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Performanceの概要
Performanceを使用すると、エンド ポイント のパフォーマンス上の問題を監視、調査、修正できます。
プロファイルを設定して、指定したコンピュータグループのイベント を定義します。イベント ルールを定義して、ハード ウェアリソースの消費
やアプリケーションの健全性、システムの健全性に関連する重要指標を監視してください。
[Events (イベント )] ページで環境で発生した問題と、それらの問題の共通点を視覚化してください。これらの問題を積極的に解決す
ることで、エンド ユーザの生産性を向上させることができます。
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ト ラブルシューティングしたり、把握したりすることができます。

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。

イベント は、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 )] ページには、環境で発生したイベント の高次の概要を提供するチャート 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

使用可能なメモリ

l

CPUクリティカル
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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。
詳細は、以下を参照してください。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を使用してエンド ポイント のライブおよび過去データを表示することで、問題をト ラブルシューティングすることができま
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には、Performanceの概念のデータの視覚化を提供するTaniumTM Trendsボード があります。Performanceのボード に
は、イベント の詳細とエンド ポイント のカバー率が表示されます。Performanceボード には、以下のパネルがあります。
l

l

Endpoint Status (エンド ポイント のステータス)
l

Performanceカバー率

l

Performance Database Enabled (Performanceデータベースの有効/無効)

l

Performance Database Size (Performanceデータベースのサイズ)

イベント
l

Endpoints with Critical Performance Events in the past day (重要なパフォーマンスイベント が発生したエンド ポイン
ト)

l

l

Event Composition (イベント 構成)

l

Performance Events (Performanceイベント )

Enterprise System Metrics (エンタープライズシステム指標)
l

平均CPU使用率 - 過去24時間

l

平均CPU使用率 - 過去30日

l

最小CPU使用率 - 過去24時間

l

最小CPU使用率 - 過去30日

l

最大CPU使用率 - 過去24時間

l

最大CPU使用率 - 過去30日

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

8ページ

l

平均メモリ使用率 - 過去24時間

l

平均メモリ使用率 - 過去30日

l

最小メモリ使用率 - 過去24時間

l

最小メモリ使用率 - 過去30日

l

最大メモリ使用率 - 過去24時間

l

最大メモリ使用率 - 過去30日

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。
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Performanceでの成功
以下のベスト プラクティスに従うことで、Tanium Performance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、主なベンチ
マーク指標(エンド ポイント に対するPerformanceのカバー率の向上と重要なパフォーマンスイベント が発生したエンド ポイント 数の減少)
に沿っています。

手順1: 組織的効果を達成する
Performance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(13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。

☐ 運用指標を追跡する。

手順2: Taniumのモジュールをインスト ールする
☐ Tanium Direct Connectをインスト ールする。詳細は、Tanium Direct Connectユーザガイド ：Direct Connectのインスト ールを
参照してください。
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☐ Tanium Endpoint Configurationを提供するTanium Client Managementをインスト ールする。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 ールを参照してください。

☐ Tanium Performanceをインスト ールする。Performanceのインスト ール(31ページ)を参照してください。

☐ Tanium Trendsをインスト ールする。以下を参照してください。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。

☐ Trends初期ギャラリからIT Operations Metrics (IT運用指標)ボード をインポート する。以下を参照してください。Tanium
Trendsユーザガイド ：初期ギャラリーをインポート するを参照してください。

Trendsのインスト ールでApply Tanium commended configurations (Tanium推奨構成を適用)オプションを使用し
た場合は、Performanceサービスアカウント の設定後に [IT運用指標] ボード が自動的にインポート されます。

手順3：Performanceを設定する
☐ Performanceサービスアカウント を設定する。「Performanceのインスト ール(31ページ)」を参照してください。

Performanceのインスト ールでApply Tanium commended configurations (Tanium推奨構成を適用)オプションを
使用した場合、サービスアカウント は、Peformanceのインスト ールに使用されたアカウント が自動的に設定されます。

☐ Direct Connectを設定する。詳細は、Tanium Direct Connectユーザガイド ：Direct Connectのインポート および設定でカスタ
ム設定を使用する

Direct Connectのインスト ールでApply Tanium rcommended configurations (Tanium推奨構成を適用)オプション
を使用すると、Direct Connectが自動的に設定されます。Endpoint Connection (エンド ポイント 接続)設定のFully
Qualified Domain Name (完全修飾ド メイン名)設定が、どのエンド ポイント からもModule Serverに解決されるド メ
イン名に正しく設定されていることを確認します。

☐ PerformanceとDirect Connectのアクショングループを設定する。「Performanceのインスト ール(31ページ)」と「Tanium Direct
Connectユーザガイド ：Direct Connectアクショングループを設定する」参照してください。

PerformanceとDirect Connectのインスト ールでApply Tanium (Tanium推奨構成の適用)オプションを使用すると、
Performanceアクショングループには次のコンピュータグループが設定されます。All Windows 、All Linux 、All
Mac 。Direct Connectアクショングループには、All Computers が設定されます。
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手順4：プロファイルを設定する
☐ プロファイルを作成します。プロファイルの管理(35ページ)を参照してください。
プロファイルで、イベント ルールと保持設定を設定し、イベント 報告時のしきい値と持続時間を選択して、プロファイル対象のコン
ピュータグループを設定します。

Performanceのインスト ールでApply Tanium commended configurations (Tanium推奨構成の適用)オプションを
使用すると、プロファイルが作成されます。。

手順5：環境のパフォーマンス問題を調査する
☐ [Events (イベント )] ページを参照し、環境全体でよくあるパターンを探します。「イベント の分析(38ページ)」を参照してくださ
い。

手順6：エンドポイント に接続して問題をト ラブルシューティングする
☐ 深刻なパフォーマンスの問題、あるいは詳細な調査を必要とする問題のあるエンド ポイント を探します。
たとえば、多数のシステムクラッシュ報告があるエンド ポイント 、頻繁にクラッシュするアプリケーション、あるいは多数のディスク容量
イベント に関連付けられているコンピュータモデルを調査したいとしましょう。Direct Connectを使用してエンド ポイント に接続し、
エンド ポイント からのライブおよび過去データを使用して問題をト ラブルシューティングおよび調査することができます。エンド ポイン
ト との直接接続(61ページ)を参照してください。
☐ Direct Connectを使用することでエンド ポイント の問題をト ラブルシューティングしたり、データを収集したりしてヘルプデスクのチ
ケット に対応することができます。

手順7：Performanceの指標を監視する
☐ [Trends]メニューで [Boards (ボード )] をクリックし、[IT Operations Metrics (IT運用指標)] をクリックして、[Performance
Coverage (PPerformanceのカバー率)] パネルと[Endpoints with Critical Performance Events (重要なパフォーマンスイベント が
発生したエンド ポイント )] パネルを表示する。

☐ Performanceのカバー率を監視およびト ラブルシューティングする(72ページ)。

☐ 重要なパフォーマンスイベント が発生したエンド ポイント を監視およびト ラブルシューティングする(73ページ)。
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組織的効果の達成
Performance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(13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 (13ページ)を参照してください。

l

運用達成度と運用指標の経時変化を追跡します。運用指標(15ページ)を参照してください。

l

部署横断の連携を検証する。組織的連携(18ページ)を参照してください。

変更管理
Taniumが提供する新機能を踏まえて、組織に合ったエンド ポイント のパフォーマンス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

Tanium固有の変更管理プロセスを作成し、エンド ポイント のパフォーマンス問題の特定から解決まで、最新のサービスレベル
合意事項( SLA) と統合する。

l

エンド ポイント 1つあたりのイベント 件数を最小限に抑え、組織固有のRACIチャート に沿ったエンド ポイント のパフォーマンス要
件に対する変更の審査と承認を行う、組織内の主要なリソースを特定する。

l

ITセキュリティ、IT運用、ITリスク/コンプライアンスの各チームにまたがるTaniumソフト ウェア管理活動のための主要リソースに合
わせて活動を調整する。

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

ITセキュリティ

IT運 用

ITリスク/コンプライ

経営陣

根拠

アンス
エンドポイント のパ

-

R/A

-

-

運 用 チームは、エンドポイント のパ

フォーマンスの問 題

フォーマンスの問 題 を特 定 する責

を特 定 する

任 を負 います。

エンドポイント のパ

C

R/A

-

-

運 用 チームはエンドポイント のパ

フォーマンスの問 題

フォーマンスの問 題 をト ラブル

をト ラブルシュー

シューティングし、ト ラブルシュー

ティングする

ティングプロセスについてセキュリ
ティチームと協 議 します。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved
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タスク

ITセキュリティ

IT運 用

ITリスク/コンプライ

経営陣

根拠

アンス
パフォーマンスの問

C

R/A

-

-

運 用 チームは、パフォーマンスの

題 の影 響 をスコー

問 題 の影 響 をスコーピングし、ス

ピングする

コーピングプロセスについてITセ
キュリティチームと協 議 します。

影 響 を受 けたエン

C

R/A

-

-

運 用 チームは影 響 を受 けたエンド

ドポイント を処 置 す

ポイント を処 置 し、処 置 プロセスに

る

ついてセキュリティチームと協 議 し
ます。

継 続 的 なモニタリ

I

R/A

-

I

ング

運 用 チームはエンドポイント のパ
フォーマンスの問 題 を監 視 し、経
営 陣 とセキュリティチームに結 果 を
通 知 します。

レポート 作 成

I

R

-

A

運 用 チームは報 告 に責 任 を負
い、エグゼクティブチームはそのタス
クに責 任 を負 います。すべてのレ
ポート をセキュリティチームに通 知
します。

Performanceの標準的なワークフロー

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved
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運用指標
Performance達成度
エンド ポイント パフォーマンスプログラムの管理の成功には、テクノロジの運用実現と主要ベンチマーク指標を使用した測定の成功が必
要です。Tanium Performance 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 Performanceの利 用 状 況 と利 用 のタイミング- たとえばPerformanceは唯 一 のツールであるか、ま
たは他 のレガシーツールの補 助 ツールか

自動化

Tanium Performance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 Performanceの統 合 状 況

レポート 作 成

組 織 全 体 での従 業 員 およびシステムのTanium Performanceのデータ消 費 状 況

ベンチマーク指標
主要なエンド ポイント パフォーマンス監視プロセスに加え、Tanium Performanceプロジェクト の運用達成度に連携して価値を最大化
し成功を収めるための主要ベンチマーク指標は次のとおりです。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved
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経 営 陣 の指 標

Performanceカバー率

Endpoints with Critical Performance Events in the
Past Day (過 去 1日 に重 要 なパフォーマンスイベント が
発 生 したエンド ポイント )

説明

次 の各 カテゴリのエンドポイント 数 を返 します。
l

初 期 設 定 中 ：Performanceツールのインスト ールが
進 行 中 のエンドポイント

l

最 適 ：Performanceの運 用 が可 能 なエンドポイント

l

要 注 意 ：Performanceツールがインスト ールされてい

過 去 24時 間 に重 要 なパフォーマンスイベント が発 生 した
エンドポイント の割 合 。重 要 なパフォーマンスイベント に
は、システムクラッシュ、ディスク容 量 不 足 、アプリケーショ
ンクラッシュなどがあります。

ない、プロファイルの対 象 になっていない、またはサ
ポート されているバージョンのTanium Clientがインス
ト ールされていないエンドポイント
l

未 対 応 ：Performanceが対 応 していないオペレー
ティングシステムバージョンのエンドポイント

要 注 意 または未 対 応 に分 類 されているエンドポイント を
調 査 する手 順 については、「Performanceのカバー率 を
監 視 およびト ラブルシューティングする」を参 照 してくださ
い。
Performanceが対 応 しているオペレーティングシステムと
Tanium Clientのバージョンについては、「要 件 」を参 照 し
てください。
インスト ルメンテーション

Performance - Coverage Status (カバー率 ステー

過 去 1日 に重 要 なパフォーマンスイベント が発 生 したエン

タス)センサーを使 用 すると、Performanceが最 適 、要

ドポイント の数 を、Performanceの管 理 対 象 のエンドポイ

注 意 、未 対 応 のエンドポイント を特 定 することができま

ント の合 計 数 で割 った値 。

す。
この指 標 が重 要 な理 由

Performanceが環 境 の一 部 エンドポイント で実 行 されて

チームは、ユーザに発 生 するパフォーマンス問 題 の数 を

いない場 合 、それらエンドポイント で発 生 している問 題 を

最 小 限 に抑 える必 要 があります。

可 視 化 することはできず、重 要 なシステムやエンドユーザ
のダウンタイムの増 加 や生 産 性 の低 下 につながる恐 れが
あります。

この指 標 を使 用 して、パフォーマンスの問 題 が発 生 して
いるエンドポイント の割 合 と、それらエンドポイント のそれぞ
れでの問 題 発 生 件 数 の両 方 を調 べることで、エンドユー
ザ体 験 の全 体 像 を把 握 することができます。

次表を使用して、Tanium Performanceに関する組織の達成度を判断してみてください。
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プロセス

使用法

自動化

機能的統合

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 )

Performance設

個 々 のエンドポイ

個 々 のエンドポイ

問 題 の事 前 およ

問 題 の事 前 およ

定済み

ント の問 題 のト ラ

ント の問 題 のト ラ

び事 後 的 ト ラブ

び事 後 的 ト ラブル

ブルシューティング

ブルシューティング

ルシューティング

シューティングに

にPerformanceを

にPerformanceを

にPerformanceを

Performanceを

例 外 的 に利 用

利用

使用。

使用。

Performanceから

Performanceから

のデータでたまに

のデータでしばし

戦 略 的 な意 思

ば戦 略 的 な意 思

決 定 を推 進 し費

決 定 を推 進 し費

用 効 率 を確 認

用 効 率 を確 認

継 続 的 にエンド

継 続 的 にエンド

ユーザの問 題 を

ユーザの問 題 を

解 決 するための

解 決 するための

部分的自動化

部分的自動化

マニュアル

部 署 が縦 割 り化

マニュアル

マニュアル

他 のチームとたま

複 数 のチームが

Performanceを

複 数 のチームが

に協 議 してチケッ

Performanceの

使 用 して、エンド

Performanceを

ト をト ラブルシュー

データからの価 値

ユーザ体 験 のト ラ

使 用 して、エンド

ティング

化 を実 現

ブルシューティン

ユーザ体 験 のト ラ

グと報 告 。

ブルシューティング

Performanceを

と報 告 。

TSMまたはビジネ

Performanceを

ス分 析 ツールと

TSMまたはビジネ

統合

ス分 析 ツールと統
合

レポート 作 成
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マニュアル

マニュアル

Trendsボードをイ

Trendsボードをカ

Trendsボードをカ

ンポート 済 み

スタマイズ済 み。

スタマイズ済 み。

ITヘルプデスク、

ITヘルプデスク、

エンドユーザコン

エンドユーザコン

ピューティング、

ピューティング、運

運 用 リーダーシッ

用 リーダーシップ

プチーム向 け報

チーム向 け報 告

告 にダッシュボー

にダッシュボードを

ドを活 用

活 用 。自 動 化
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従業員

技術

主 なリソース

指標

主 なテクノロジ

Performanceカ

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

(要 改 善 )

(平 均 以 下 )

(平 均 )

(平 均 以 上 )

(最 適 )

Tanium Admin

Tanium Admin。

Tanium Admin。

Tanium Admin。

Tanium Admin。

チームを1つ追

少 なくともチーム

少 なくともチーム

少 なくともチーム

加 。例 : エンド

を1つ追 加 。例 :

を1つ追 加 。例 :

を1つ追 加 。例 :

ユーザコンピュー

エンドユーザコン

エンドユーザコン

エンドユーザコン

ティング、ITヘルプ

ピューティング、IT

ピューティング、IT

ピューティング、IT

デスク、ITサービ

ヘルプデスク、IT

ヘルプデスク、IT

ヘルプデスク、IT

ス管 理 チーム

サービス管 理 チー

サービス管 理 チー

サービス管 理 チー

ム

ム、エグゼクティブ

ム、エグゼクティブ

リーダーシップ/運

リーダーシップ/運

用 リーダーシップ

用 リーダーシップ

コアプラット フォー

コアプラット フォー

コアプラット フォー

コアプラット フォー

コアプラット フォー

ム、Performance

ム、Performance

ム、

ム、

ム、

Performance、

Performance、

Performance、

Trends、

Trends、

Trends、

Tanium™

Connect、

Connect、Deploy

Connect

Tanium™ Deploy

0～ 69%

70～ 79%

80～ 89%

90～ 99%

100%

40%超

31～ 40%

21～ 30%

10～ 20%

0～ 9%

バー率
過 去 1日 にイベント
が発 生 したエンドポ
イント の割 合

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、エンド ポイント のパフォーマンス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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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

7.3.314.4250以 降

Tanium™ Client

サポート されている任 意 のTanium Clientバージョン。各 OSでサポート
されているTanium Clientのバージョンについては、Tanium Client
Managementユーザガイド：クライアント のバージョンとホスト システムの
要 件 を参 照 してください。
リスト されていないクライアント バージョンを使 用 する場 合 、特 定 の製
品 機 能 は利 用 できない可 能 性 があります。または、リスト されたクライ
アント バージョンのいずれかにアップグレードすることによってのみ解 決 で
きる安 定 性 の問 題 が発 生 する可 能 性 があります。
サポート されているエンドポイント オペレーティングシステムについては、
「エンドポイント 」を参 照 してください。
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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の
モジュールを管 理 する。
以 下 の最 小 バージョンのモジュールが必 要 です。
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、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 上 のプロセスを
終 了 したり、ファイルをブラウズしたりするには1.3.0以 降 )

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。
オペレーティングシステ

バージョン

注

ム
Windows

l

Windows 7 SP1以 降

l

Windows Server 2008 R2 SP1以 降

l

必 要 です。
l

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

Windows 7 Service Pack 1にはMicrosoft KB2758857が

指 標 の収 集 にはページファイルが必 要 です。
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オペレーティングシステ

バージョン

注

ム
macOS

l

10.11以 降

Linux

l

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

l

CentOS 6.x、7.x

l

Ubuntu 16.04 LTS、Ubuntu 18.04 LTS、Ubuntu

l

POSIX準 拠 のファイルシステムのみがサポート されていま
す。

20.04 LTS

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。詳細は、以下を参照してください。関連情報：イベント ルー
ル。

必要なディスク容量
Performanceデータベースがエンド ポイント で使用するディスク容量の上限は、プロファイルの [Retention Settings (保持設定)] セク
ションのDatabase maximum size (データベースの最大サイズ)パラメータによって決まります。詳細は、「プロファイルを作成する」を参
照してください。
エンド ポイント には、少なくとも、Database maximum size (データベースの最大サイズ)パラメータで指定したディスク容量に加えて、
ツール用に100メガバイト (MB)の未使用ディスク容量が必要です。

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。
情報元

接続先

ポート

Protocol

目的

Tanium Client(内

Module Server

17475

TCP

内 部 クライアント とのエンドポイント 接 続 にModule Serverが使 用 。

Zone Server 1

17486

TCP

外 部 クライアント とのエンドポイント 接 続 にZone Serverが使 用 。

部)
Tanium Client(外
部)

デフォルト のポート 番 号 は17486です。Zone Proxyの設 定 時 に、必 要 に応 じて
別 のポート 番 号 を指 定 できます。

Module Server

Zone Server 1

17487

TCP

Zone ServerによってModule Serverとの接 続 に使 用 されます。
デフォルト のポート 番 号 は17487です。Zone Proxyの設 定 時 に、必 要 に応 じて
別 のポート 番 号 を指 定 できます。
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情報元

接続先

ポート

Protocol

目的

17488

TCP

Zone ServerとModule Server間 の通 信 を可 能 にします。TanOSでは、Direct
Connect Zone Proxyインスト ーラによってZone Server上 のポート 17488が自 動
的 に開 かれます。Windowsでは、このポート を手 動 で開 く必 要 があります。

1

これらのポート は、Zone Serverを使 用 する場 合 にのみ必 要 です。

アプリケーションIDベースのルールではなく、TCPベースのルールを使用してTaniumト ラフィックのポート を開くようにファイ
アウォールポリシーを設定します。たとえば、Palo Alto Networksのファイアウォールであれば、アプリケーションオブジェク
ト やアプリケーショングループではなく、サービスオブジェクト やサービスグループを使用してルールを設定します。

直接接続ポート については、以下を参照してください。Direct Connectユーザガイド ：ホスト とネット ワークセキュリティの要件を参照して
ください。

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。Taniumで定義するすべてのセキュリティ除外のリ
スト については、Tanium Core Platformデプロイリファレンスガイド を参照してください。ホスト システムセキュリティの除外を参照してくだ
さい。
Performanceのセキュリティ除 外
対象デ

注

プロセス

バイス
Module

<Module

Server

Server>\services\performance\node.exe
<Module Server>\services\eventservice\twsm.exe
<Module Server>\services\endpointconfigurationservice\TaniumEndpointConfigService.exe
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Performanceのセキュリティ除 外 (続 き)
対象デ

注

プロセス

バイス
Windows

<Tanium

x86およ

Client>\TaniumClientExtensions.dll

びx64エ
ンドポイ

<Tanium

ント

Client>\TaniumClientExtensions.dll.sig
<Tanium
Client>\extensions\TaniumPerformance.dll
<Tanium
Client
>\extensions\TaniumPerformance.dll.sig
<Tanium
Client>\Tools\Performance\TaniumTSDB.exe
7.2.xクライアント 1

<Tanium Client>\Python27\TPython.exe

7.4.xクライアント 1

<Tanium Client>\Python38\TPython.exe

7.4.xクライアント

<Tanium Client>\Python38\*.dll
<Tanium Client>\TaniumCX.exe

macOS

<Tanium

および

Client>/libTaniumClientExtensions.so

Linux
<Tanium

(x86およ

Client>/libTaniumClientExtensions.so.sig

びx64)エ
ンドポイ

<Tanium

ント

Client
>/extensions/libTaniumPerformance.so
<Tanium Client
>/extensions/libTaniumPerformance.so.sig
<Tanium
Client>/Tools/Performance/TaniumTSDB
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/bin/pybin
<Tanium Client>/TaniumCX

1 = TPythonでインスト ールを許 可 するには、SHA2サポート が必 要 です。
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ユーザロールの要件
次の表は、Performanceを使用するために必要なロールのアクセス権限をまとめています。ロールのアクセス権限と関係するコンテンツ
セット についての詳細は、Tanium Core Platformユーザガイド ：RBACの管理を参照してください。
Performanceユーザロールの権 限
特権

Performance

Performance

Performance

Performance

Performance

Performance

Administrator 2、3

Operator 2、3

Read Only

Service

User 2、3

Endpoint

User 2、3

Account3、5

Configuration
Approver 3、4

Performanceの表 示 1
Performanceワークベンチ
を表 示 します。

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。

Performanceでのプロセス
強制終了
Performanceを使 用 してエ
ンドポイント に接 続 したとき
にエンドポイント のプロセス
を終 了 できます。

Performanceでのファイルダ
ウンロード
Performanceを使 用 して
接 続 したエンドポイント で
ファイルシステムを参 照 して
ファイルをダウンロードでき
ます。
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Performanceユーザロールの権 限 (続 き)
特権

Performance

Performance

Administrator 2、3

Operator 2、3

Performance

Performance

Performance

Performance

Read Only

Service

User 2、3

Endpoint

User 2、3

Account3、5

Configuration
Approver 3、4

PerformanceでのDirect
Connect読 み取 り
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。

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。

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。

Performanceでのプロファイ
ル書 き込 み
Performanceのプロファイ
ルを作 成 または変 更 でま
す。

Performance設 定 の読 み取
り
パフォーマンス設 定 を表 示
します。

PerformanceでのEndpoint
Configuration承 認
エンドポイント の構 成 アイテ
ムの承 認 を許 可 できま
す。
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Performanceユーザロールの権 限 (続 き)
特権

Performance

Performance

Administrator 2、3

Operator 2、3

Performance

Performance

Performance

Performance

Read Only

Service

User 2、3

Endpoint

User 2、3

Account3、5

Configuration
Approver 3、4

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 Performanceをインスト ールするには、署 名 付 きコンテンツインポート micro adminアクセス権 限 (Tanium Core Platform 7.4以 降 )または

Administrator予 約 ロールが必 要 です。
2 このロールは、Tanium Direct Connect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 Direct Connectユーザガイド：ユーザロール要 件 を参 照 し
てください。
3 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。
4 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。
5 Tanium Client Managementをインスト ールした後 でEndpoint Configurationをインスト ールする場 合 、デフォルト では、モジュールサービスアカウン

ト が開 始 する構 成 変 更 (ツールのデプロイなど)には承 認 が必 要 です。[Endpoint Configuration Bypass Approval (エンド ポイント 設 定 のバイパ
ス承 認 )]アクセス権 限 をこのロールに適 用 し、関 連 するコンテンツセット を追 加 すると、モジュール生 成 の構 成 変 更 に対 する承 認 をバイパスできま
す。詳 細 は、Tanium Endpoint Configurationユーザガイド：ユーザロールの要 件 を参 照 してください。

Performanceマイクロ管 理 者 と拡 張 ユーザーロールのアクセス許 可 を提 供
アクセス権 限

ロールタ

アクセス許 可

Performance

Performance

Performance

Performance

Performance

イプ

用 コンテンツ

管理者

オペレータ

Read Only

サービスアカウ

ユーザ

User

ント

セット

Performance
Endpoint
Configuration
Approver

Ask Dynamic
Questions (ダイ
ナミック
Questionの実
行)
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Performanceマイクロ管 理 者 と拡 張 ユーザーロールのアクセス許 可 を提 供 (続 き)
アクセス権 限

ロールタ

アクセス許 可

Performance

Performance

Performance

Performance

Performance

イプ

用 コンテンツ

管理者

オペレータ

Read Only

サービスアカウ

ユーザ

User

ント

セット

Performance
Endpoint
Configuration
Approver

Read Action

Micro

Group (アクショ

Admin

ングループの読
み取 り)
Read Sensor

詳細

予約

詳細

ベース

詳細

Performance

詳細

Direct

(センサーの読
み取 り)
Read Sensor
(センサーの読
み取 り)
Read Sensor
(センサーの読
み取 り)
Read Sensor
(センサーの読

Connect

み取 り)
Read Plugin

詳細

Performance

詳細

Trends

詳細

Endpoint

(プラグインの読
み取 り)
Read Plugin
(プラグインの読
み取 り)
Read Plugin
(プラグインの読

Configuration

み取 り)
Execute Plugin

詳細

Performance

詳細

Trends

(プラグインの実
行)
Execute Plugin
(プラグインの実
行)
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Performanceマイクロ管 理 者 と拡 張 ユーザーロールのアクセス許 可 を提 供 (続 き)
アクセス権 限

ロールタ

アクセス許 可

Performance

Performance

Performance

Performance

Performance

イプ

用 コンテンツ

管理者

オペレータ

Read Only

サービスアカウ

ユーザ

User

ント

セット

Performance
Endpoint
Configuration
Approver

Execute Plugin

詳細

(プラグインの実

Endpoint
Configuration

行)
Read Package

詳細

Performance

詳細

Direct

(パッケージの
読 み取 り)
Read Package
(パッケージの

Connect

読 み取 り)
Write Package

詳細

Performance

詳細

Direct

(パッケージの
書 き込 み)
Write Package
(パッケージの

Connect

書 き込 み)
Read Own

詳細

Performance

詳細

Direct

Action (自 身 の
アクションの読
み取 り)
Read Own
Action (自 身 の

Connect

アクションの読
み取 り)
Read Action

詳細

Performance

詳細

Direct

(アクションの読
み取 り)
Read Action
(アクションの読

Connect

み取 り)
Write Action

詳細

Performance

(アクションの書
き込 み)
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Performanceマイクロ管 理 者 と拡 張 ユーザーロールのアクセス許 可 を提 供 (続 き)
アクセス権 限

ロールタ

アクセス許 可

Performance

Performance

Performance

Performance

Performance

イプ

用 コンテンツ

管理者

オペレータ

Read Only

サービスアカウ

ユーザ

User

ント

セット

Performance
Endpoint
Configuration
Approver

Write Action

詳細

(アクションの書

Direct
Connect

き込 み)
Read Saved

詳細

予約

詳細

ベース

詳細

Performance

詳細

Direct

Question (保
存 された
Questionの読
み取 り)
Read Saved
Question (保
存 された
Questionの読
み取 り)
Read Saved
Question (保
存 された
Questionの読
み取 り)
Read Saved
Question (保

Connect

存 された
Questionの読
み取 り)
[Read Filter

詳細

予約

詳細

Default Filter

Group (フィルタ
グループの読
み取 り)]
[Read Filter
Group (フィルタ

Groups

グループの読
み取 り)]
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Performanceマイクロ管 理 者 と拡 張 ユーザーロールのアクセス許 可 を提 供 (続 き)
アクセス権 限

ロールタ

アクセス許 可

Performance

Performance

Performance

Performance

Performance

イプ

用 コンテンツ

管理者

オペレータ

Read Only

サービスアカウ

ユーザ

User

ント

セット

Performance
Endpoint
Configuration
Approver

[Read Filter

詳細

Performance

詳細

Performance

詳細

Direct

Group (フィルタ
グループの読
み取 り)]
Show Preview
(プレビューの
表示)
Show Preview
(プレビューの

Connect

表示)
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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、デフォルト 設
定でPerformanceをインポート および設定をする(31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：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、カスタ
ム設定でPerformanceをインポート および設定をする(32ページ)を参照してください。

[Automatic configuration with default settings (デフォルト 設定を利用した自動設定)] オプションを使用します。

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

Performanceの要件(19ページ)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、All Computers を対象にしたデフォルト のイベント ルール構成を使用して作成されます。

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、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。Performanceのバージョンを確認する(34ページ)を参照してくださ
い。
(Tanium Core Platform 7.4.5以降のみ)自動構成でPerformanceをインポート する手順には、PerformanceアクショングループがNo
Computersフィルタグループを対象にするように設定するためのオプションの手順が含まれています。このオプションを選択すると、
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Performanceがエンド ポイント に自動的に「tools」をデプロイしなくなります。たとえば、すべてのエンド ポイント にtoolsをデプロイする前
に、一部エンド ポイント でテスト したいとしましょう。この場合、その一部のみを対象とするtoolsアクショングループを手動でデプロイでき
ます。

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。Performanceのバージョンを確
認する(34ページ)を参照してください。

Performanceのサービスアカウント を設定する
このサービスアカウント は、Performanceのいくつかのバックグラウンド 処理を実行するユーザです。このユーザには、次のロールとアクセス
権が必要です。
l

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。

l

Tanium Client Managementをインスト ールした後でEndpoint Configurationをインスト ールする場合、デフォルト では、モ
ジュールサービスアカウント が開始する構成変更(ツールのデプロイなど)には承認が必要です。[Endpoint Configuration
Bypass Approval (エンド ポイント 設定のバイパス承認)]アクセス権限をこのロールに適用し、関連するコンテンツセット を追加
すると、モジュール生成の構成変更に対する承認をバイパスできます。詳細は、Tanium Endpoint Configurationユーザガイ
ド ：ユーザロールの要件を参照してください。

1.

メインメニューから [Modules (モジュール)] > Performance をクリックして、PerformanceのOverview (概要)ページを開きます。

2.

設定 をクリックします。

3.

サービスアカウント の設定を更新して、[Set Credentials (資格情報の設定)] をクリックします。

Performanceのアクセス権限についての詳細は、「ユーザロール要件」を参照してください。

Performanceアクショングループを設定する
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。
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エンド ポイント だけを含めてくださ
い。

必要なツールが配布されるのは、このアクショングループのエンド ポイント だけであるため、プロファイルの対象にできるの
は、このアクショングループのメンバーのエンド ポイント だけです。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。
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1.

メインメニューから [Administration (運用管理)] >[Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)]
に移動します。

2.

アクショングループのリスト でTanium Performanceをクリックします。

3.

[Edit (編集)]をクリックし、アクショングループに含めるコンピュータグループを選択して、[Save (保存)]をクリックします。

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、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。Performance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(24ページ)」を参照してください。
エンド ポイント 設定を使用して承認を管理するには、構成の承認を有効にする必要があります。
1.

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

2.

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

3.

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

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

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メニューから [Profiles (プロファイル)] を選択します。

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。
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.

[Content (コンテンツ)]セクションでDirect Connectを選択し、[Import Selected (選択をインポート )] をクリックします。

3.

パスワード を入力し、[OK]をクリックします。
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4.

Direct Connectを設定します。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。

Taniumソリューションの依存関係を管理する
初めてPerformanceワークベンチを起動すると、Tanium Consoleは、Performance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。Performance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)] > Performance に移動してPerformanceの[Overview (概要)]ページを開きます。

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。Performanceのバージョンを確認する
(34ページ)を参照してください。

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。

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

ブラウザを更新します。

2.

メインメニューから [Modules (モジュール)]> Performance に移動して Performance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。
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プロファイルの管理
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。
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。
Perforrmanceは、TaniumTSDBという名前の時系列データベースを使用してエンド ポイント にローカルにデータを保存します。
Performance 1.3.0以降では、Performanceデータがエンド ポイント で使用できる最大容量は、Database maximum size (データ
ベースの最大サイズ)パラメータによって決まります。PerformanceのTrendsボード のPerformance Database Size (Performanceデー
タベースのサイズ)] パネルでは、エンド ポイント 上のこのデータベースが使用する平均ディスク容量を分析することができます。

最良の結果を得るには、環境内のプロファイルの合計数を少なくしてください。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。

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。
プロファイル内のコンピュータグループですべてのエンド ポイント をカバーしていることを確認します。

手動のコンピュータグループはサポート されていません。詳細については、Tanium Core 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。

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。
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。
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1.

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。

2.

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。

3.

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)、System Crashes (システムクラッシュ)。監視しないイベント ルールの選
択を解除します。

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て、[Save (保存)] をクリックします。
詳細は、以下を参照してください。関連情報：イベント ルール。

プロファイルを保存すると、変更がEndpoint Configurationに送信され、エンド ポイント にプロファイルが配信されます。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、プロファイルに基づいて対象設定されたエンド 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。

Endpoint Configurationで承認を有効にしている場合は、プロファイルの変更をエンド ポイント に展開する前に、
Endpoint Configurationでプロファイル変更を承認にしておく必要があります。

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。
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。
[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。[Save (保
存)] をクリックします。
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プロファイルを変更する
1.

Performanceメニューから [Profiles (プロファイル)] を選択します。

2.

編集するプロファイルの名前をクリックします。

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.

イベント ルールの選択を解除して、プロファイルから削除します。
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.
4.

以前に削除したイベント ルールを再びプロファイルに追加するには、そのイベント ルールを選択します。

[Save (保存)] をクリックします。
Endpoint Configurationで承認を有効にしている場合は、プロファイルの変更をエンド ポイント に展開する前に、
Endpoint Configurationでプロファイル変更を承認にしておく必要があります。

プロファイルを削除する
1.

Performanceメニューから [Profiles (プロファイル)] を選択します。

2.

削除するイベント ルールを選択します。[Delete (削除)]をクリックします。

Endpoint Configurationが通知を受けて、エンド ポイント からプロファイルを削除します。Endpoint Configurationについての詳細は、
「Tanium Endpoint Configurationを使用してソリューションの構成を管理する」を参照してください。
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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 )] ページには、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)] メニューからイベント の期間を選択します。

4.

1.

過去1日 (デフォルト 値)

2.

過去1時間

3.

過去4時間

4.

過去8時間

5.

過去2日間

6.

過去1週間

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)]の間に発生したイベント のみが表示
されます。指定範囲の間に何もイベント が発生しなかった場合、または指定された種類のイベント の有無を監視するよう設定されたプ
ロファイルがない場合、その種類のイベント のチャート にはNo data to display (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 (対象)] セクションには、対象エンド ポイント の現在の構成ステータスの高次の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。
設定済み
指標の収集に必要な設定がされているエンド ポイント の合計数。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
指標の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。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 のセクションの [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)パラメータで選択され
た時間枠の間に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。1つのチャート は、報告のあったイベント のサマリを表示し
ます。
イベント ルールの内訳
このチャート は、各種イベント の報告があったエンド ポイント 数。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、バーの明るい青色の部分は、1～4件のイベント 報告があったエンド 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 のその部分に該当するエ
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ンド ポイント が読み込まれます。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

40ページ

CPUイベント を表示する
チャート のセクションの [CPU] 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、選択された時間枠の間にCPUイベント の
報告があったエンド ポイント に関する情報を提供するチャート が表示されます。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に役立てることを意図しています。2つのチャート は、報告のあったイベント のサマリを表示し
ます。
Top 10 processes by event count (イベント 件数の上位10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。
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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、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、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
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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 の上位10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。
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。
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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 のその部分に該当するエンド ポイント が読み込まれます。

メモリイベント を表示する
チャート のセクションの [Memory (メモリ)] 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、選択された時間枠の間にメモリ
イベント の報告があったエンド ポイント に関する情報を提供するチャート が表示されます。2つのチャート は、報告のあったイベント のサマ
リを表示します。
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Top 10 processes by event count (イベント 件数の上位10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。

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。
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Top 10 models with events (イベント の上位10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
れるだけです。
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。
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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 のその部分に該当するエンド ポイント が読み込まれます。

ディスク容量イベント を表示する
チャート のセクションの [Disk Capacity (ディスク容量)] 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、選択された時間
枠の間にディスク容量イベント の報告があったエンド ポイント に関する情報を提供するチャート が表示されます。1つのチャート は、報告
のあったイベント のサマリを表示します。
Top 10 models with events (イベント の上位10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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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。
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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 のその部分に該当するエンド ポイント が読み込まれます。

ディスク遅延イベント を表示する
チャート のセクションの [Disk Latency (ディスク遅延)] 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、選択された時間枠
の間にディスク遅延イベント の報告があったエンド ポイント に関する情報を提供するチャート が表示されます。1つのチャート は、報告の
あったイベント のサマリを表示します。
Top 10 models with events (イベント の上位10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。
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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。
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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 のその部分に該当するエンド 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 のセクションの [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、定義されたコンピュータグループについ
て、選択された時間枠の間にアプリケーションクラッシュイベント の報告があったエンド ポイント に関する情報を提供するチャート が表示さ
れます。2つのチャート は、報告のあったイベント のサマリを表示します。
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Top 10 models with events (イベント の上位10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。
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。
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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 のその部分に該当するエンド ポイント が読み込まれます。
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Top 10 Application Crashes (アプリケーションクラッシュ上位10)
このチャート は、クラッシュの原因となった上位10個のプロセスと、そのプロセスが原因で発生したクラッシュの件数を示します。

システムクラッシュを表示する
チャート のセクションの [System Crashes (システムクラッシュ)] タブをクリックすると、定義されたコンピュータグループについて、選択され
た時間枠の間にシステムクラッシュイベント の報告があったエンド ポイント に関する情報を提供するチャート が表示されます。2つのチャー
ト は、報告のあったイベント のサマリを表示します。
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Top 10 models with events (イベント の上位10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。
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 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。
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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 のその部分に該当するエンド ポイント が読み込まれます。

Top 10 Bug Check Codes (バグチェックコード 上位10)
このチャート は、システムクラッシュの原因となったバグチェックエラーコード のト ップ10と、そのエラーコード が原因で発生したクラッ
シュの件数を示します。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。
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イベント が発生したエンドポイント を表示する
チャート の下の結果グリッド には、その種類のイベント の報告があったエンド ポイント のリスト が表示されます。[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 によって異なります。
チャート 内のバーをクリックして、チャート のその部分で表されるエンド ポイント に結果を絞ることもできます。
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結果の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。
l

コンピュータ名

l

IPアド レス

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

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

OS

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

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。

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。
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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 を把握します。

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。必要に応じて、エンド ポイント のプロセスを終了することができま
す。

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。

l

ログファイルなどのト ラブルシューティングに使用するファイルをエンド ポイント からダウンロード します。

直接接続を作成する
PerformanceのOverview (概要)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 のプロセスお
よびイベント に関する詳細情報が表示されます。
1.

Performance Overview (概要)ページの [Direct Connect (直接接続)] フィールド にエンド ポイント のComputer Name (コン
ピュータ名)( Computer Nameセンサーに表示) かIPアド レスを入力します。

2.

[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。
ページの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。

[Time Zone (タイムゾーン)] をクリックして、ページのデータのタイムゾーンを設定します ( UTCまたはBrowser local) 。
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エンドポイント からファイルを参照 してダウンロードする
ファイルブラウザを使用して、ログファイルなどのト ラブルシューティングに有用なファイルをダウンロード することができます。この機能を使
用するには、Performance AdministratorロールかPerformance Operatorロール、またはPerformance File Dowanload
(Performanceのファイルダウンロード )権限が割り当てられている必要があります。
ファイルの参照とダウンロード には、Direct Connect 1.3.0以降が必要です。XFSパーティションのLinuxエンド ポイント
のファイルを参照してダウンロード するには、Direct Connect 1.5.0以降が必要です。

ファイルの参照
[Browse File System (ファイルシステムの参照)] をクリックしてファイルブラウザを開きます。

[File Browser (ファイルブラウザ)] ページでは、ディレクト リのパスを手動で入力して [Open (開く)] をクリックするか、リスト からディレクト リ
を選択することがます。

ディレクト リパスを入力する場合は、末尾のスラッシュを含めます。
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ファイルのダウンロード
ファイルのフルパスを手動で入力し、[Open (開く)] をクリックするか、リスト からファイルを選択してダウンロード します。ファイルは圧縮さ
れて、ローカルのブラウザのダウンロード ディレクト リにダウンロード されます。

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)] セクションを展開すると、エンド ポイント で現在実行中のプロセスの詳細が表示されま
す。デフォルト では、以下の詳細情報の列が表示されます。PID、Process (プロセス)、CPU、WSS(Windowsエンド ポイント )、
RSIZE(macOSおよびLinuxエンド ポイント )、I/O Read Bytes (I/O読み取りバイト )(WindowsおよびLinuxエンド ポイント )、I/O Write
Bytes (I/O書き込みバイト )(WindowsおよびLinuxエンド ポイント )。
[ Customize Columns (列のカスタマイズ)] をクリックすると、さらに列を追加することができます。追加できる列には、CPU(正規化な
し)、Commit (コミット )(Windowsエンド ポイント )、VSIZE(macOSおよびLinuxエンド ポイント )、I/O Reads (I/O読み取り)(Windowsお
よびLinuxエンド ポイント )、I/O Writes (I/O書き込み)(WindowsおよびLinuxエンド ポイント )、Handles (ハンド ル)(Windowsおよび
macOSエンド ポイント )、FDs (FD)(Linuxエンド ポイント )、Threads (スレッド )(macOSおよびLinuxエンド ポイント )、Command Line
(コマンド ライン)(プロセスのコマンド ライン)などがあります。
[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 上のプロセスの終了
エンド ポイント 上のプロセスを終了させることができます。プロセスがハングしたり、リソースの使用量が多すぎていた場合は、これによりパ
フォーマンスの問題が解決されることがあります。この機能を使用するには、Performance AdministratorロールかPerformance
Operatorロール、またはPerformance Kill Process (Performanceのプロセス終了)権限が割り当てられている必要があります。
プロセスの終了アクションには、Direct Connect 1.3.0以降が必要です。

[Live Process Monitor (ライブプロセスモニター)] テーブルでプロセスを選択して、[Terminate Process (プロセスの終了)] をクリックしま
す(複数のプロセスが選択された場合は [Terminate Processes (プロセスの終了)]) 。
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[Terminate Process (プロセスの終了)]、[Force Terminate Purocess (プロセスの強制終了)]、または[Cancel (キャンセル)] をクリック
します(複数のプロセスの場合は、[Terminate Processes (プロセスの終了)]、[Force Terminate Processes (プロセスの強制終
了)]、または [Cancel (キャンセル)])。ユーザ名とパスワード を入力して、[Submit (送信)] をクリックします。

エンドポイント 情報を表示する
[Info (情報)] アイコンにカーソルを合わせると、そのエンド ポイント に関する詳細情報が表示されます。オペレーティングシステム、モデ
ル、シリアル番号、IPアド レス、論理プロセッサ、ログインユーザ。
[Resource Summary (リソースのサマリ)] セクションには、CPU、メモリ、ネット ワーク、ディスク情報が表示されます。

データの時間枠を設定する
をクリックして、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)] を選択するか、Set Custom Scope (カスタム範囲の設定) をクリックすると、UTC時間でカスタム日付と時刻の時
間枠を定義することができます。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 には、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 (ルールの種類)、
Start Time (開始時刻)、Duration (持続時間)、Details (詳細)からなるグリッド が表示されます。[Filter Items (フィルタ項
目)] フィールド を使用すると、グリッド 結果をすばやくフィルタリングすることができます。
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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: いくつかあるCPU関連の指標を表示することで、CPUに関するより詳細な情報を提供します。CPU(%)、
ユーザ(%)、カーネル(%)、および割り込み(%)。Windowsエンド ポイント にはDPC(%)も含まれます。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: メモリ関連の2つの指標を表示することでメモリの使用に関するより詳細な情報を提供します。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。

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。
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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。次の指標を選択すると、そのアダプタに関する情報を表示することができます。
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。次の指標を選択すると、そのディスクの情報を表示することができます。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)。

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の使用状況を表示します。チャート に表示するプロセ
スを選択します。選択された時間枠が1日以下の場合は、[Show Top Purocesses (上位プロセスを表示)] をクリックすること
で、その時間枠の上位プロセスのみを表示することができます。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。
IOチャート は、WindowsおよびLinuxエンド ポイント の情報のみを表示されます。
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アプリケーションクラッシュ
選択した時間枠中にエンド ポイント で発生したアプリケーションクラッシュを表示します。[Filter items (フィルタ項目)] フィールド
を使用すると、グリッド 結果をすばやくフィルタリングすることができます。
[Application Crashes (アプリケーションクラッシュ)] チャート は、Windowsエンド ポイント の情報のみを
表示します。

システムクラッシュ
選択した時間枠内にエンド ポイント で発生したシステムクラッシュを表示します。[Filter items (フィルタ項目)] フィールド を使用
すると、グリッド 結果をすばやくフィルタリングすることができます。
[System Crashes (システムのクラッシュ)] チャート は、Windowsエンド ポイント の情報のみを表示しま
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
囲をPast Hour (過去1時間)に設定していて、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
範囲をPast Hour (過去1時間)に設定していて、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、時間範囲をPast Hour (過去1時間)に設定していて、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。
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、時間範囲をPast Hour (過去1時間)に設定していて、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3:30～午後4:30の範囲の15分刻みの表示になります。
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イベント の注釈
イベント の注釈は、イベント が発生した期間を赤色で強調表示します。注釈をクリックすると、そのイベント の詳細が表示されます。

範囲セクションでイベント の注釈をオン/オフできます。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

70ページ

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に送信するには、ログなどの関連情報を収集します。

ログを収集 する
情報は、ブラウザでダウンロード できる圧縮ZIPファイルとして保存されます。
1.

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

2.

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 に問い合わせて、ZIPファイルを送信する最適なオプションを決めてください。詳細は、Taniumサポート に問い合
わせる(75ページ)を参照してください。

エンド ポイント からト ラブルシューティング情報を収集する
Client Managementを使用すると、エンド ポイント に直接接続して、ログやその他の痕跡物の束を収集することができます。
1.

メインメニューから、[Administration (管理)] > [Shared Services (共有サービス)] > [Client Manaement] をクリックします。

2.

Client Managementのメニューで、[Client Settings (クライアント 設定)] をクリックします。

3.

[Direct Connect (直接接続)] 検索ボックスに、IPアド レスまたはコンピュータ名をフルにまたは一部を入力します。
検索が終了すると、検索結果が表示されます。

4.

検索結果からコンピュータ名をクリックしてエンド ポイント に接続します。

5.

[Gather (収集)] タブをクリックします。[Domain (ド メイン)] セクションで、ト ラブルシューティング情報を収集するカテゴリまたは
Taniumソリューションを選択します。

6.

[Gather from Endpoint (エンド ポイント から収集)] をクリックします。
選択したログと痕跡物がエンド ポイント から収集されます。[Must Gathers (必須収集)] セクションにパッケージが表示され、パッ
ケージにはタイムスタンプと呼応する名前が付きます。

7.

[Run State (実行状態)] 列に[Finished (終了)] と表示されたら、パッケージを選択し、[Download (ダウンロード )] をクリックし
て、ト ラブルシューティング情報を含むZIPファイルをダウンロード します。

エンド ポイント との直接接続についての詳細は、『Tanium Direct Connectユーザガイド 』を参照してください。
Client Managementでのクライアント の健全性機能の使用についての詳細は、「Tanium Client Managementユーザガイド ：クライア
ント の健全性監視」を参照してください。
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保持設定を設定できない
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。

PeformanceのTrendsボードの問題
「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Overview (概要)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 が起動しているかどうか確認します。
Trendsで最新版がPeformanceボード の表示されない場合は、Performanceボード を削除し、初期ギャラリーからボード をインポート
し直します。アップグレード 中、既存のボード が自動的に更新されることはありません。詳細は、以下を参照してください。Tanium
Trendsユーザガイド ：初期ギャラリーをインポート するを参照してください。

Performance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、Performanceカバー率指標でエンド ポイント が要注意または未対応と報告される理由と、実施可能な是正措置をまとめてい
ます。
理由

是正措置

Performanceプロファイルがエンドポイント

Interactから「Get Performance - Configured from all machines」Questionを実 行 してくださ

にインスト ールされていない

い。このQuestionの結 果 によって、エンドポイント が要 注 意 に分 類 された理 由 が分 かります。
エンドポイント のステータスが「Needs Profile (プロファイルが必 要 )」の場 合 は、プロファイルのコン
ピュータグループによって監 視 するすべてのエンドポイント がカバーされていることを確 認 します。

Performanceプロファイルがエンドポイント

Interactから「Get Performance - Configured from all machines」Questionを実 行 してくださ

にインスト ールされていない

い。このQuestionの結 果 によって、エンドポイント が要 注 意 に分 類 された理 由 が分 かります。
エンドポイント のステータスが「Needs Tools (ツールが必 要 )」の場 合 は、Performanceによってサポー
ト されるすべてのオペレーティングシステムがPerformanceアクショングループとDirect Connectアクション
グループに含 まれていることを確 認 します。Performanceの運 用 に必 要 なPerformanceのツールと
Direct Connectのツールを受 け取 るエンドポイント は、これらのアクショングループのメンバーシップによっ
て決 められます。

サポート されているバージョンのTanium

Interactから「Get Performance - Configured from all machines」Questionを実 行 してくださ

Clientがエンドポイント にインスト ールされて

い。このQuestionの結 果 によって、エンドポイント が要 注 意 に分 類 された理 由 が分 かります。

いない

エンドポイント のステータスが「Not Configured (未 設 定 )」で、Needs Tanium Client Upgraded
(Tanium Clientのアップグレード が必 要 )」という詳 細 が表 示 された場 合 は、エンドポイント 上 の
Tanium ClientをPerformanceでサポート されているバージョンにアップグレードしてください。サポート さ
れているバージョンについては、「要 件 」のリスト を参 照 してください。
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理由

是正措置

エンドポイント に十 分 な空 きディスク領 域

Interactから「Get Performance - Configured from all machines」Questionを実 行 してくださ

がない

い。このQuestionの結 果 によって、エンドポイント が要 注 意 に分 類 された理 由 が分 かります。
エンドポイント のステータスが「Not Configured (未 設 定 )」で、「Needs More Disk Space (ディスク容
量 の追 加 が必 要 )」という詳 細 が表 示 された場 合 は、エンドポイント のディスク容 量 を解 放 してくださ
い。ディスク容 量 要 件 についての詳 細 は、「ディスク容 量 要 件 」を参 照 してください。

エンドポイント でTanium TSDBが無 効 に

Interactから「Get Performance - Configured from all machines」Questionを実 行 してくださ

なっている

い。このQuestionの結 果 によって、エンドポイント が要 注 意 に分 類 された理 由 が分 かります。
エンドポイント のステータスが「Not Configured (未 設 定 )」で、「Tanium TSDB is disabled (Tanium
TSDBが無 効 )という詳 細 が表 示 された場 合 は、そのエンドポイント が現 在 プロファイルの対 象 であるこ
とを確 認 してください。エンドポイント をプロファイルの対 象 にしているにもかかわらず、Performance Configured (設 定 済 み)センサーからエンドポイント のTanium TSDBが無 効 と報 告 される場 合 は、
Taniumサポート に問 い合 わせください。詳 細 は、Taniumサポート に問 い合 わせる(75ページ)を参 照 し
てください。

エンドポイント でサポート されているオペ

Interactから「Get Performance - Configured from all machines」Questionを実 行 してくださ

レーティングシステムが実 行 されていない

い。このQuestionの結 果 が「Unsupported (未 対 応 )」の場 合 、そのエンドポイント のオペレーティング
システムはPerformanceによってサポート されていません。
サポート されているオペレーティングシステムのバージョンについては、「サポート されているオペレーティン
グシステム」のリスト を参 照 してください。

重要なパフォーマンスイベント が発生したエンドポイント を監視およびト ラブル
シューティングする
次の表は、重要なパフォーマンスイベント が発生したエンド ポイント 指標が期待値に満たない場合の要因と、実施可能な是正措置を
まとめています。
理由
リソースを集 中 的 に使 用 するソフト ウェア

是正措置
l

ベンダに相 談 する。

l

その他 のソフト ウェア干 渉 (セキュリティソフト ウェア除 外 )がないか調 査 する。

l

影 響 を受 けるマシンでのソフト ウェアバージョンの共 通 点 を調 査 する。

ハードウェアのパフォーマンスが低 い

モデルを交 換 するか、ハードウェアをアップグレードすることを検 討 する。

イベント しきい値 の定 義 が不 適 切

プロファイルでしきい値 と持 続 時 間 の値 を大 きくすることを検 討 する。
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理由

是正措置

システムクラッシュ

ディスク容 量 が不 十 分

アプリケーションクラッシュ

l

古 いドライババージョンの有 無 を確 認 する。

l

多 数 のバグチェックIDの原 因 を調 査 する。

l

古 いBIOSまたはファームウェアのバージョン。

l

古 いまたは既 知 のカーネルモードドライバ不 良 。

l

ハードウェアの不 具 合 。

l

ディスク容 量 を使 用 しているリソースを調 査 する。

l

ディスク容 量 を解 放 する。

l

ユーザが使 用 できるディスク領 域 を増 やす。
l

仮 想 ボリュームを拡 張 する。

l

物 理 マシンのディスクをアップグレードする。

l

ソフト ウェアベンダーに相 談 する

l

Direct Connectセッションでファイルブラウザを使 用 して、ログまたはダンプファイルを取 得 して調 査 し
ます。

エンドポイント からPerformance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Performance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、Performanceの行を選択し、必要に応じてド リルダウンして、Performance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Performanceを選択します。
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6.

(任意) デフォルト では、削除したツールを再インスト ールすることはできません。ツールを自動的に再インスト ールできるようにする
には、[Block reinstallation (再インスト ールをブロック)] を選択解除します。ほぼすぐに再インスト ールが行われます。
エンド ポイント に対する再インスト ールがブロックされている場合、モニターのデプロイ時にには、対象のエンド ポイ
ント に従って、[Endpoint Configuration - Unblock Tool (ツールのブロック解除)[Windows]] または [Endpoint
Configuration - Unblock Tool (ツールのブロック解除)[Non-Windows]] パッケージをデプロイする必要がありま
す。

7.

(任意) エンド ポイント からすべてのPerformance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) Performanceのツールと依存関係があったすべてのツールあるいは他のモジュールのツールと依存関係がないすべての
ツールも削除するには、[Remove unreferenced dependencies (参照されていない依存関係の削除)] を選択します。

9.
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。

Performanceをアンインスト ールする
1.

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

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.

資格情報を入力し、[OK] をクリックしてアンインスト ール処理を開始します。

5.

[Solutions (ソリューション)] ページに戻り、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。
仕様により、アンインスト ール処理によって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。

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：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

使用可能なメモリ

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

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。
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。

CPUクリティカル
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[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)およびKernel Time (カーネル時間)の監視は、Windowsと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。
1.

CPU使用率：CPUの使用率を監視して、CPUの競合を検知します。

2.

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。
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。

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 (持続時間)] フィールド には、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。

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。
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。

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。
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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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