはマイナス条件になります。

注意：CPUカーネル時間のイベントルールを設定すると、対象エンドポイン

トのCPU使用率およびカーネル時間が指定しきい値内にあるか監視されま

す。CPU使用率とカーネル時間が、イベントルールで設定した割合より大き

くなると、パフォーマンスイベントが発生します(イベントが発生するには両方

の条件が満たされてる必要がある)。

2. DPC時間監視は、Windowsエンドポイントでのみサポートされます。

DPC時間のイベントルールを設定すると、対象エンドポイントのプロセッサのDPCが監視さ

れます。パフォーマンスイベントを発生させるまでのエンドポイントで許される最大DPC時
間を指定します。エンドポイントで遅延プロシージャ呼び出しに異常に長い時間が費

やされるということは、プロセッサのボトルネックまたはドライバに問題があることを示しま

す。

3. 負荷平均監視は、MacOSおよびLinuxでエンドポイントでのみサポートされます。

負荷平均のイベントルールを設定すると、対象エンドポイントの負荷平均が監視され

ます。パフォーマンスイベントを発生させるまでのエンドポイントで許される負荷平均を指

定します。

負荷平均は、実行中または待機中のプロセス数の指数平均です。このメトリックは、

UNIXでCPUの競合を検知する標準的な手段です。このルールは、CPUの15分間の負

荷平均を監視します。負荷平均がエンドポイント上のコア数と同じ場合、CPUの使用

は最大容量に達しています。

[Duration (継続時間 )]フィールドに、パフォーマンスイベントをトリガするまでに指定した条件

が存在する必要がある時間を指定します。

注意：CPUカーネル時間とDPC時間の両方 (Windowsエンドポイント )、またはCPUカー

ネル時間と負荷平均の両方 (MacOSおよびLinuxエンドポイント )を監視する設定にした

場合、パフォーマンスイベントは、メトリックのいずれかが指定した継続時間の間、指定

した条件を満たした場合に発生します。

ディスク容量

このイベントルールは、Windows、MacOS、Linuxエンドポイントで監視できます。
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利用可能なディスク容量のイベントルールは、MB、総ディスク容量に対する割合、またはその

両方で作成できます。

ディスク容量は、ディスクの利用可能な容量の大きさです。ディスク容量が低下すると、ディス

クはより断片化します。ディスクの断片化は、応答時間の低下の原因になります。

注意：MBと総ディスク容量に対する割合の両方で利用可能なディスク容量を監視す

る設定にした場合、パフォーマンスイベントは、いずれかのメトリックが指定した条件を

満たした場合に発生します。

ディスク遅延

このイベントルールは、Windows、MacOS、Linuxエンドポイントで監視できます。

読み取り遅延、書き込み遅延、またはその両方に対するイベントルールを作成できます。

ディスク遅延は、ディスクの動作 (読み取りまたは書き込み)が完了するのに要する平均時間

の大きさです。許容値はドライブごとに異なります。

[Duration (継続時間 )]フィールドに、パフォーマンスイベントをトリガするまでに指定した条件

が存在する必要がある時間を指定します。

注意：読み取り遅延と書き込み遅延の両方を監視する設定にした場合、パフォーマ

ンスイベントは、指定された継続時間の間、いずれかのメトリックが指定した条件を満

たした場合に発生します。

システムクラッシュ

このイベントルールは、Windowsエンドポイントでのみ監視できます。

このイベントルールは、Windowsのシステムとイベントログで対象エンドポイントの有無を監視し

ます。システムがクラッシュすると、イベントが発生します。
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