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この文書の内容は予告なく変更されることがあります。また、本書に記載の内容は「現状のまま」提供されており、正確には万全を期
しておりますが、Taniumの顧客販売契約に規定されている保証を除き、明示または暗黙を問わずいかなる保証もしません。別段の
規定がない限り、Taniumはいかなる責任も負いません。Taniumおよびそのサプライヤは、Tanium Inc.がかかる損害の可能性を事前
に通知されていたとしても、本書の使用または使用できないことから生じる､利益損失やデータ損失をはじめとする間接的損害や特別
損害、結果的損害､および付随的損害に対して一切の責任を負いません。
本書で使用されているIPアド レスは、実際のアド レスであることを意図していません。本書に記載されている例、コマンド 表示出力、
ネットワークトポロジ図、およびその他の図は、例示の目的にのみ使用されています。例示コンテンツに実際のIPアド レスが使用されて
いたとしても、特別な意図はなく、偶然です。
最新のTanium製品のマニュアルについては、https://docs.tanium.com を参照してください。
この文書には、第三者が提供するコンテンツや製品(ハード ウェアおよびソフトウェアを含む)、サービス(「第三者のアイテム」)に対するア
クセス手段や､第三者のそうした情報そのものが含まれていることがあります｡ Tanium Inc.およびその関連会社は、(i)それらの第三者
のアイテムに対して責任を負うものではなく、第三者のアイテムに関するすべての保証および責任を明示的に放棄し、(ii)お客様と
Taniumとの間の有効な契約に明記されているのでない限り、かかる第三者のアイテムへのアクセスや、利用に起因する損失、費用ま
たは損害について責任を負いません。
また、この文書は､特定の第三者のアイテムの使用やTanium製品との組み合わせを求めるものでも､想定するものでもありません。そ
のような組み合わせによって生じた知的財産権の侵害について、Taniumおよびその関連会社は一切責任を負いません。第三者のア
イテムとTanium製品の組み合わせが適切であるかどうか､また第三者の知的財産権を侵害しないかどうかの判定の責任はTaniumで
はなくお客様にあります｡
Taniumは、Tanium Softwareの操作をより直感的にして、成功までの時間を短縮できるよう最高のアクセシビリティ基準の達成に全
力で取り組んでいます。高いアクセシビリティ基準を確保するため、Taniumは米国連邦規則、特に1998年のリハビリテーション法の第
508項に準拠しています。当社は、長年にわたって製品開発の過程でサード パーティのアクセシビリティ評価を実施してきました。最近
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できるようにしています。
新製品や新機能を続々と提供する中、Taniumはテストを実施することでアクセシビリティ指針の徹底を図ります。Taniumは、問題の
重要度と変更の範囲を踏まえ、実現可能な範囲でこの徹底に最大限の努力をすることをお約束します。これらの目標は、当社の既
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Tanium Core Platformサーバの概要
このガイド は、下記のTanium™ Core Platformサーバをカスタマー提供のWindowsインフラスト ラクチャにインスト ールする要件と手順を
説明します。
l

Tanium™ Server

l

Tanium™ Module Server

l

Tanium™ Zone Server(Tanium™ Zone Serverハブを含む)

Taniumインフラスト ラクチャの種類
Tanium Core Platformサーバは、次のインフラスト ラクチャオプションをサポート します。
l

強化した物理的、または仮想のTanium Appliance(推奨)：詳細については、Tanium Applianceインスト ールガイド を参照し
てください。

l

このガイド に記載されているように、顧客が提供するハード ウェアのWindowsインスト ール。

Tanium Server
Tanium Serverは、Tanium Client、他のTanium Core Platformサーバ、およびTaniumコンテンツパックをホスト する
content.tanium.comサーバと通信するサーバです。Tanium ClientはTanium Serverと直接、またはプロキシとして行動する
Tanium Zone Serverを通して通信します。Tanium Serverはまた、Tanium™ ConsoleおよびAPIサービスも実行します。
Tanium Serverは、Tanium Module Serverやデータベースサーバとは別の専用ホスト 、または3つのサーバすべてが共有するオールイ
ンワンホスト にインスト ールできます。エンタープライズ本番またはラボ環境用の専用ホスト を使用(Tanium Core Platformト ポロジー
(ページ12)を参照)。オールインワンアーキテクチャは概念実証(POC)デプロイ用のみ。
2つのTanium Serverを1つのアクティブ/アクティブ高可用性(HA)クラスタにデプロイして、故障や定期メンテナンス時の継続的な可用性
を確保できます。HA デプロイには次の特徴があります。
Tanium Client接続
Tanium Clientは、Tanium Serverリスト を使用して、割り当てられたプライマリTanium Serverが利用できない場合に自動的
にバックアップサーバを探します。
Tanium Zone Serverの接続
Tanium ServerからZone Server Hubを経由してHA Zone Serverにフェイルオーバー接続を構成することができます。これによ
り、1台のTanium Serverが停止しても両方のZone ServerがTanium Clientにサービス提供し続けることができます。詳細は、
Zone Serverの高可用性(ページ9)を参照してください。
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共有データベース
HAクラスタのTanium Serverは、1つの共有データベースを読み書きします。同じクラスタ内の他のサーバが相互に特定できる
よう､各サーバはtaniumデータベースに自身のエント リを作成します｡ データベース管理のベスト プラクティスに従ってデータベース
サーバの可用性を確保し､Taniumデータベースと関連するデータベースオブジェクト が確実に定期的にバックアップされるように
してください｡
Tanium Console
HA クラスタメンバのそれぞれに専用のURLを持つTanium Consoleがあります。
Tanium™ソリューションモジュール
このモジュールは、HA クラスタ内のすべてのTanium Serverが共有するTanium Module Serverにインスト ールされます。しかし
ながら、すべてTanium Serverでこのモジュールを使用できるようにするには、各クラスタメンバのTanium Consoleを通してモ
ジュールをインポート する必要があります。Module ServerはHAをサポート していません。
HAクラスタ通信
各サーバは、ポート 17472を介して他のクラスタメンバーにTaniumメッセージ(Questionに対する回答など)を渡します。パッケー
ジファイルを1つのTanium Serverにアップロード すると、他のHAクラスタメンバーへのファイルも自動的に同期されます。
Taniumの容量拡張やパフォーマンス向上のためにHAクラスタリングを行う必要はありません。スタンド アロンの
Tanium Core Platformサーバのホスト システムハード ウェアおよびオペレーティングシステムは､それぞれ必要と
される容量やパフォーマンスに応じてサイジングできます。詳細は、関連情報：ホスト システムのサイジングに関
するガイド ラインを参照してください。

専用のWindows Serverホスト にスタンド アロン(非HA)Tanium Serverをインスト ールするには、Tanium Serverのインスト ールを参照
してください。HA デプロイにTanium Serverをインスト ールするには、アクティブ/アクティブHAクラスタにTanium Serverをインスト ールする
を参照してください。

Tanium Module Server
Tanium Module Serverは、Tanium™ Patchなど、Taniumのソリューションモジュール用のアプリケーションサービスおよびスト アファイル
を実行します。Taniumの管理者は、Tanium Consoleを使用して、ソリューションモジュールを管理および使用できます。Module
Serverは、Tanium Serverとのみ直接通信します。エンド ポイント はパッケージをTanium ServerまたはZone Server経由で受信しま
す。
本番デプロイでは、Module Serverを専用ホスト (Tanium Serverとの共有ホスト ではなく)にインスト ールし、スクリプト が故意か誤って
かに関わらずTanium Serverに直接影響を及ぼすことを回避します。手順については、Tanium Module Serverのインスト ールを参照
してください。

一部の概念実証(POC)デプロイのみで、Module ServerとTanium Serverを同じホスト にインスト ールできます。
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Tanium Zone Server
Taniumのデプロイ時、Tanium ClientはTanium Serverとの接続を開始します。ただし、通常はエンタープライズネット ワークセキュリ
ティポリシーによって、信頼済みでないネット ワークにあるエンド ポイント はTanium Serverなど信頼済みの内部ネット ワークにあるリソー
スとの接続を開始できないようになっています。Tanium Serverが外部エンド ポイント を管理できるようにしたい場合は、DMZ内に1つま
たは複数のTanium Zone Serverをデプロイして外部エンド ポイント からの通信をプロキシ経由にします｡ Tanium Zone Serverのイン
スト ールの手順を参照してください。
次の図に、Zone Serverの通信を示します。Zone Serverは、DMZ上のデバイスに1つのサービスとしてインスト ールされます。これは、
内部ネット ワークのホスト コンピュータ(通常はTanium Serverホスト コンピュータ)にインスト ールするTanium Zone Server Hubプロセス
を介して、Tanium Serverと通信します。外部エンド ポイント 上でTanium Clientをセット アップし、プライマリTanium Serverであるかの
ように､Zone Serverに登録します。
図1：Zone Serverのデプロイ

*デフォルト では、Zone Serverは、Zone Server HubおよびTanium Clientからのト ラフィックに対して同じポート (デフォルト では17472)
を使用します。ただし、Zone Serverのセキュリティを向上させるためのベスト プラクティスとして、ハブとクライアント の個別のポート を設定
します(Zone ServerハブおよびTanium Clientからのト ラフィックのポート を設定するを参照してください)。

Zone Serverのキャッシュ
Taniumシステムパフォーマンスを最適化するには、Zone ServerはアクションパッケージファイルとTanium Client APIを介してリクエスト さ
れたファイルをキャッシュします。これらのリソースは、Tanium Serverから再要求する必要なく、クライアント に提供されます。Zone
Server上のディスクスペースの過剰消費を防止するには、最大キャッシュサイズを設定することができます。Tanium Serverホスト 上で
Zone Serverハブが実行されているデプロイでは、ハブは独自のキャッシュを持たず、Tanium Serverのキャッシュを使用します。ハブが
専用ホスト にある場合は、ハブ上のキャッシュを有効にする必要があります。Zone ServerまたはZone Server Hubでキャッシュを設定
する場合は、Zone ServerおよびZone Server Hub上のキャッシュを管理するを参照してください。

Zone Serverの高可用性
2つのZone Serverと2つのZone Serverハブをアクティブ/アクティブ高可用性(HA)設定にデプロイして、故障や定期メンテナンス時の継
続的な可用性を確保できます。次の図は、Tanium Server、Zone Serverハブ、およびZone ServerのHA ペアを持つデプロイを示し
ています。この例では、Zone Serverハブは、Tanium Server上でローカルに実行されます。
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図2：Zone ServerのHAデプロイ

この展開環境における可用性の継続性は、次の接続(図2の番号に対応)によって確保されています。
1

各 Zone Serverハブは、単 一 のTanium Serverに接 続 します。

2

各 Zone Serverハブは、両 方 のZone Serverに接 続 します。

Tanium Core Platform7.4では、各Zone ServerのHubPriorityList設定を構成して、サーバがTanium Clientのコンテンツ
(センサー定義、設定情報、アクションパッケージファイルなど)を受信する優先Zone Serverハブを指定することができます。
複数のZone Serverとハブとのデプロイでは、HubPriorityListを構成することにより、各Zone Serverが最も近いハブからコン
テンツを受信することを確実にするベスト プラクティスです。この設定を構成すると、ひとつのハブが両方のサーバに対応するの
ではなく個々のハブがひとつのZone Serverに確実に対応することでハブの使用率も最適化できます。Tanium Zone Server
のインスト ールの手順を参照してください。
図2で、Zone Server1(zs1.example.com)のHubPriorityListは、Zone Serverハブ1(ts1.example.com)を指定します。した
がって、ts1.example.comが使用可能な限り、zs1.example.comはそのハブからのみクライアント コンテンツを受信します。
図の実線は、優先ハブが利用可能となったときの接続を示しています。優先ハブがダウンしている場合、Zone Serverは他
のハブからクライアント コンテンツを受信します。図の点線は、フェイルオーバー接続を示します。
3

Tanium Clientは、両 方 のZone Serverを介 して登 録 するため、両 方 のTanium Serverがクライアント を管 理 できます。Tanium Serverは、
アクティブ/アクティブな可 用 性 を確 保 するため、互 いに同 期 します。

Zone Serverは高可用性 同期を実行せず、ハブも実行しません。

高可用性 デプロイにより、1つのTanium ServerまたはZone Server、またはどちらかがダウンした場合でも、エンド ポイント の管理を継
続できます。この例では、Tanium Server 1 (ts1.example.com)がダウンすると、Zone Server Hub 2はTanium Clientコンテンツを
Tanium Server 2 (ts2.example.com)からZone Server1 (zs1.example.com)に転送するため、クライアント へのサービスを継続できま
す。次の図は、このシナリオを示しています。
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図3：HAデプロイでのTanium Serverのフェイルオーバー

この例ではZone Server1がダウンすると、Zone Server2 (zs2.example.com)は、優先ハブ、Zone Server Hub 2 (ts2.example.com)
からTanium Clientコンテンツを受信します。Zone Server Hub 1 (ts1.example.com)からzs2.example.comへの接続は、
ts2.example.comが利用可能な限り、スタンバイ接続のままです。次の図は、このシナリオを示しています。
図4：HAデプロイにおけるZone Serverのフェイルオーバー

Tanium Core Platformを使用して外部エンド ポイント を管理する際には、外部クライアント に内部エンド ポイント と同
じ内部リソースへのアクセス権がない可能性のあることを考慮してください。Active Directoryサーバなどの内部ネット
ワーク上のリソースに外部エンド ポイント 上のTanium Clientがアクセスを試みないようアクションを絞り込みます。
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Tanium Core Platformト ポロジー
次の図に示すように、組織の本番用デプロイでは、Tanium Server、Tanium Module Server、およびデータベースサーバは、それぞれ
別々のホスト にインスト ールする必要があります。概念実証(POC) デプロイでは、これら3つのサーバを同じホスト にインスト ールします。
しかしながら、POCアーキテクチャはデモ目的のみで、エンタープライズデプロイはサポート していません。ソフト ウェアのアップグレード とコ
ンテンツソリューションのテスト を行うために使用するエンタープライズラボ環境には、本番環境のアーキテクチャを使用するのがベスト プラ
クティスです。以下の図は、HA構成における生産またはラボのデプロイを示しています。
図5：エンタープライズ本番またはエンタープライズラボデプロイ

*デフォルト では、Zone Serverは、Zone Server HubおよびTanium Clientからのト ラフィックに対して同じポート (デフォルト では17472)
を使用します。ただし、Zone Serverのセキュリティを向上させるためのベスト プラクティスとして、ハブとクライアント の個別のポート を設定
します(Zone ServerハブおよびTanium Clientからのト ラフィックのポート を設定するを参照してください)。
Tanium Core Platformサーバと外部サーバ間のプロキシサーバを使用するデプロイのト ポロジーについては、Tanium Consoleユーザ
ガイド ：プロキシサーバ設定の構成を参照してください。
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要件
このト ピックでは、Tanium Core Platformのインスト ール要件についてまとめています。
Tanium Clientのホスト システム要件については、「Tanium Client管理ユーザガイド : 要件」を参照してください。

インスト ールパッケージとライセンスファイル
Taniumからは、Tanium Server、Tanium Module Server、Tanium Zone Serverをインスト ールに必要なインスト ールパッケージファイ
ルとライセンスファイルが提供されます。
l

SetupServer.exe

l

SetupModuleServer.exe

l

SetupZoneServer.exe

l

tanium.license

これら3つのサーバそれぞれのインスト ールパッケージのビルド 番号はすべて同じである必要があります(たとえば、すべてのビルド 番号が
7.4.5.1200)。このガイド の手順を行うにあたっては、これらのファイルをホスト コンピュータにコピーできること、またホスト コンピュータ間で
ファイルをコピーできることを確認してください。
ライセンスは、Tanium Serverに割り当てたホスト 名に結び付けられます。高可用性(HA)デプロイでは、ライセンスに両方のTanium
Serverのホスト 名を指定しなければなりません。Taniumサポート に問い合わせる(ページ65)。

サーバのバージョンとホスト システム要件
表1は、お客様が提供するWindowsインフラスト ラクチャにインスト ールするTanium Core Platformおよびデータベースサーバの基本要
件をまとめたものです。バージョンの詳細仕様とサイジングのガイド ラインについては、関連情報：ホスト システムのリソースに関するガイ
ド ライン(ページ75)を参照してください。
Taniumソリューション(モジュールおよび共有サービス)には、Tanium Core Platformサーバに関する追加要件がある場合があります。
表2には、これらの要件を記載したユーザガイド のセクションへのリンクが記載されています。

次のWindows Serverプラット フォームのStandard、Enterprise、Datacenterの各エディションに対応しています。
Server CoreおよびNano Serverオプションには対応していません。
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表 1：サーバのハード ウェアおよびソフト ウェア要 件
サーバ

ハード ウェア

オペレーティングシステム

Tanium Server

CPUコア数 : 8～ 80

l

Windows Server 2019

l

Windows Server 2016

l

Windows Server 2012 R2

l

Windows Server 2012

l

Windows Server 2019

l

Windows Server 2016

l

Windows Server 2012 R2

l

Windows Server 2012

メモリ: 32GB～ 512GB
ディスク：250GB～ 3TB

データベースサーバ

CPUコア：4～ 32
メモリ：8～ 48GB
ディスク：150GB〜 750GB
データベースサイズ: 20GB〜

ソフト ウェア
Tanium Consoleを使 用 するには、ウェブ
ブラウザが必 要 です。Tanium Console
ユーザガイド：ウェブブラウザ要 件 を参 照 し
てください。

l

7.2以 降 )
l

500GB
ディスクアレイのIOPS:

Microsoft SQL Server 2019 (Tanium

Microsoft SQL Server 2017 (Tanium
7.2以 降 )

l

Microsoft SQL Server 2016

l

Microsoft SQL Server 2014

l

Microsoft SQL Server 2012

l

PostgreSQL Server 9.5以 降 (ホスト

100～ 1000

コンピュータの仕 様 とPostgreSQL
Serverのバージョン仕 様 については、
Taniumサポート に問 い合 わせる(ペー
ジ65)説 明 を受 けてください)。
Tanium Module

CPUコア数 : 8～ 80

Server

メモリ: 32GB～ 512GB
ディスク：150〜 300GB

Tanium Zone

CPUコア数 : 8～ 80

Server

メモリ：16GB～ 256GB
ディスク：250GB～ 3TB

l

Windows Server 2019

l

Windows Server 2016

l

Windows Server 2012 R2

l

Windows Server 2012

l

Windows Server 2019

l

Windows Server 2016

l

Windows Server 2012 R2

l

Windows Server 2012

次の表のリンクをクリックすると、各Taniumモジュールと共有サービスの最小Tanium Core Platformバージョン(Taniumの依存関係)と
他のプラット フォームサーバ要件を見ることができます。
表 2：Tanium Core Platformサーバのソリューション別 の要 件
製品

Taniumの依 存 関 係

サーバ要 件

Asset

Taniumの依 存 関 係

Tanium Module Server

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ14

表 2：Tanium Core Platformサーバのソリューション別 の要 件 (続 き)
製品

Taniumの依 存 関 係

サーバ要 件

Client Management

Taniumの依 存 関 係

Tanium Core PlatformサーバとTanium Clientの互 換 性

Comply

Taniumの依 存 関 係

追 加 要 件 なし

Connect

Taniumの依 存 関 係

Tanium Module Server

Deploy

Taniumの依 存 関 係

Tanium ServerとModule Server

Direct Connect

Taniumの依 存 関 係

Tanium Module Server
ゾーンプロキシサーバの要 件

Discover

Taniumの依 存 関 係

Tanium Module Server

Endpoint Configuration

Taniumの依 存 関 係

Tanium Module Server

End-User Notifications

Taniumの依 存 関 係

Tanium Module Server

Enforce

Taniumの依 存 関 係

追 加 要 件 なし

Health Check

Taniumの依 存 関 係

Tanium Module Server

Impact

Taniumの依 存 関 係

Tanium Module Server

Incident Response

Taniumの依 存 関 係

追 加 要 件 なし

Integrity Monitor

Taniumの依 存 関 係

追 加 要 件 なし

Interact

Taniumの依 存 関 係

追 加 要 件 なし

Map

Taniumの依 存 関 係

Tanium Module Server

Network Quarantine

Taniumの依 存 関 係

Tanium Module Server

Patch

Taniumの依 存 関 係

Tanium ServerとModule Serverのコンピュータリソース

Performance

Taniumの依 存 関 係

追 加 要 件 なし

Protect

Taniumの依 存 関 係

Tanium Module Server

Reputation

Taniumの依 存 関 係

Tanium Module Server

Reveal

Taniumの依 存 関 係

Tanium Module Server

Threat Response

Taniumの依 存 関 係

Tanium Module Server

Trends

Taniumの依 存 関 係

Tanium Module Server
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Tanium Core Platformサーバとクライアント の互換性
Tanium Clientは、クライアント と同じバージョンまたはクライアント よりも新しいのバージョンのTaniumTMプロト コルを実行している
Tanium Core Platformサーバ(Tanium Server、Tanium Module Server、Tanium Zone Server)にのみ接続できます。バージョン7.3
以前のサーバおよびクライアント は、Tanium Protocol 314を実行します。バージョン7.4以降のサーバおよびクライアント は、Tanium
Protocol 315を実行します。事実上、このことは、サーバは以前のクライアント と下位互換性があることを意味します。たとえば、バー
ジョン7.4のサーバはTanium Client 7.2をサポート しますが、Tanium Client 7.4はバージョン7.2のサーバに接続できません。
Taniumプロト コルについての詳細は、Tanium Core Platformデプロイリファレンスガイド ：Tanium Core Platformの
TLSの概要を参照してください。

Tanium Core PlatformサーバおよびTanium Clientのリリース番号は、7.4.5などの<major release>.<minor release><point

release>の形式です。クライアント は、ポイント リリース番号が一致しているかどうかに関係なく、メジャーリリース番号とマイナーリリース
番号が一致した場合にサーバに接続できます。たとえば、Tanium Client 7.4.5はTanium Server 7.4.2に接続できます。

l

Tanium Core PlatformサーバとTanium Clientがリリースのすべての機能および修正を使用できるようにするに
は、両方を同じメジャーリリース、マイナーリリース、およびポイント リリースにアップグレード します。

l

Tanium ClientをTanium Core Platformサーバと同じホスト にインスト ールしてはいけません。Tanium Core
Platformサーバマシンにクライアント をインスト ールする場合、サーバがTanium環境の運用に影響する可能性
のあるエンド ポイント アクションの対象にならないように、また、不正なユーザがエンド ポイント としてサーバにアク
セスするのを防ぐよう対策を講じる必要があります。Tanium Applianceにクライアント をインスト ールすることは
できません。また、Tanium Client Managementを使用してTanium Module Serverにクライアント をインスト ー
ルすることはできません。

インターネット アクセス、ネット ワーク接続、ファイアウォール
Taniumコンポーネント は、TCP/IPを使用してIPv4とIPv6ネット ワーク通信を行います。Tanium Core Platform 7.2以前は、IPv4のみを
サポート しています。バージョン7.3以降のIPv6サポート が必要な場合は、Taniumサポート に問い合わせる(ページ65)を参照してくださ
い。ネット ワーク管理者を協力して、Taniumコンポーネント にIPアド レスがプロビジョニングされていること、またDNSを使用してホスト 名
を解決できることを確認する必要があります。
インスト ールと継続的な運用のどちらでも、Tanium ServerとTanium Consoleのアクセスに使用するウェブブラウザは
https://content.tanium.comに接続して、Tanium Core Platformのコンポーネント とモジュールのアップデート をインポート する
必要があります。インポート するコンポーネント によっては、Tanium Serverはその他のURLにも接続する必要があります。必要なURL
のリスト に関しては、Tanium Core Platformデプロイリファレンスガイド ：必要なインターネット URLを参照してください。
Tanium Serverは、TaniumデータベースサーバおよびModule Serverに接続できる必要があります。HAデプロイでは、Tanium Server
は、信頼性の高いイーサネット 接続を介して相互に接続できる必要があります。これらの接続すべてには、1Gbpsの最小スループット と
30msの最大往復遅延時間が必要です。
企業ネット ワーク環境でプロキシサーバを通過するためにアウト バウンド インターネット 接続が必要な場合は、プロキシ設定をTanium
Consoleユーザガイド ：プロキシサーバ設定の構成を参照してください。
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表3、Tanium Core Platformの通信に使用されるTaniumプロセスとポート のデフォルト 値をまとめています｡ ホスト とネット ワークファイア
ウォールには、指定のプロセスが記載のポート を介してTCPデータを送受信できる設定が必要になる場合があります。Taniumインス
ト ーラは、Windowsホスト ファイアウォールの必要なポート を開きます。プラット フォームのコンポーネント が通信経路内のセキュリティバリ
ア(ファイアウォールなど)を介して通信できるようにするには、ネット ワークセキュリティ管理者と協力する必要があります。詳細について
は、Tanium Core Platformデプロイリファレンスガイド ：ネット ワークポート を参照してください。
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。

またセキュリティ管理者は、ホスト コンピュータ上で実行されるTaniumプロセスをウイルス対策または暗号化やその他のセキュリティおよ
び管理スタックソフト ウェアによるブロックから除外または除外するルールを作成する必要もあります。詳細については、Tanium Core
Platformデプロイリファレンスガイド ：ホスト システムのセキュリティ例外を参照してください。
表 3：Tanium Core Platformのネット ワーク通 信 ポート
コンポーネント

プロセス

インバウンド ポート

送 信 先 ポート

Tanium Server

TaniumReceiver.exe

443、17472

80、443、1433または
5432、17472 (HA)、
17477

SQL ServerまたはPostgreSQL

Sqlservr.exeまたはpostgres.exe

1433または5432

Tanium Module Server

TaniumModuleServer.exe

17477

Tanium Zone Server

TaniumZoneServer.exe

*17472

Tanium Zone Server Hub

TaniumZoneServer.exe

Tanium Client

TaniumClient.exe

17472

非 管 理 対 象 エンドポイント

CDTプラット フォーム固 有 の方 法 (デプロイ時 の

22、135、445

Server
80、443

*17472
*17472

み)
* Zone Serverのセキュリティを向 上 させるためのベスト プラクティスとして、Zone Server HubおよびTanium Clientからのト ラフィックに個 別 のポート を
設 定 します。

以下の図は、Tanium Core PlatformがWindowsインフラスト ラクチャでのHAデプロイにおいてこれらのポート をどのように使用するかを
示しています。
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図6：ネット ワーク通信ポート

SSL/TLS証明書
Tanium™ ConsoleまたはTanium™ APIとの接続、Tanium ServerとTanium Module Server間の接続、およびModule Serverとの接
続は、SSL/TLS証明書とキーの交換によって保護されます。サーバインスト ールウィザード を実行すると、自己署名証明書を生成する
か、認証局(CA)または自社のエンタープライズCAによって発行された証明書の場所を指定するよう促すメッセージが表示されます。ト
ラブルシューティングを容易にするためのベスト プラクティスとして、初期インスト ール時に自己署名証明書を使用し、後でそれらをCA発
行証明書と交換します。このベスト プラクティスによって、インスト ールにまつわる潜在的な問題をTLS接続の問題から切り分けることが
できます。詳細については、Tanium Core Platformデプロイリファレンスガイド ：Tanium Console、API、Module Serverへのアクセスの
セキュリティ確保

管理者アカウント 権限
Microsoft Active Directory (AD)管理者と協力して、Tanium Core Platformのインスト ールまたはアップグレード 中およびインスト ール
後またはアップグレード 後のアクティビティに必要なアカウント をプロビジョニングします。
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インスト ールおよびアップグレード 用の管理者アカウント
下表に、Tanium Core Platformのインスト ールまたはアップグレード 、Taniumデータベースの作成、またはTanium Clientのデプロイに
必要な管理者アカウント を示します。アカウント に、それぞれのサーバに必要なすべてのグループメンバーシップとアクセス権限があれ
ば、Tanium Serverのインスト ールおよびSQL ServerまたはPostgreSQLサーバに単一サービスアカウント を使用することができます。単
一サービスアカウント を用いてZone Serverと Zone Server Hubをインスト ールすることもできます。Module Serverのインスト ールには
別のサービスアカウント を使用する必要があります。
表 4：インスト ールおよびアップグレード に必 要 な管 理 者 アカウント のアクセス権 限
サービス

アカウント のタイプ

ホスト システム

必 要 なグループま

アカウント の目 的

たはアクセス権 限
Tanium Serverと

ADサービスアカウン

Tanium Serverホ

管 理 者 、対 話 型

このサービスアカウント は、Tanium Serverソフト ウェアのイ

Taniumデータベー

ト*

スト

サインイン

ンスト ールとアップグレードを行 います。

SQL Serverホスト

SQLインスタンスの

Tanium Serverからのインスト ーラの実 行 時 、このサービ

Sysadmin

スユーザはSQL Serverにリモート 接 続 して、Taniumと

ス

tanium_archiveデータベースを作 成 します。
PostgreSQL

Administrator

Tanium Serverからのインスト ーラの実 行 時 、このサービ
スユーザはPostgreSQL Serverにリモート 接 続 して、

Serverホスト

Taniumとtanium_archiveデータベースを作 成 します。
Administrator

このサービスアカウント は、Tanium Module Serverソフト

Tanium Module

ADサービスアカウン

Tanium Module

Server

ト*

Serverホスト

Tanium Zone

ローカルユーザまた

Tanium Zone

管 理 者 、対 話 型

このサービスアカウント は、Tanium Zone Serverソフト ウェ

ServerとZone

はAD

Serverホスト

サインイン

アのインスト ールとアップグレードを行 います。

Tanium Zone

管 理 者 、対 話 型

このサービスアカウント は、Tanium Zone Server Hubソフ

Server Hubホスト

サインイン

ト ウェアのインスト ールとアップグレードを行 います。

ローカルシステムま

Tanium Client

Administrator

このアカウント はエンドポイント に接 続 し、Tanium Client

たはAD

Deployment Tool

ソフト ウェアのインスト ールおよびアップグレードを行 いま

ホスト

す。

ウェアのインスト ールとアップグレードを行 います。

Server Hub

Tanium Client

* ローカルシステムのアカウント は､POCデプロイで使 用 できますが、本 番 デプロイでは使 用 できません。

インスト ール/アップグレード 後のアクティビティ用の管理者アカウント
下表に、Tanium Core PlatformサービスやTanium Client用のサービスの実行およびTaniumデータベースへのアクセスを含む、インス
ト ールやアップグレード 後の通常の継続的な運用に必要な管理者アカウント を示します。インスト ールやアップグレード に使用したアカウ
ント を再利用する場合は、アカウント のアクセス権限を次の表に示す権限に縮小してください。単一サービスアカウント を用いてTanium
Serverサービスの実行とTaniumデータベースへのアクセスを行うことができます。単一サービスアカウント を用いてZone ServerとZone
Server Hubをインスト ールすることもできます。Module Serverの実行には別のサービスアカウント を使用する必要があります。
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表 5：インスト ール/アップグレード 後 のアクティビティに必 要 な管 理 者 アカウント のアクセス権 限
サービス

アカウント のタイプ

ホスト システム

必 要 なグループま

アカウント の目 的

たはアクセス権 限
Tanium Serverと

ADサービスアカウン

Tanium Serverホ

ユーザレベルのアク

このサービスアカウント はTanium Serverサービスを実 行

Taniumデータベー

ト*

スト

セス権 限

します。このサービスは、サーバのインスト ール時 に選 択

ス

したオプションに応 じて、ローカルシステムまたはADアカウ
ント のコンテキスト で実 行 されます。
SQL Serverホスト

Taniumデータベー

このサービスユーザアカウント は、taniumとtaniumアーカ

スのDBO

イブデータベースにアクセスします。同 じアカウント を使 用
してTanium Serverサービスを実 行 する場 合 、アカウント
はSQL Serverにリモート 接 続 できなければなりません。ア
カウント にはTaniumデータベースのdb_ownerロールメン
バーシップが必 要 です。Tanium ServerがDBOロールの
みより高 速 にデータにアクセスできるようにするためのベス
ト プラクティスとしてサーバ状 態 を表 示 へのアクセス権 限
を割 り当 てます。

PostgreSQL

ユーザレベルのアク

このサービスユーザアカウント は、taniumとtaniumアーカ

Serverホスト

セス権 限

イブデータベースにアクセスします。同 じアカウント を使 用
してTanium Serverサービスを実 行 する場 合 、アカウント
はPostgreSQL Serverにリモート 接 続 できなければなりま
せん。

Tanium Module

ADサービスアカウン

Tanium Module

Server

ト*

Serverホスト

Administrator

このサービスアカウント はTanium Module Serverサービス
を実 行 します。このサービスは、ローカルシステムアカウン
ト のコンテキスト で実 行 されます。

Tanium Zone

ローカルユーザまた

Tanium Zone

ユーザレベルのアク

このサービスアカウント はTanium Zone Serverサービスを

ServerとZone

はAD

Serverホスト

セス権 限

実 行 します。このサービスは、サーバのインスト ール時 に
選 択 したオプションに応 じて、ローカルシステムまたはAD

Server Hub

アカウント のコンテキスト で実 行 されます。
Tanium Zone

ユーザレベルのアク

このサービスアカウント はTanium Zone Server Hubサー

Server Hubホスト

セス権 限

ビスを実 行 します。このサービスは、サーバのインスト ール
時 に選 択 したオプションに応 じて、ローカルシステムまたは
ADアカウント のコンテキスト で実 行 されます。

Tanium Client

ローカルシステム

Tanium Client
Deployment Tool

Administrator

Windowsでは、Tanium Clientサービスはローカルシステ
ムアカウント のコンテキスト で動 作 します。

ホスト
* ローカルシステムのアカウント は､POCデプロイで使 用 できますが、本 番 デプロイでは使 用 できません。
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Tanium Serverのインスト ール
このト ピックでは、専用Windows Serverホスト 上にスタンド アロンTanium Serverをインスト ールする方法を説明します。Tanium
Serverおよびそのデプロイオプションの詳細については、Tanium Server(ページ7)を参照してください。高可用性(HA)デプロイで
Tanium Serverをイント ールする場合は、アクティブ/アクティブHAクラスタへのTanium Serverのインスト ール(ページ48)を参照してくださ
い。
Tanium Serverインスト ーラは、次の処理を行います｡
l

Microsoft SQL Serverのクライアント ツールやユーティリティなどの必要なデータベースツールをすべてインスト ールします。

l

リモート データベースサーバにTaniumデータベースを作成し、それらのデータベースのデータベーステーブルを初期化します。

l

ローカルホスト コンピュータのWindowsファイアウォールで必要なポート を開きます。

l

ローカルホスト コンピュータにTanium Serverをインスト ールし、Tanium Serverサービスを開始します。このサービスによって、
Tanium Consoleをホスト するアプリケーションサーバが起動されます。インスト ール時に指定した証明書と秘密キーが、
Tanium ConsoleとAPIへのハイパーテキスト ト ランスファープロト コルセキュア(HTTPS)によるアクセスを確立します。

使用を開始する前に
Tanium Serverをインスト ールする前に、以下の要件が満たされていることを確認してください。
l

インスト ーラ: インスト ーラ(SetupServer.exe)が適切なバージョンであるか確認します。すべてのTanium Core Platformサー
バのインスト ールパッケージのビルド 番号は同じである必要があります(たとえば、すべてのビルド 番号が7.4.5.1200)。詳細は、
Taniumサポート に問い合わせる(ページ65)を参照してください。

l

Taniumライセンス: Taniumライセンスファイルのtanium.licenseにアクセスできる。

l

ホスト 要件: Tanium Serverおよびデータベースサーバのホスト システムは、展開環境に応じたハード ウェア、ソフト ウェア、ネット
ワーク接続の要件を満たしている必要があります。「要件(ページ13)」、「Tanium Serverホスト システム (ページ75)」、「SQL
Serverのホスト システム(ページ78)」、または「PostgreSQL Serverのホスト システム(ページ78)」を参照してください。

l

ユーザアカウント : Microsoft Active Directory管理者によって、Tanium Core Platformの展開に必要なアカウント がすべて設定
されている(「管理者アカウント 権限(ページ18)」を参照)｡

l

ファイアウォールのルール: ネット ワーク管理者によって、Tanium Core Platformが使用するTCPポート での通信を許可するファ
イアウォールルールが設定されている。「インターネット アクセス、ネット ワーク接続、ファイアウォール(ページ16)」を参照してくださ
い。

l

セキュリティ除外: Taniumプロセスが円滑かつ最適なパフォーマンスで動作できるよう、セキュリティチームによってホスト ベースの
セキュリティポリシーに対する例外が設定されている必要があります。「Tanium Core Platform展開リファレンスガイド : ホスト シ
ステムセキュリティの除外」を参照してください。

l

証明書とキー: Tanium ConsoleまたはAPIへのアクセスに認証局(CA)が発行した証明書を使用して、ユーザシステムから
Tanium Serversまでの接続を保護する場合は、CA発行の証明書と対応する秘密キーがTanium Serverに存在する。証明
書ファイル名はSOAPServer.crt、キーファイル名はSOAPServer.keyでなければなりません。インスト ール中、CA発行の証
明書を選択するか、Tanium Serverで自己署名証明書を生成するよう設定できます。
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ト ラブルシューティングを容易にするには、初期インスト ール時に自己署名付き証明書を使用し、後でCA発行
の証明書に置き換えます。このベスト プラクティスによって、インスト ールにまつわる潜在的な問題をTLS接続の
問題から切り分けることができます。
詳細および手順については、「Tanium Core Platform展開リファレンスガイド : Tanium Console、API、Module Serverへのア
クセスのセキュリティ確保」を参照してください。
l

データベースサーバ: データベース管理者によって、Tanium Core Platform展開環境用のデータベースサーバが作成されている
(「データベースサーバをセット アップする(ページ22)」を参照)。

データベースサーバをセット アップする
Tanium Serverをインスト ールする前に、データベース管理者はTanium Core Platform展開環境用のデータベースサーバをセット アッ
プする必要があります。Tanium Serverインスト ーラはこのサーバにTaniumデータベースを作成します。本番の展開環境では、データ
ベースはTanium Serverからのリモート 接続を許可するスタンド アロンサーバで運用する必要があります。概念実証(POC)の展開環境
では、Tanium ServerにローカルにTaniumデータベースをインスト ールすることができます。
HA展開環境では、Tanium ServerはTaniumデータベースを共有します。このため、データベースが1つのTanium
Serverに対してローカルであっても、ピアのTanium Serverはデータベースにリモート 接続する必要があります。

1.

データベースの種類を選択します。Microsoft SQLサーバまたはPostgreSQLサーバ。
PostgreSQLサーバが必要な場合は、まずTaniumサポート に問い合わせる(ページ65)。PostgreSQL Serverの
特別なディスト リビューションが必要です。詳細は、Taniumサポート ナレッジベースの記事をご覧ください(サイン
インが必要)。

2.

インスト ーラの実行時にTaniumデータベースの作成に使用する特権ド メイン管理者アカウント を作成する必要があります(「管理
者アカウント 権限(ページ18)」を参照)。

3.

Windowsのセカンダリログオンサービス(seclogon)のStartup type (スタート アップの種類)はAutomatic (自動)またはManual (手
動)に設定されている必要があります。Disabled (無効)に設定されていてはいけません。無効にされていると、Taniumデータベー
スのインスト ールは失敗します。
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a.

Windowsサービスプログラムを開きます。

b.

[Secondary Logon (セカンダリログオン)] を選択して、[Startup Type (スタート アップの種類)] をチェックします。

c.

サービスがDisabled (無効)の場合は、[Secondary Logon (セカンダリログオン)] をダブルクリックして、[Startup type (ス
タート アップの種類)] をAutomatic (自動)またはManual (手動)に設定し、[OK]をクリックします。

4.

(SQLサーバのみ)リモート 接続を許可するようにSQLインスタンスを設定します。
a.

管理者としてデータベースサーバにログインします。

b.

SQL Server Configuration Managerプログラムを開きます。

c.

ナビゲーション ペインで [SQL Server Network Configuration] ノード を開き、データベースインスタンス用のプロト コル
(Protocols for SQLEXPRESS2012など)を選択します。

d.

5.

表示ペインで [TCP/IP] を右クリックし、[Enable (有効)] を選択します。

(SQLサーバのみ、ベスト プラクティス)Tanium Serverのホスト コンピュータにSQL Server Management Studioをインスト ールしま
す。
SQL Server Management Studioのインスト ールは任意ですが、ほとんどの管理者は、データベースト ランザクションの確認と
データベースの管理に役立つと考えています｡ インスト ーラを実行する前にSQL Server Management Studioがインスト ールされ
ていた場合は、Microsoft SQL Serverユーティリティインスト ーラをダウンロード して、インスト ールするよう促されることはありません
(「SQL Command Line Utilities Not Found (SQLコマンド ラインユーティリティが見つかりません)(ページ25)」を参照)。
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Tanium Serverをインスト ールする
1.

管理者権限を持つローカル管理者またはド メインユーザとしてホスト システムにサインインします。

2.

インスト ールパッケージファイルとライセンスを一時的な場所にコピーします。

3.

SetupServer.exeファイルを右クリックして、[Run as administrator (管理者として実行)]を選択します。

4.

インスト ールウィザード を完了します。次の表に、キー設定のガイド ラインを示します。

設定

ガイド ライン

Database Server Type (データベー

使 用 するデータベースのタイプを選 択 します。

スサーバタイプ)
l

PostgreSQL Server
リモート (本 番 環 境 デプロイ)またはローカル(POCデプロイ)のデータベースサーバおよびユーティリティをイ
ンスト ールします。

l

Microsoft SQL Server
インスト ーラで、データベースサーバおよびクライアント ユーティリティオプションを選 択 する追 加 のページが
表 示 されます。

Postgres Not Found (Postgresが

[Database Server Type (データベースサーバタイプ)]をPostgreSQL サーバに設 定 し、インスト ーラがローカ

見 つかりません)

ルのPostgreSQLサーバのインスト ールを検 出 できない場 合 、次 のオプションが表 示 されます。
l

Install and configure local Postgres Server (ローカルPostgres Serverをインスト ールして構 成 する)
を使 用 します。
このオプションはPOCデプロイのみに対 応 しています。

l

Use remote Postgres Server. (リモート Postgres Serverを使 用 する。)
このオプションは本 番 環 境 のデプロイに対 応 しています。

l

Exit the installer now.
リモート PostgreSQL Serverに接 続 する準 備 ができていない場 合 は、このオプションを選 択 します。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ24

設定

ガイド ライン

SQL Command Line Utilities Not

[Database Server Type (データベースサーバの種 類 )] をMicrosoft SQL Serverに設 定 していて、インス

Found (SQLコマンドラインユーティリ

ト ーラによってローカルにインスト ールされたSQL ServerとSQLユーティリティが検 出 されなかった場 合 は、次 の

ティが見 つかりません)

オプションが表 示 されます。
l

Download and Install SQL 2012 Native Client and SQL 2012 Command Line Utilities now.
(SQL 2012 Native ClientとSQL 2012コマンド ラインユーティリティを今 すぐダウンロード してインスト ール
する。)
リモート SQL Serverに接 続 してデータベースを作 成 するために必 要 なユーティリティをインスト ールするに
は、このオプションを選 択 します。このオプションが選 択 され、Taniumインスト ーラによってこれらのユーティ
リティがホスト システムにすでに存 在 していることが検 出 された場 合 、既 存 のインスト ールは上 書 きされま
せん｡単 に、これらのユーティリティ用 のMicrosoftインスト ーラを呼 び出 しません。

l

Download and Install SQL Server 2014 SP2 Express Edition with Tools now. (ツールを使 用 して
今 すぐSQL Server 2014 SP2 Express Editionをダウンロード してインスト ールする。)
このオプションは、機 能 限 定 のPOCデプロイのみに選 択 します。

l

Exit the installer now. (今 すぐインスト ーラを終 了 する。(手 動 でダウンロード してインスト ールする))
ユーティリティを自 分 でインスト ールする場 合 は、このオプションを選 択 します。これを行 った後 でTanium
インスト ーラを再 実 行 すると､最 初 のオプションを選 択 できます｡その場 合 ､Taniumインスト ーラはユーティ
リティが存 在 していることを確 認 し、Microsoftインスト ーラを呼 び出 しません。

SQL Server 2014 SP2 Expressのダウンロードに要 する時 間 は、SQL 2012 Native Client
に比 較 してかなり長 くなります。このため、リモート データベース サーバを使 用 する場 合 は、
[Download and Install SQL 2012 Native Client and SQL 2012 Command Line
Utilities now (SQL 2012 Native ClientとSQL 2012コマンド ラインユーティリティを今 すぐ
ダウンロード とインスト ール)] を選 択 するか、インスト ールウィザードが提 供 するリンクを使
用 してMicrosoftからファイルをダウンロードしてください。

インスト ールの種 類 を選 択

l

Custom Install (カスタムインスト ール)：本 番 環 境 のデプロイでは、このオプションを選 択 します。

l

Express Install (高 速 インスト ール)：このオプションは、機 能 限 定 のPOCデプロイのみに選 択 します。
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設定

ガイド ライン

Choose Service Account for

Specify Account (アカウント の指 定 )

Tanium Server and Database
Access (Tanium Serverとデータ
ベースアクセス用 サービスアカウント

本 番 環 境 のデプロイでは、このオプションを選 択 する必 要 があります。リモート データベースサーバに接 続 す
ることができ、データベース作 成 権 限 を持 つサービスアカウント を指 定 します。指 定 したアカウント はまた、ロー
カルホスト コンピュータ上 でTanium Serverサービスを実 行 します。次 の詳 細 を指 定 します。

を選 択 する)
l

User Name (ユーザ名 ): taniumsvc などの資 格 情 報 のアカウント 名 部 分 のみを入 力 します。

l

Domain (ド メイン)：example.com などの完 全 修 飾 ドメイン名 を入 力 します。

l

Password (パスワード )：アカウント のパスワードを入 力 します。

Local System Account (ローカルシステムアカウント )
このオプションは、[Database Server Type (データベースサーバタイプ)]をMicrosoft SQL Serverに設 定
し、Tanium Serverとデータベースサーバが同 じローカルホスト システムにあり、機 能 限 定 のPOCデプロイを設
定 する場 合 のみ対 応 します。
Choose Install Location (インスト ー

デフォルト はC:\Program Files\Tanium\Tanium Serverです。

ル場 所 を選 択 )
組 織 の本 番 展 開 環 境 のセキュリティの強 化 には、システムドライブ以 外 のハードドライブ
にTanium Serverをインスト ールしてください。

License Configuration (ライセンス

[Browse (参 照 )]をクリックし、Taniumのライセンスファイル(tanium.license) をコピーしたディレクト リに移

構成)

動 し、そのファイルをクリックし、[Open (開 く)]をクリックします。

キーデータベースの復 元

Tanium Server は、pki.dbファイルを使 用 して、Tanium Core Platformのコンポーネント 間 のTLS通 信 に必
要 なTaniumルート キーとサブキーを保 存 します(Taniumキーの管 理 を参 照 )。このファイルのソースを選 択 し
ます。
l

新 しいキーデータベースの生 成 ：Tanium Serverが新 しいpki.dbファイルを作 成 します。

l

バックアップからキーデータベースを復 元 ：pki.dbファイルをこのTanium Serverの以 前 のインスト ールで
保 存 した場 合 、そのファイルを現 在 のサーバホスト 上 の一 時 的 な場 所 にコピーし、[Browse (参 照 )]をク
リックし、ファイルを選 択 し、[Open (開 く)をクリックします。Tanium ClientをTanium Serverを接 続 可 能 に
するため、バックアップのpki.dbファイルに関 連 付 けられたTaniumデータベースも復 元 する必 要 があるこ
とに注 意 してください。

インスト ーラは、pki.dbファイルをTanium Serverインスト ールフォルダに置 きます。
Server Console/API Port (サーバコ

Tanium ConsoleおよびAPIからのト ラフィック用 のTanium Serverインバウンドポート を指 定 します。デフォルト

ンソール/APIポート )

では443です。
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設定

ガイド ライン

SSL Certificate and Key (SSL証 明

Tanium ServerはSSL/TLS証 明 書 (SOAPServer.crt)および秘 密 キー(SOAPServer.key)を使 用 し、

書 とキー)

Tanium ConsoleまたはAPIユーザとの通 信 、またはModule Serverとの通 信 を安 全 に保 護 します。
l

自 己 署 名 付 き証 明 書 とキーを生 成 する
このオプションを選 択 すると、インスト ーラは自 己 署 名 証 明 書 と秘 密 キーを生 成 します。[Server Host
Name (サーバホスト 名 )] には、Tanium Serverの完 全 修 飾 ドメイン名 (FQDN)を指 定 します。
例 ：ts1.example.com またはts2.example.com HAペアをデプロイする場 合 は、両 方 のサーバ
のFQDNをコンマで区 切 って指 定 します(スペースなし)。
例 ：ts1.example.com,ts2.example.com

l

Use Existing Certificate and Key (既 存 の証 明 書 とキーを使 用 する)
CA発 行 の証 明 書 を使 用 するには、証 明 書 ファイルと関 連 するプライベート キーファイルを選 択 します。
詳 細 については、Tanium Core Platformデプロイガイド：Tanium Console、API、Module Serverへのアク
セスのセキュリティ確 保

Server Port (サーバポート )

内 部 ネット ワーク内 にあるTanium Clientからト ラフィック用 の Tanium Serverインバウンドポート を指 定 しま
す。デフォルト は17472です。

SQL server and database (SQL

[Database Server Type (データベースサーバの種 類 )]をMicrosoft SQL Serverに設 定 した場 合 は、次 の

Serverとデータベース)

オプションがあります。
l

Use Local Database (ローカルデータベースを使 用 する)
このオプションは、POCデプロイでのみサポート されます。SQL Serverがローカルホスト コンピュータにインス
ト ールされている場 合 は、[Local Instance (ローカルインスタンス)]リスト ボックスからデータベースサーバ
を選 択 できます。

l

Use Remote Database (リモート データベースを使 用 する)
このオプションを選 択 した場 合 は、[Remote SQL Path (リモート SQLパス)]テキスト ボックスにリモート
データベースサーバのパスを指 定 します。構 文 は<hostname>\<database instance name>です。
例 ：SQL1\SQLEXPRESS

[Test (テスト )]をクリックして接 続 をテスト します。
ヒント ：SQL Serverがカスタム割 り当 てポート (1433ではなく)で待 機 する場 合 は、[Remote SQL Path (リ
モート SQLパス)] テキスト ボックスにポート を指 定 します。例 ：SQL1\SQLEXPRESS,1444
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設定

ガイド ライン

Postgres Configuration (Postgres

[Database Server Type (データベースサーバタイプ)]をPostgreSQL サーバに設 定 した場 合 は、次 の設 定

の設 定 )

を指 定 します。
l

Server Port (サーバポート )：デフォルト では17472です。

l

サーバ：ローカルサーバのlocalhost (デフォルト )を指 定 するか、リモート サーバのFQDNまたはIPアド
レスを指 定 します。IPv6アドレスは角 カッコに囲 んで入 力 する必 要 があります (例 ：[2001:db8::1])。

l

オプション：接 続 で渡 す追 加 のパラメータを指 定 する。通 常 、dbnameとportです。
例 ：dbname=postgres port=5432 user=postgres ｡

[Test (テスト )]をクリックして接 続 をテスト します。
Install local Tanium Module Server

このオプションは、Tanium ServerとModule Serverが同 じホスト システムで実 行 されるPOCデプロイをインス

(ローカル Tanium Module Serverを

ト ールする場 合 にのみ選 択 します。

インスト ールする)
Open Tanium Ports in Windows

WindowsファイアウォールでTanium Serverポート を開 くには、このオプションを選 択 します。デフォルト のポー

Firewall (Windowsファイアウォール

ト 番 号 はポート 443と17472です。

でTaniumポート を開 く)
Set Administrator Account (管 理

(新 規 インスト ールのみ) 初 期 のTanium Console管 理 者 アカウント の[Username (ユーザ名 )]と[Password

者 アカウント を設 定 する)

(パスワード )]を設 定 します。これは、コンソールに初 めてサインインするときに使 用 するアカウント です。その
後 、追 加 のユーザを作 成 できます。Active Directoryアカウント の場 合 は、DOMAIN\usernameまたはUPN
形 式 を使 用 します。例 ：TAM \\ TaniumAdmin またはTaniumAdmin @ TAM 。ローカルアカウント の
場 合 は、MACHINE\username構 文 を使 用 します。

Choose Start Menu Folder (スター

(新 規 インスト ールのみ) Tanium ServerのフォルダをWindowsの[Start (スタート )]メニューで選 択 します。デ

ト メニューフォルダを選 択 )

フォルト はTanium Server です。

次の手順
リモート Module Serverをインスト ールします。Tanium Module Serverのインスト ール(ページ29)を参照してください。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ28

Tanium Module Serverのインスト ール
このト ピックでは、専用Windows Serverホスト 上にTanium Module Serverをインスト ールする方法を説明します。Module Serverお
よびそのデプロイオプションの詳細については、Tanium Module Server(ページ8)を参照してください。
Module Serverインスト ーラは、次の処理を実行します｡
l

ローカルホスト コンピュータのWindowsファイアウォールでTCPポート 17477を開きます。

l

ホスト コンピュータにModule Serverをインスト ールし、サービスを開始する。

必要に応じてインスト ーラを実行し、Tanium Serverに自動的に登録されるよう接続設定を指定します。そうでない場合は、手動の登
録ワークフローを使用します。

Module Serverをインスト ールして自動的にTanium Serverに登録する
Module Server 7.2のインスト ーラは、Tanium Serverへの自動登録に対応しています｡ 自動登録は次のタスクを実行します。
l

必要な証明書を生成します(Module Serverホスト にtrusted.crt、Tanium Serverホスト にtrusted-modulesservers.crt)。サーバはこれらの証明書を使用して、相互認証に使用する証明書を検証します。(Tanium Serverに
SOAPServer.crt、Module Serverにssl.crt)。詳細については、Tanium Core Platformデプロイリファレンスガイ
ド ：SSL/TLS証明書を参照してください。

l

Module ServerとTanium Serverの両方のホスト コンピュータに必要なWindowsレジスト リエント リを作成します。

使用を開始する前に
次の前提条件が満たされていることを確認して操作します｡
l

インスト ーラのバージョン: インスト ーラ(SetupModuleServer.exe)が適切なバージョンであるか確認します。すべてのTanium
Core Platformサーバのインスト ールパッケージのビルド 番号は同じである必要があります(たとえば、すべてのビルド 番号が
7.4.5.1200)。詳細は、Taniumサポート に問い合わせる(ページ65)を参照してください。

l

ホスト 要件: ホスト システムが、展開環境に応じたハード ウェア、ソフト ウェア、ネット ワーク接続要件を満たしている必要があり
ます(「要件(ページ13)」および「リソース要件(ページ76)」を参照)。

l

ファイアウォールのルール: TCPポート 17477でのTanium ServerとModule Server間の通信を許可するようネット ワークファイア
ウォールルールが設定されている(「「インターネット アクセス、ネット ワーク接続、ファイアウォール(ページ16)」を参照)｡

l

セキュリティ除外: Taniumプロセスが円滑かつ最適なパフォーマンスで動作できるよう、セキュリティチームによってホスト ベースの
セキュリティポリシーに対する例外が設定されている必要があります。「Tanium Core Platform展開リファレンスガイド : ホスト シ
ステムセキュリティの除外」を参照してください。

l

証明書とキー: 認証局(CA)によって発行された証明書を使用して、Module Serverとの接続を保護する場合は、CA発行の
証明書と対応する秘密キーがModule Serverに存在している必要があります。証明書ファイル名はssl.crt、キーファイル名
はssl.keyでなければなりません。インスト ール中、CA発行の証明書を選択するか、Module Serverで自己署名証明書を
生成するよう設定できます。
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ト ラブルシューティングを容易にするためのベスト プラクティスとして、初期インスト ール時に自己署名証明書を
使用し、後でCA発行証明書と置き換えます。このベスト プラクティスによって、インスト ールにまつわる潜在的な
問題をTLS接続の問題から切り分けることができます。
詳細および手順については、「Tanium Core Platform展開リファレンスガイド : Tanium Console、API、Module Serverへのア
クセスのセキュリティ確保」を参照してください。
l

ローカルModule Server: ローカルのModule ServerがTanium Serverホスト コンピュータにインスト ールされている場合は、
Tanium Serverのホスト コンピュータで次の手順を実行します。
1.

Tanium Serverサービスを停止します。Windowsサービスアプリケーションを開き、Tanium Serverを右クリックして、
[Stop (停止)] を選択します。

2.

WindowsサービスアプリケーションでTanium Module Serverサービスを停止して無効にします。
a.

[Tanium Module Server] を右クリックし、[Stop (停止)] を選択します。

b.

[Tanium Module Server] を右クリックし、[Properties (プロパティ)] を選択して、[Startup type (スタート アップの種
類)]を [Disabled (無効)] に設定し、[OK]をクリックします。

3.

Windowsレジスト リのHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Tanium\Tanium Server に移動し、
Module Serverの設定(値 127.0.0.1 )をクリアします。

4.

Tanium Serverサービスを再開します。Windowsサービスアプリケーションを開き、[Tanium Server] を右クリックして、
[Restart (再開)] を選択します。

インスト ーラを実行する
1.

管理者ユーザとしてModule Serverのホスト システムにサインインします。

2.

インスト ーラ(SetupModuleServer.exe)をModule Serverホスト 上の一時的な場所にコピーします。

3.

SetupModuleServer.exeを右クリックして、[Run as administrator (管理者として実行)]を選択します。

4.

インスト ールウィザード を完了します。次の表に、キー設定のガイド ラインを示します。

設定

ガイド ライン

Choose Install Location (インスト ー

デフォルト はC:\Program Files\Tanium\Tanium Module Serverです。

ル場 所 を選 択 )
Postgres Not Found (Postgresが見

(新 規 インスト ールのみ) デフォルト のオプション、Install and configure local Postgres Server (ローカル

つかりません)

Postgres Serverをインスト ールして構 成 する)を使 用 します。現 在 のリリースでは、Module Serverに付 属
しているPostgreSQLサーバを使 用 するTanium製 品 はありません。
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設定

ガイド ライン

Choose Service Account for

セキュリティのベスト プラクティスは、ローカルのホスト コンピュータにModule Serverをインスト ールして、

Tanium Module Server (Tanium

Module Serverサービスを実 行 する、ローカルシステムアカウント 以 外 のサービスアカウント を指 定 することで

Module Serverのサービスアカウント

す。

を選 択 する)
l

l

アカウント を指 定 する(ベスト プラクティス)
l

User Name (ユーザ名 ): taniumsvc などの資 格 情 報 のアカウント 名 部 分 のみを入 力 します。

l

Domain (ド メイン)：example.com などの完 全 修 飾 ドメイン名 を入 力 します。

l

Password (パスワード )：アカウント のパスワードを入 力 します。

Local System Account (ローカルシステムアカウント )

Module Server Port (Module

Tanium Serverからのト ラフィック用 のModule Serverインバウンドポート を指 定 します。デフォルト では17477

Serverポート )

です。

SSL/TLS証 明 書

Module ServerはSSL/TLS証 明 書 (ssl.crt)と秘 密 キー(ssl.key)を使 用 してTanium Serverからの接
続 を保 護 します。
l

自 己 署 名 付 き証 明 書 とキーを生 成 する
CA発 行 の証 明 書 がない場 合 は、このオプションを選 択 して、インスト ーラが自 己 署 名 証 明 書 と秘 密
キーを生 成 するようにします。[Server Hostname (サーバのホスト 名 )] には、tms1.example.com
などのModule ServerのFQDNを指 定 します。

l

Use Existing Certificate and Key (既 存 の証 明 書 とキーを使 用 する)
CA発 行 の証 明 書 を使 用 するには、証 明 書 ファイルと関 連 するプライベート キーファイルを選 択 します。
詳 細 については、Tanium Core Platformデプロイガイド：Tanium Console、API、Module Serverへのア
クセスのセキュリティ確 保 を参 照 してください。

Module Postgres Configuration (モ

PostgreSQLデータベースへの接 続 を設 定 します。

ジュールPostgresの設 定 )
l

サーバ：ローカルサーバのlocalhost (デフォルト )を指 定 するか、リモート サーバのFQDNまたはIPアド
レスを指 定 します。IPv6アドレスは角 カッコに囲 んで入 力 する必 要 があります (例 ：[2001:db8::1])。

l

オプション：接 続 で渡 す追 加 のパラメータを指 定 する。通 常 、dbnameとportです。
例 ：dbname=postgres port=5432 user=postgres ｡

[Test (テスト )]をクリックして接 続 をテスト します。
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設定

ガイド ライン

Register with Tanium Server

[Register with the Tanium Server (Tanium Serverに登 録 )]を選 択 し、Tanium Serverへの登 録 につい

(Tanium Serverに登 録 する)

ての接 続 情 報 を指 定 します。
l

Tanium Server (HostnameTanium Serverのホスト 名 )：Tanium ServerのFQDNまたはIPアドレスを
指 定 します。高 可 用 性 (HA)デプロイでは、プライマリのTanium Serverのみを指 定 します。

l

Admin Username (管 理 者 ユーザ名 )：Tanium Serverのインスト ール時 に指 定 したTanium Console
管 理 者 のユーザ名 を入 力 します。

l

Admin password (管 理 者 パスワード )：Tanium Serverのインスト ール時 に指 定 したTanium Console
管 理 者 のパスワードを入 力 します。

アップグレードの場 合 、[Manually specify Tanium Server certificate (手 作 業 でTanium Server証 明 書
を指 定 する)]を選 択 し、Tanium ServerとModule Server間 の通 信 の安 全 に保 護 するデフォルト の証 明 書
を使 用 することができます。
Choose Start Menu Folder (スター

(新 規 インスト ールのみ) Windowsの [Start (スタート )] メニューでModule Serverのフォルダを選 択 します。デ

ト メニューフォルダを選 択 )

フォルト はTanium Module Server です。

Trust Tanium Server certificate

インスト ーラに、Tanium ServerがModule Serverの認 証 に使 用 する証 明 書 を特 定 するダイアログが表 示 さ

(Tanium Server証 明 書 を信 頼 す

れたら、証 明 書 の詳 細 が正 しいことを確 認 します。

る)

新 規 インスト ールの場 合 、証 明 書 はSOAPServer.crtというファイルです。インスト ーラを再 実 行 している場
合 は、証 明 書 はtrusted.crtです。[Fingerprint (フィンガープリント )]は、証 明 書 公 開 キーのハッシュで
す。証 明 書 が有 効 な場 合 は、[Yes (はい)]をクリックしてTanium ServerにModule Serverを登 録 します。

Tanium Module Serverをインスト ールして手動でTanium Serverに登録する
7.xのModule Serverインスト ーラは、Tanium Serverへの手動登録に対応しています｡ 7.0および7.1では、手動登録のみ選択できま
す。7.2以降では自動登録は簡単ですが、インスト ーラの実行時にTanium Serverを利用できない場合のために手動登録がサポート
されています。

使用を開始する前に
次の前提条件が満たされていることを確認して操作します｡
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l

インスト ーラのバージョン: インスト ーラ(SetupModuleServer.exe)が適切なバージョンであるか確認します。すべてのTanium
Core Platformサーバのインスト ールパッケージのビルド 番号は同じである必要があります(たとえば、すべてのビルド 番号が
7.4.5.1200)。詳細は、Taniumサポート に問い合わせる(ページ65)を参照してください。

l

ホスト 要件: ホスト システムが、展開環境に応じたハード ウェア、ソフト ウェア、ネット ワーク接続要件を満たしている必要があり
ます(「要件(ページ13)」および「リソース要件(ページ76)」を参照)。

l

ファイアウォールのルール: TCPポート 17477でのTanium ServerとModule Server間の通信を許可するようネット ワークファイア
ウォールルールが設定されている(「「インターネット アクセス、ネット ワーク接続、ファイアウォール(ページ16)」を参照)｡

l

セキュリティ除外: Taniumプロセスが円滑かつ最適なパフォーマンスで動作できるよう、セキュリティチームによってホスト ベースの
セキュリティポリシーに対する例外が設定されている必要があります。「Tanium Core Platform展開リファレンスガイド : ホスト シ
ステムセキュリティの除外」を参照してください。

l

証明書とキー: インスト ーラを実行したときに選択できるよう、Tanium Serverホスト (インスト ールディレクト リ)からModule
ServerにSOAPServer.crtファイルをコピーします。
認証局(CA)によって発行された証明書を使用して、Module Serverへの接続を安全に保護する場合は、CA発行の証明書と
関連する秘密キーがModule Serverに存在していることを確認します。証明書ファイル名はssl.crt、キーファイル名は
ssl.keyでなければなりません。インスト ール中、CA発行の証明書を選択するか、Module Serverで自己署名証明書を生
成するよう設定できます。
ト ラブルシューティングを容易にするには、初期インスト ール時に自己署名付き証明書を使用し、後でCA発行
の証明書に置き換えます。このベスト プラクティスによって、インスト ールにまつわる潜在的な問題をTLS接続の
問題から切り分けることができます。
詳細については、Tanium Core Platformデプロイリファレンスガイド ：Tanium Console、API、Module Serverへのアクセスのセ
キュリティ確保

l

Local Module Server (ローカルModule Server): ローカルのModule ServerがTanium Serverホスト コンピュータにインスト ー
ルされている場合は、Tanium Serverのホスト コンピュータで次の手順を実行します。
1.

Tanium Serverサービスを停止します。Windowsサービスアプリケーションを開き、Tanium Serverを右クリックして、
[Stop (停止)] を選択します。

2.

WindowsサービスアプリケーションでTanium Module Serverサービスを停止して無効にします。
a.

[Tanium Module Server] を右クリックし、[Stop (停止)] を選択します。

b.

[Tanium Module Server] を右クリックし、[Properties (プロパティ)] を選択して、[Startup type (スタート アップの種
類)]を [Disabled (無効)] に設定し、[OK]をクリックします。

3.

Windowsレジスト リのHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Tanium\Tanium Server に移動し、
Module Serverの設定(値 127.0.0.1 )をクリアします。

4.

Tanium Serverサービスを再開します。Windowsサービスアプリケーションを開き、[Tanium Server] を右クリックして、
[Restart (再開)] を選択します。
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インスト ーラを実行する
1.

管理者ユーザとしてModule Serverのホスト システムにサインインします。

2.

インスト ールパッケージファイル(SetupZoneServer.exe)をModule Serverホスト 上の一時的な場所にコピーします。

3.

SetupModuleServer.exeを右クリックして、[Run as administrator (管理者として実行)]を選択します。

4.

インスト ールウィザード を完了します。次の表に、キー設定のガイド ラインを示します。

設定

ガイド ライン

Choose Install Location (インス

デフォルト はC:\Program Files\Tanium\Tanium Module Serverです。

ト ール場 所 を選 択 )
Postgres Not Found (Postgresが

(新 規 インスト ールのみ) デフォルト のオプション、Install and configure local Postgres Server (ローカ

見 つかりません)

ルPostgres Serverをインスト ールして構 成 する)を使 用 します。現 在 のリリースでは、Module Serverに
付 属 しているPostgreSQLサーバを使 用 するTanium製 品 はありません。

Choose Service Account for

セキュリティのベスト プラクティスは、ローカルのホスト コンピュータにModule Serverをインスト ールして、

Tanium Module Server (Tanium

Module Serverサービスを実 行 する、ローカルシステムアカウント 以 外 のサービスアカウント を指 定 すること

Module Serverのサービスアカウン

です。

ト を選 択 する)

1.

アカウント を指 定 する(ベスト プラクティス)
1.

User Name (ユーザ名 ): taniumsvc などの資 格 情 報 のアカウント 名 部 分 のみを入 力 しま
す。

2.

2.

Domain (ド メイン)：example.com などの完 全 修 飾 ドメイン名 を入 力 します。

3.

Password (パスワード )：アカウント のパスワードを入 力 します。

Local System Account (ローカルシステムアカウント )：ローカルシステムアカウント のコンテキスト で
ソフト ウェアをインスト ールし、Module Serverサービスを実 行 するには、このオプションを選 択 しま
す。

Module Server Port (Module

Tanium Serverからのト ラフィック用 のModule Serverインバウンドポート を指 定 します。デフォルト では

Serverポート )

17477です。
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設定

ガイド ライン

SSL/TLS証 明 書

Module ServerはSSL/TLS証 明 書 (ssl.crt)と秘 密 キー(ssl.key)を使 用 してTanium Serverからの
接 続 を保 護 します。
1.

自 己 署 名 付 き証 明 書 とキーを生 成 する
CA発 行 の証 明 書 がない場 合 は、このオプションを選 択 して、インスト ーラが自 己 署 名 証 明 書 と秘
密 キーを生 成 するようにします。[Server Hostname (サーバのホスト 名 )] には、

tms1.example.com などのModule ServerのFQDNを指 定 します。
2.

Use Existing Certificate and Key (既 存 の証 明 書 とキーを使 用 する)
CA発 行 の証 明 書 を使 用 するには、証 明 書 ファイルと関 連 するプライベート キーファイルを選 択 しま
す。詳 細 については、Tanium Core Platformデプロイガイド：Tanium Console、API、Module
Serverへのアクセスのセキュリティ確 保 を参 照 してください。

Module Postgres Configuration
(モジュールPostgresの設 定 )

PostgreSQLデータベースへの接 続 を設 定 します。
1.

サーバ：ローカルサーバのlocalhost (デフォルト )を指 定 するか、リモート サーバのFQDNまたはIP
アドレスを指 定 します。IPv6アドレスは角 カッコに囲 んで入 力 する必 要 があります (例 ：
[2001:db8::1])。

2.

オプション：接 続 で渡 す追 加 のパラメータを指 定 する。通 常 、dbnameとportです。
例 ：dbname=postgres port=5432 user=postgres ｡

[Test (テスト )]をクリックして接 続 をテスト します。
Manually specify Tanium Server

[Manually specify Tanium Server certificate (手 作 業 でTanium Server証 明 書 を指 定 する)]を選

certificate (手 動 でTanium

択 し、Tanium ServerとModule Server間 の通 信 を安 全 に保 護 する証 明 書 を選 択 します。新 規 インス

Server証 明 書 を指 定 する)

ト ールの場 合 、ファイルはTanium ServerからコピーされたSOAPServer.crtというファイルです。インス
ト ーラを再 実 行 して、前 回 のインスト ーラで作 成 したTanium Server証 明 書 を使 用 する場 合 は、インス
ト ールディレクト リ内 のtrusted.crtファイルを選 択 します。

5.

Choose Start Menu Folder (ス

(新 規 インスト ールのみ) Windowsの [Start (スタート )] メニューでModule Serverのフォルダを選 択 しま

タート メニューフォルダを選 択 )

す。デフォルト はTanium Module Server です。

Tanium ServerにModule Serverを手動で登録します(「Tanium Core Platform展開リファレンスガイド :」を参照)。コマンド ライ
ンインターフェースを参照してください。
登録プロセスにより、Module Serverのインスト ールディレクト リにssl.crtという名前のSSL/TLS証明書が生成されます。

6.

ssl.crtファイルをTanium Serverのインスト ールディレクト リにコピーして、trusted-modules-servers.crtという名前に変
更します。

7.

リモート のModule Serverを使用するようにTanium Serverを構成します｡
a.

Tanium Serverのホスト にサインインします。

b.

Windowsサービスアプリケーションを開いて、Tanium Serverサービスを停止します。

c.

Windowsレジスト リの次の場所に移動します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Tanium\Tanium Server
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d.

ModuleServerキーを探して、キーをリモート Module ServerのFQDNに変更します。

e.

WindowsサービスアプリケーションでTanium Serverサービスを再開します。
注: 以前にローカルのModule Serverをインスト ールした場合は、Tanium Server上のTanium Module Serverを停止し
て、無効のままにしておいてください。Tanium Serverが使用する必要があるのはリモート Module Serverだけです｡

f.
g.

Module Serverのホスト にサインインします。
Windowsのサービスアプリケーションを開いて、Tanium Module ServerとすべてのTaniumモジュールおよび共有サービス
のサービスを再開します。

Module Server証明書の更新
登録することで、Module ServerとTanium Server間の安全な通信が確保されます。Module Serverの証明書ssl.crtを更新する
場合は、インスト ーラを再実行するか、CLIを使用して登録を繰り返す必要があります(「Tanium Core Platform展開リファレンスガイ
ド : Tanium Console、API、Module Serverへのアクセスの保護」を参照)。登録したら、Windowsのサービスアプリケーションを使用し
てTanium Module ServerとTaniumのすべてのモジュールおよび共有サービスのサービスを再開する必要があります。

次の手順
デプロイにTanium Zone Serverを含める場合は、Tanium Zone Serverをインスト ールします。Tanium Zone Serverのインスト ール
(ページ37)を参照してください。それ以外の場合は、デプロイを確認します。Tanium Core Platformのデプロイの確認(ページ52)を参
照してください。
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Tanium Zone Serverのインスト ール
Tanium Zone ServerをDMZにインスト ールして、外部エンド ポイント からTanium Serverまでの通信をプロキシ経由にします。Zone
Server HubはTanium Serverと同じホスト 、または専用ホスト にインスト ールできます。2つのZone Serverと2つのZone Server Hubを
アクティブ/アクティブ高可用性(HA)設定にデプロイして、故障や定期メンテナンス時の継続的な可用性を確保できます。Zone
Server、Zone Server Hub、およびデプロイオプションの詳細については、Tanium Zone Server(ページ9)を参照してください。

使用を開始する前に
Zone Serverをインスト ールする前に、以下の要件が満たされていることを確認してください。
l

インスト ーラのバージョン: インスト ーラ(SetupZoneServer.exe)が適切なバージョンであるか確認します。すべてのTanium
Core Platformサーバのインスト ールパッケージのビルド 番号は同じである必要があります(たとえば、すべてのビルド 番号が
7.4.5.1200)。詳細は、Taniumサポート に問い合わせる(ページ65)を参照してください。

l

ホスト 要件: ホスト システムが、展開環境に応じたハード ウェア、ソフト ウェア、ネット ワーク接続要件を満たしている必要があり
ます(「要件(ページ13)」および「リソース要件(ページ77)」を参照)。

l

ファイアウォールルール: ネット ワーク管理者によってZone Server HubからZone Serverへのト ラフィック用に設定したポート を使
用した通信を許可化するファイアウォールルールが設定されている必要があります。デフォルト はTCPポート 17472ですが、別の
ポート を指定することもできます。「Zone Server HubおよびTanium Clientからのト ラフィックのポート を設定する(ページ41)」を
参照してください。

l

セキュリティ除外: Taniumプロセスが円滑かつ最適なパフォーマンスで動作できるよう、セキュリティチームによってホスト ベースの
セキュリティポリシーに対する例外が設定されている必要があります。「Tanium Core Platform展開リファレンスガイド : ホスト シ
ステムセキュリティの除外」を参照してください。

l

初期化バンド ル: Zone ServerとZone Server Hubの新規インスト ールの場合は、Tanium™初期化バンド ル(taniuminit.dat)をダウンロード します。Zone ServerとHubはファイルを使用して、Tanium Serverとの通信を安全に保護します。
ダウンロード 手順については、Tanium Consoleユーザガイド ：インフラスト ラクチャ設定ファイル(キー)のダウンロード を参照してく
ださい。

Tanium Zone Serverをインスト ールする
ここでは、次のワークフローの手順について説明します。
Zone Server Hubのホスト コンピュータでインスト ーラを実行します。この例では、Tanium Serverのホスト コンピュータはZone

1.

Server Hubのホスト コンピュータでもあります。
DMZ内の1つまたは複数のZone Serverホスト コンピュータでインスト ーラを実行します。

2.

Tanium Zone Serverインスト ーラは、次の処理を行います｡
l

ローカルホスト コンピュータのWindowsファイアウォールでTCPポート 17472を開きます。

l

ローカルホスト コンピュータにTanium Zone Server HubまたはZone Serverをインスト ールし、サービスを開始します。
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Zone Server Hubをインスト ールする
各Zone Server Hubに対して、次の手順を実行します。
1.

Zone Server Hubをインスト ールする先の内部ネット ワークホスト システムに管理者ユーザとしてサインインします。

2.

インスト ーラ(SetupZoneServer.exe)をハブホスト の一時的な場所にコピーします。

3.

(新規インスト ールのみ) ハブを専用ホスト にインスト ールする場合は、初期化ファイル(tanium-init.dat)をTanium Serverか
らハブホスト の一時的な場所にコピーします。ハブをTanium Serverホスト にインスト ールする場合は、ファイルはTanium Server
インスト ールフォルダにあります。

4.

SetupZoneServer.exeを右クリックして、[Run as administrator (管理者として実行)]を選択します。

5.

インスト ールウィザード を完了します。次の表に、キー設定のガイド ラインを示します。

設定

ガイド ライン

Choose Install Location (インス

デフォルト のインスト ールフォルダはC:\Program Files (x86)\Tanium\Tanium Zone Serverで

ト ール場 所 を選 択 )

す。

Zone Server Type (Zone Server

Zone Server Hubを選 択 します。

のタイプ)
Choose Service Account for

Specify Account (アカウント の指 定 )：ローカルホスト コンピュータ上 でTanium Zone Serverサービスを

Tanium Zone Server (Tanium

実 行 するサービスアカウント を定 義 します。

Zone Serverのサービスアカウント
を選 択 する)

1.

ユーザ名 : taniumsvc などの資 格 情 報 のアカウント 名 の部 分 のみを入 力 します。

2.

Domain (ド メイン)：example.com などの完 全 修 飾 ドメイン名 を入 力 します。

3.

Password (パスワード )：アカウント のパスワードを入 力 します。

Local System Account (ローカルシステムアカウント )：ソフト ウェアをインスト ールし、ローカルシステムア
カウント のコンテキスト でサービスを実 行 するには、このオプションを選 択 します。このアカウント は、Zone
Serverの操 作 に必 要 な権 限 より高 いオペレーティングシステム権 限 を付 与 するため、ベスト プラクティス
は、本 番 環 境 デプロイではこのオプションは選 択 しないことです。
初 期 化 ファイル

(新 規 インスト ールのみ) tanium-init.datファイルのファイルパスを指 定 します。

Server Address (サーバアドレス)

Tanium ServerのIPアドレスか完 全 修 飾 ドメイン名 (FQDN)を指 定 します。IPv6アドレスは角 カッコに囲
んで入 力 する必 要 があります (例 ：[2001:db8::1] )。

Server Port (サーバポート )

Zone Server HubがTanium ServerおよびZone Serverからのト ラフィックを受 信 するインバウンドポー
ト 。デフォルト では17472です。
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6.

(非ローカルハブのみ) Zone Server HubがTanium Server以外のホスト 上にある場合、Tanium ServerのCLIにサインインし、
AllowedHubs を設定します。

a.

Tanium Serverのインスト ールフォルダに移動します。

$ cd < Tanium Server>
b.

AllowedHubs 設定の適用を有効(ベスト プラクティス)または無効にします。デフォルト 値 1 は、Tanium Serverが設定を適

用することを指定します：AllowedHubs に表示されているハブのみがTanium Serverと通信できます。0 は、
AllowedHubs 設定に関わらずすべてのハブがTanium Serverと通信できるようにします。

$ TaniumReceiver config set EnforceAllowedHubs [1|0]
c.

AllowedHubs の適用を有効にした場合、次のように設定します。<hub1,hub2...>はTanium Serverとの通信を許可

されたハブのコンマ区切りリスト です。ハブのFQDNまたはIPアド レスを指定します。IPv6アド レスは角カッコに囲んで入力す
る必要があります (例：[2001:db8::1] )。デフォルト 値は127.0.0.1です(ローカルホスト )。

$ TaniumReceiver config set AllowedHubs <hub1,hub2...>
7.

(非ローカルハブのみ) Zone Server HubがTanium Server以外のホスト にある場合、ファイルのキャッシュを有効にし、キャッシュ
の最大サイズを設定します。Zone ServerおよびZone Server Hubのキャッシュの管理(ページ41)を参照してください。

Zone Serverをインスト ールする
各Zone Serverに対して次の手順を実行します。
1.

管理者ユーザとしてTanium Zone Serverのホスト コンピュータにサインインします。

2.

インスト ーラ(SetupZoneServer.exe)をZone Server上の一時的な場所にコピーします。

3.

(新規インスト ールのみ) 初期化ファイル(tanium-init.dat)をTanium ServerからZone Serverの一時的な場所にコピーしま
す。

4.

SetupZoneServer.exeファイルを右クリックし、[Run as administrator (管理者として実行)]を選択します。

5.

インスト ールウィザード を完了します。次の表に、キー設定のガイド ラインを示します。

設定

ガイド ライン

Choose Install Location (インス

デフォルト はC:\Program Files (x86)\Tanium\Tanium Zone Serverです。

ト ール場 所 を選 択 )
Zone Server Type (Zone Server

Zone Serverを選 択 します。

のタイプ)
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設定

ガイド ライン

Choose Service Account for

Specify Account (アカウント の指 定 )：ローカルホスト コンピュータ上 でTanium Zone Serverサービスを

Tanium Zone Server (Tanium

実 行 するサービスアカウント を定 義 します。

Zone Serverのサービスアカウント
を選 択 する)

1.

ユーザ名 : taniumsvc などの資 格 情 報 のアカウント 名 の部 分 のみを入 力 します。

2.

Domain (ド メイン)：example.com などの完 全 修 飾 ドメイン名 を入 力 します。

3.

Password (パスワード )：アカウント のパスワードを入 力 します。

Local System Account (ローカルシステムアカウント )：ソフト ウェアをインスト ールし、ローカルシステムア
カウント のコンテキスト でサービスを実 行 するには、このオプションを選 択 します。このアカウント は、Zone
Serverの操 作 に必 要 な権 限 より高 いオペレーティングシステム権 限 を付 与 するため、ベスト プラクティス
は、本 番 環 境 デプロイではこのオプションは選 択 しないことです。
初 期 化 ファイル

(新 規 インスト ールのみ) tanium-init.datファイルのファイルパスを指 定 します。

許 可 された Zone Server HubのIP

このZone Serverとの通 信 が許 可 されているZone Server HubのIPアドレスまたはFQDNのコンマ区 切 り

アドレスまたはFQDN

のリスト を入 力 します。IPv6アドレスは角 カッコに囲 んで入 力 する必 要 があります (例 ：[2001:db8::1])。
HAデプロイでは、両 方 のZone Server Hubを指 定 します。

6.

(HAのみ)ベスト プラクティスとして、アクションパッケージなど、Zone Serverが受け取るTanium Clientコンテンツから、優先する
Zone Server Hubを指定します(詳細はTanium Zone Serverを参照してください)。Zone ServerのCLIにサインインし(「Tanium
Core Platform展開ガイド : コマンド ラインインターフェース」を参照)、次のコマンド を実行します。

$ cd < Zone Server>
$ TaniumZoneServer config set HubPriorityList <hub IP address or FQDN>
7.

Tanium Server上に分割サブネット または隔離サブネット を構成した場合は、Zone Serverでもサブネット を設定する必要があり
ます。(「 Tanium Clientユーザガイド :」) Tanium Clientピアリングの設定」を参照してください。

8.

(ベスト プラクティス)Zone ServerとTanium Clientからのト ラフィックには、Zone Serverに個別のポート を設定します。Zone
Server HubおよびTanium Clientからのト ラフィックのポート を設定する(ページ41)を参照してください。

9.

Zone Serverのディスク容量が過剰に消費されるのを防止する場合は、ファイルの最大キャッシュサイズを設定します。Zone
ServerおよびZone Server Hubのキャッシュの管理(ページ41)を参照してください。

10.

Zone Server HubとTanium Server間の信頼を有効にし、Zone Serverをハブにマッピングします。Tanium Consoleユーザガイ
ド ：Zone Serverとハブの管理を参照してください。

11.

Zone Serverに登録する必要があるTanium Clientからの接続を設定します。(「Tanium ClientをZone Serverに登録する設定
をする(ページ43)」を参照)

12.

デプロイの確認：Tanium Core Platformのデプロイの確認(ページ52)を参照してください。
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Zone Server HubおよびTanium Clientからのト ラフィックのポート を設定する
デフォルト では、Zone Serverは、Zone Server HubおよびTanium Clientからのト ラフィックに同じ受信ポート (デフォルト は17472)を使
用します。Zone Serverのセキュリティを向上させるベスト プラクティスとして、個別にポート を設定します。
1.

管理者ユーザとしてZone Serverのホスト にサインインします。

2.

CLIにアクセスします(Tanium Core Platformデプロイリファレンスガイド ：コマンド ラインインターフェースを参照)。

3.

Zone Serverのインスト ールフォルダに移動します。

> cd < Zone Server>
4.

Tanium Clientからト ラフィックのポート を設定します。

> TaniumZoneServer config set ZoneServerPort <port>

Tanium ClientがZone Serverと通信するようにすでに設定している場合、ベスト プラクティスは、このポート 番号
を変更しないでZone Server Hubからのト ラフィック用のポート のみを編集することです。

5.

Zone Server Hubからト ラフィックのポート を設定します。

> TaniumZoneServer config set ZoneServerPortForHub <port>
6.

Zone ServerとZone Server Hub間のト ラフィックがファイアウォールを横断する場合、ZoneServerPortForHub設定で指定した
ポート への接続を、AllowedHubsリスト にあるハブのみ許可するようファイアウォールを設定します。ファイアウォールを設定する手
順については、ファイアウォールの文書を参照してください。AllowedHubsリスト にあるハブを確認するには、次のコマンド を実行し
ます。

> TaniumZoneServer config get AllowedHubs
7.

Windowsサービスプログラムにアクセスし、Tanium ZoneServerサービスを再起動します。

8.

別のポート を設定したZone Serverの、Zone Server HubとZone Serverのマッピングを削除し再作成します。
手順については、Tanium Consoleユーザガイド ：Zone ServerからZone Server Hubへのマッピングの削除およびTanium
Console ユーザガイド ：Zone ServerからZone Server Hubへのマッピングを参照してください。

Zone ServerおよびZone Server Hubのキャッシュの管理
Tanium Core Platformのパフォーマンスを最適化するため、Zone ServerはアクションのパッケージファイルとTanium Client APIを介し
てリクエスト されたファイルをキャッシュします。Zone Serverはこれらのリソースを、Tanium Serverから再リクエスト しなくてもTanium
Clientに提供します。Tanium Core Platform 7.4以降では、Zone Server Hubでのファイルのキャッシュはデフォルト で無効になります。
ほとんどのデプロイでは、ハブは独自のキャッシュを持つTanium Serverにインスト ールされるためです。ただし、ハブが専用ホスト にイン
スト ールされている場合は、Zone Serverと同様にキャッシュの実行を有効にする必要があります。キャッシュがZone ServerのZone
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Serverまたは専用ホスト のハブのディスク容量を使用し過ぎる場合、最大キャッシュサイズを設定できます。ベスト プラクティスとして、
200GBと、Zone Serverまたはハブがインスト ールされているド ライブの使用可能ディスク容量の60%の間で、いずれか小さい値を最大
値として設定します。デフォルト では、キャッシュは最大でディスク容量の20%を使用します。
キャッシュサイズを設定すると、Zone ServerまたはZone Server Hubは、現在キャッシュ
(<Zone Server/hub>\Cache\HotCacheFile)にあるすべてのファイルを自動的に削除します。

Zone Serverキャッシュの管理
1.

メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Platform Settings (プラット フォームの設定)] に移
動し、[New Setting (新規設定)] をクリックします。

2.

次のパラメータを設定して、[Save (保存)] をクリックします。
1.

設定の種類: [Server (サーバ)]を選択。

2.

Name (名前)：zs_hot_cache_limit_in_MB と入力します。

3.

[Value Type (値の種類)]：[Numeric (数値)]を選択。

4.

値: Zone Serverキャッシュの最大スト レージ容量をメガバイト 単位で入力します。デフォルト は0 (ディスク容量の20%)
です。

Zone Server Hubキャッシュの管理
Zone Server HubがTanium Serverにインスト ールされている場合、ハブのキャッシュは不要です。以前のリリースから Tanium Core
Platform 7.4 以降にアップグレード した後、<Zone Server Hub>\Cache\HotCacheFileフォルダを削除することで、ハブのキャッ
シュを削除してディスク容量を空けることができます。
Zone Server Hubが専用ホスト にインスト ールされている場合は、次のようにキャッシュを設定します。
1.

管理者ユーザとしてハブホスト にサインインします。

2.

ハブのCLIにアクセスし(Tanium Core Platformデプロイリファレンスガイド ：コマンド ラインインターフェースを参照)、次のコマンド を
実行します。

$ cd < Zone Server Hub>
$ TaniumZoneServer config set EnableFileCache 1
3.

Windowsサービスプログラムを開き、Tanium ZoneServerサービスを再起動します。

4.

Tanium Consoleにサインインします。

5.

メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Platform Settings (プラット フォームの設定)] に移
動し、[New Setting (新規設定)] をクリックします。
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6.

次の設定を設定し、[Save (保存)]をクリックします。
1.

設定の種類: [Server (サーバ)]を選択。

2.

Name (名前)：hub_hot_cache_limit_in_MB と入力します。

3.

[Value Type (値の種類)]：[Numeric (数値)]を選択。

4.

値: ハブキャッシュの最大スト レージ容量をメガバイト 単位で入力します。デフォルト は0 (ディスク容量の20%)です。

Tanium ClientをZone Serverに登録する設定をする
Tanium ClientをZone Serverに登録する設定をするには、各クライアント にあるServerNameList設定に登録する必要があります。こ
の設定には、複数のZone ServerとTanium Serverを指定できます。接続を試みると、クライアント はリスト 内のサーバを1つずつランダ
ムに選択し、クライアント がIPアド レスを解決できる最初のサーバにのみ登録されます。クライアント が正しいサーバに接続して登録され
るようにするには、ネット ワーク管理者と協力してDNS(Domain Name System)設定を確認します。たとえば通常、外部クライアント
は、DMZ内のZone ServerのIPアド レスを解決しますが、内部ネット ワーク内のTanium ServerのIPアド レスは解決しません。これに対
し通常、内部クライアント は、内部ネット ワーク内のTanium ServerのIPアド レスを解決しますが、DMZ内のZone ServerのIPアド レス
は解決しません。
Zone ServerにTanium Clientを登録する設定の手順は、クライアント が展開を終えているかどうかによって異なります。

Tanium Clientを初めて展開する場合
Zone Serverに登録する必要があるTanium Clientをまだ展開していない場合は、次の手順を実行します。
1.

Tanium™ Client Managementを使用して、インスト ーラバンド ルをダウンロード します(「Tanium Client Managementユーザガ
イド : その他の展開用にインスト ールバンド ルをダウンロード する」を参照)。
必要なバンド ルはエンド ポイント のOSの種類ごとに異なります。各バンド ルには、クライアント の展開に使用する次のファイルが含
まれています。
1.

Tanium Clientをインスト ールするためのインスト ーラファイル。Windowsエンド ポイント の場合はSetupClient.exeで
す。
Linuxバンド ルには、サポート されている各Linuxディスト リビューション用のインスト ーラが含まれていま
す。

2.

初期化ファイル(tanium-init.dat)。Tanium Clientと他のTanium Core Platformコンポーネント 間の接続を保護す
るためのファイルです。
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2.

『Tanium Client Managementユーザガイド 』の説明に従って、Tanium Clientをエンド ポイント に展開します。ServerNameList
の設定では、各Zone ServerとTanium ServerのFQDNまたはIPアド レスを指定します。
IPv6アド レスは角カッコに囲んで入力する必要があります (例：[2001:db8::1] )。
Windows用のTanium Clientインスト ールウィザード では、[Server Address (サーバアド レス)] フィールド に
ServerNameList値を指定します。

3.

ネット ワーク管理者と協力して、Zone Serverに登録する必要があるTanium ClientがTanium ServerのIPアド レスを解決できな
いことを確認します。
この手順は、クライアント がZone Serverをバイパスして、Tanium Serverに直接接続するのを防ぐために必要です。

4.

Tanium Interactを使用して、Tanium ClientからのServerName値とServerNameList設定を返すQuestionを発行します。
ServerNameは、クライアント が現在接続しているサーバのFQDNまたはIPアド レスです。
Get Tanium Server Name and Tanium Server Name List from all machines

5.

[Question Results (Questionの結果)] グリッド で、Tanium Server Name値に、Zone Serverに登録するすべてのクライアント
についてZone Serverが表示されていて、Tanium Server Name List値に指定したすべてのサーバが含まれていることを確認しま
す。
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既存のTaniumクライアント の展開
Zone Serverに登録するTanium ClientでServerNameList設定を変更する以下の手順を実行します。Windowsポイント とWindows
以外の両方のエンド ポイント を対象にした展開では、それぞれのエンド ポイント で手順を繰り返す必要があります。
1.

ServerNameListまたはServerName用に作成する新しいアクションと競合することのないよう、その設定を行う既存のスケジュー
ル済みアクションをすべて削除します。

2.

Tanium Interactを使用して、Zone Serverにまだ登録されていないTanium Clientを特定するQuestionを発行します。
次の例は、Zone ServerのFQDNがzs1.tam.local 、アクティブ/アクティブ構成のTanium Serverがts1.tam.local と
ts2.tam.local である展開環境のTanium Clientを特定します。
Get Tanium Server Name List and Is Windows from all machines with all Tanium Server Name
List not equals “zs1.tam.local,ts1.tam.local,ts2.tam.local"

3.

[Question Results (Questionの結果)] グリッド で、Zone Serverに登録する必要があるWindowsまたはWindows以外のエンド
ポイント (両方ではない)を選択し、[Deploy Action (アクションを展開)] をクリックします。

4.

5.

展開パッケージとして次のいずれかを指定します。
1.

Set Tanium Server Name List - Windowsエンド ポイント

2.

Set Tanium Server Name List [Non-Windows] - Windows以外のエンド ポイント

[Server Name List (サーバ名リスト )] フィールド に各Tanium Serverおよび各Zone ServerFQDNまたはIPアド レスを入力しま
す。
IPv6アド レスは角カッコに囲んで入力する必要があります (例：[2001:db8::1] )。
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6.

アクションのスケジュールを設定します。
アクションを初めて展開するときに、一部の対象エンド ポイント がオフラインの可能性がある場合は再発行間隔
を設定することを検討してください。

7.

[Targeting Criteria (対象絞り込み条件)] セクションで、選択したパッケージに基づいて設定がWindowsエンド ポイント のみ、ま
たはWindows以外のエンド ポイント のみであることを確認します。

8.

[Show preview to continue (プレビューを表示して続行)] をクリックして、対象設定が正しいことを確認します。
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9.

10.

[Deploy Action (アクションの展開)] をクリックし、アクションステータスで、アクションがエラーなしで完了したことを確認します。

Tanium Interactを使用して、Tanium ClientからのServerName値とServerNameList値を返すQuestionを発行します。
ServerNameは、クライアント が現在接続しているサーバのFQDNまたはIPアド レスです。アクションが成功した場合、
ServerNameには、少なくとも一部のクライアント のZone Serverが示され、Tanium Server Name List値には、すべての正しい
サーバ(この例ではzs1.tam.local,ts1.tam.local,ts2.tam.local)が一覧表示されます。
結果に新しい値が表示されるまで数分かかることがあります。結果グリッド でライブ更新 が有効になっていること
を確認します。それぞれのTanium ClientがZone ServerまたはTanium Serverのどちらに接続するかは、ネット
ワークのDNS設定によって異なります。
Get Tanium Server Name and Tanium Server Name List from all machines

11.

ネット ワーク管理者と協力して、Zone Serverに登録する必要があるTanium ClientがTanium ServerのIPアド レスを解決できな
いことを確認します。
この手順は、クライアント がZone Serverをバイパスして、Tanium Serverに直接接続するのを防ぐために必要です。
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アクティブ/アクティブHAクラスタへのTanium Server
のインスト ール
2つのTanium Serverを1つのアクティブ/アクティブ高可用性(HA)クラスタにデプロイして、故障や定期メンテナンス時の継続的な可用性
を確保できます。HAデプロイの詳細については、Tanium Server(ページ7)を参照してください。

HAクラスタの要件と制限事項
HA デプロイには次の要件があります：
l

インスト ーラのバージョン: 両方のTanium Serverに同じインスト ーラを使用する。Tanium Core Platformサーバはすべて同じビ
ルド 番号である必要があります(たとえば、すべてのビルド 番号が7.4.5.1200)。詳細は、Taniumサポート に問い合わせる(ペー
ジ65)を参照してください。

l

ホスト の容量: Tanium Serverのどちらも、展開対象のエンド ポイント の合計数の要件を満たしているか､上回っている。つまり
障害発生時、各サーバはデプロイ全体から独立して負荷を処理できる必要があります｡ 詳細は、「リソース要件(ページ75)」
を参照してください。

l

ピアツーピア接続: Tanium Serverのどちらも、信頼性の高いイーサネット 接続を使用して相互に接続できる。接続には、
1Gbpsの最小スループット と、30msの最大往復遅延時間が必要です。

l

インターネット アクセス: Tanium Serverのそれぞれがインターネット にアクセスして、指定されたド メインからファイルをダウンロー
ド できる(「Tanium Core Platform展開リファレンスガイド : 必要なインターネット URL」を参照)。アクセスは、直接でも、プロキ
シサーバ経由でもかまいません(「 Tanium Consoleユーザガイド : プロキシサーバ設定の構成」を参照)。

l

共有データベースとTanium Module Server: クラスタのメンバーがそれぞれに共有データベースサーバと共有Module Serverに
接続できる。接続には、1Gbpsの最小スループット と、30msの最大往復遅延時間が必要です。
Microsoft Windowsクラスタを構成する必要はありません。ここで示す手順は、スタンド アロンのWindows Serverホス
ト コンピュータが2台あることを前提にしています｡

使用を開始する前に
Tanium Serverをインスト ールする前に、次の条件が満たされていることを確認してください。
l

インスト ーラ: Tanium Serverインスト ーラのSetupServer.exeにアクセスできる。

l

Taniumライセンス: Taniumライセンスファイルのtanium.licenseにアクセスできる。

l

ホスト 要件: すべてのホスト システムが、展開環境に応じたハード ウェア、ソフト ウェア、ネット ワーク接続要件を満たしている
(「要件(ページ13)」を参照)。

l

ユーザアカウント : Microsoft Active Directory管理者によって、Tanium Core Platformの展開に必要なアカウント がすべて設定
されている(「管理者アカウント 権限(ページ18)」を参照)｡
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l

ファイアウォールのルール: ネット ワーク管理者によって、Tanium Core Platformが使用するTCPポート での通信を許可するファ
イアウォールルールが設定されている。スタンド アロンのTanium Serverが使用するポート に加えて、HAクラスタのTanium
Serverはポート 17472(TCP)上でHAに関係するデータを送受信します。詳細については、インターネット アクセス、ネット ワーク
接続、ファイアウォール(ページ16)を参照してください。

l

セキュリティ除外: Taniumプロセスが円滑かつ最適なパフォーマンスで動作できるよう、セキュリティチームによってホスト ベースの
セキュリティポリシーに対する例外が設定されている必要があります。「Tanium Core Platform展開リファレンスガイド : ホスト シ
ステムセキュリティの除外」を参照してください。

l

証明書とキー: Tanium ConsoleまたはAPIへのアクセスに認証局(CA)が発行した証明書を使用して、ユーザシステムから
Tanium Serversまでの接続を保護する場合は、CA発行の証明書と対応する秘密キーがTanium Serverに存在する。証明
書ファイル名はSOAPServer.crt、キーファイル名はSOAPServer.keyでなければなりません。インスト ール中、CA発行の証
明書を選択するか、Tanium Serverで自己署名証明書を生成するよう設定できます。
ト ラブルシューティングを容易にするには、初期インスト ール時に自己署名付き証明書を使用し、後でCA発行
の証明書に置き換えます。このベスト プラクティスによって、インスト ールにまつわる潜在的な問題をTLS接続の
問題から切り分けることができます。
詳細および手順については、「Tanium Core Platform展開リファレンスガイド : Tanium Console、API、Module Serverへのア
クセスのセキュリティ確保」を参照してください。

l

データベースサーバ: データベース管理者によって、Tanium Core Platform展開環境用のデータベースサーバが作成されている
(「データベースサーバをセット アップする(ページ22)」を参照)。

HAクラスタをデプロイする
1.

共有データベース サーバを構築します。

2.

Tanium Serverのインスト ール(ページ21)の説明に従ってプライマリホスト コンピュータにTanium Serverをインスト ールします｡

3.

Tanium Module Serverのインスト ール(ページ29)の説明に従ってTanium Module Serverをインスト ールします。

4.

セカンダリホスト コンピュータにサインインし、Program Filesディレクト リでのフォルダ作成に必要なアクセス権限を持つローカル
管理者として、コマンド プロンプト ユーティリティを実行します。
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5.

次のコマンド を実行してディレクト リを作成します。ここでの、<drive>は対象ド ライブです(D など)。
md " <drive>:\Program Files\Tanium\Tanium Server"

6.

プライマリホスト 上のTanium Serverインスト ールディレクト リからセカンダリホスト に作成したディレクト リに次のファイルをコピーしま
す：
1.

SOAPServer.crt

2.

SOAPServer.key

3.

tanium.license

必ず､機密に属するファイルの安全なコピーに関する組織のベスト プラクティスに従ってください。たとえば、GNU
Privacy Guard (GPG)を使用してコピーする前にファイルを暗号化し､目的のサーバにコピーできたらファイルを復
号化します｡

7.

プライマリサーバをデプロイしてから日にちをおいてセカンダリサーバをデプロイする場合は、プライマリホスト 上のTaniumインスト ー
ルディレクト リにあるStringsフォルダをセカンダリホスト の同じディレクト リにコピーします。両方のサーバを同時にデプロイする場
合、この手順は不要です。

8.

インスト ーラ(SetupServer.exe)をセカンダリホスト 上の一時的な場所にコピーします。

9.

SetupServer.exeを右クリックし、[Run as administrator (管理者として実行)]を選択してインスト ールウィザード を完了しま
す。

10.

2台目のTanium Serverにリモート のModule Serverを登録します｡
登録では、Module ServerとTanium Serverとの間でファイルがコピーされます｡ 登録CLIコマンド の発行時は両
方のサーバにアクセスできる必要があります。さもないと、コマンド が失敗します。CLIの使用方法は、Tanium
Core Platformデプロイリファレンスガイド ：コマンド ラインインターフェースを参照してください。

a.

Module Serverホスト でCLIにアクセスし、Module Serverインスト ールディレクト リに移動します。

cmd-prompt>cd < Module Server>
b.

登録コマンド を発行し、プロンプト が表示されたら、Tanium Console管理者のユーザ名とパスワード を指定します。

cmd-prompt>TaniumModuleServer register <Tanium_Server_FQDN>
Enter administrator username: <username>
Enter password for user '<username>':<password>
Successfully completed registration.
11.

Tanium Server間の信頼を有効にして、HA同期およびフェイルオーバーの通信を有効にします。Tanium Console ユーザガイ
ド ：Tanium Serverの信頼を管理を参照してください。

12.

デプロイの確認：Tanium Core Platformのデプロイの確認(ページ52)を参照してください。
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HA構成に関する注意事項
HAクラスタのTanium ServerはWindowsレジスト リ設定を自動的に同期しません。そのため、これらの設定に対する変更はクラスタの
各Tanium Serverで繰り返す必要があります。Windowsレジスト リに保存される設定は次のとおりです：
l

ログレベル

l

プロキシサーバの設定

l

プロキシのバイパス設定

l

信頼済みホスト 設定

l

証明書失効リスト (CRL)チェック設定をバイパスする

これらの設定を編集する手順については、Tanium Consoleユーザガイド を参照してください。
Tanium Server Windowsレジスト リ設定のガイド ラインは、Tanium Core Platformデプロイリファレンスガイド ：設定を参照してくださ
い。
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Tanium Core Platformのデプロイの確認
Tanium Server(スタンド アロンまたは高可用性 (HA)クラスタ)、Tanium Zone Server、およびオプションのTanium Zone Serverをイン
スト ールした後は、サーバが正常にインスト ールされたか、Tanium Core Platformの必要なコンポーネント すべてと通信できるか、検証
します。
1.

インスト ールしたすべてのTanium ServerのそれぞれでTanium Consoleにサインインします。サポート されているウェブブラウザを
使用して(ウェブブラウザ要件を参照) Tanium ConsoleのURL (https:// <Tanium_Server_FQDN>の形式)を開き、Tanium
Serverのインスト ールウィザード を実行中に設定した管理者のユーザ名とパスワード を入力します。
初めてサインインすると、Tanium Serverは次の項目を自動的にインポート します。
1.

Tanium™のデフォルト のコンテンツパックには、Taniumを使い始める上で必須のセンサーとパッケージ、保存済みクエス
チョン、ダッシュボード が含まれています。コンテンツパックのインスト ール成功は、Tanium Serverは
content.tanium.comサーバと通信できることを示します。

2.

Tanium™ Default Computer Groupsコンテンツパック(さまざまなエンド ポイント プラット フォームに対するコンピュータグ
ループを含む)。「Tanium Consoleユーザガイド 」を参照してください。デフォルト のコンピュータグループを参照してくださ
い。

3.

Tanium Core Platform 7.4.2.2036以前では、Tanium ServerはTanium InteractワークベンチとInteractコンテンツセッ
ト を自動的にインポート します。以降のバージョンでは、メインメニューから [Tanium Solutions (Taniumソリューション)]
ページに移動して、[Administration (運用管理)] > [Configuration (設定)] > [Solutions (ソリューション)] に移動し
て、Interactをインポート することができます。

2.

Tanium Serverがリモート のModule Serverに接続するのを確認します。Tanium Consoleの情報ページ(https：// <Tanium_

Server_FQDN>/info )に移動して､ Module Count を検索します。エント リ一覧に127.0.0.1が含まれている場合
は､Tanium ServerはローカルのModule Serverが使用されており､Tanium Serverとリモート のModule Serverをインスト ールす
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るために実行した手順を見直す必要があります。

3.

Taniumソリューションモジュールをインポート します。「Tanium Core Platformユーザガイド 」を参照してください。Taniumモジュー
ルの管理を参照してください。高可用性展開環境では、各Tanium ServerのTanium Consoleからこのタスクを実行します。イ
ンポート の成功は、すべてのTanium Serverがcontent.tanium.comに接続できることを示しています。
インポート プロセスにより、実際のモジュールが、すべてのTanium Serverが共有するModule Serverにインスト ー
ルされますが、モジュールワークベンチはTanium Serverにインスト ールされます。

4.

Tanium ClientをTanium Core Platformサーバにデプロイすることができ、そしてクライアント がクエスチョンを登録し、返信すること
を確認します。
a.

Tanium Client Managementサービスを使用して、Tanium ClientをTanium Core Platformサーバにデプロイします。手
順については、Tanium Client Managementユーザガイド を参照してください。

b.

Interactを使用してGet Computer Name and Tanium Server Name from all machinesのQuestion を発行
します。
[Question Results (Questionの結果)] グリッド に、すべての Tanium Core Platformサーバから返信が表示されることを
確認します。また、[Tanium Server Name (Tanium Server名)] 列に示されるように、Tanium Clientが正しいTanium
ServerまたはTanium Zone Serverに登録されていることを確認します。
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c.

[Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Client Status (クライアント ステータス)] で最近のTanium
Client登録の詳細を確認します。
登録の成功は、Tanium Clientが正しくインスト ールされていて、Tanium ServerまたはZone Serverと通信できることを示
しています。

5.

(HAデプロイのみ) URL指定ファイルが入ったパッケージが作成またはインポート されたときに、HAクラスタのすべてのTanium
Serverがそのパッケージをダウンロード できることを確認します。[Distribute Application Management Tools (アプリケーション
管理ツールの配布)]は、URLが指定されたファイルを利用するパッケージの1例です。
a.

メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Packages (パッケージ)] に移動します。

b.

[Distribute Application Management Tools (アプリケーション管理ツールの配布)]の行を選択し、[Status (ステータス)]
をクリックします。
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c.

6.

HAクラスタのすべてのTanium Serverが、ファイルをダウンロード およびキャッシュしていることを確認します。

(HAデプロイのみ) 新しいパッケージを作成し、ローカルにアップロード ファイルされたファイルを指定します。Tanium Consoleユー
ザガイド ：パッケージを作成するを参照してください。パッケージを保存したら、HAの同期が発生するのを待ってから、HAクラスタ
のすべてのTanium Serverによってファイルがダウンロード され､キャッシュされていることを確認します。
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検証に失敗した場合、サーバインスト ールに関する問題のト ラブルシューティング(ページ61)を参照してください。

展開環境が運用可能な状態であることを確認したら、災害復旧計画の一環として定期的なバックアップ計画を策定
することを検討してください。「Tanium Core Platformのサーバとデータベースをバックアップする(ページ57)」を参照して
ください。
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デプロイのト ラブルシューティング
この章では、Tanium Core Platformサーバのインスト ールまたはアップグレード に関連した問題のト ラブルシューティングに使用できる手
順、設定、ログについて説明します。

基本的な推奨事項
l

Tanium™ソフト ウェアのバージョンが推奨バージョンであるかどうか確認するには、Taniumサポート に問い合わせる(ページ65)を
参照してください。

l

すべてのTanium Core Platformコンポーネント が同じバージョンであることを確認する。たとえば、すべてのビルド 番号が
7.4.5.1200であることを確認します。

l

ご使用の環境がホスト システムとネット ワーク要件を満たしていることを確認する。要件(ページ13)を参照してください。

l

ユーザインターフェイス(Tanium Core Platformデプロイリファレンスガイド ：Tanium Consoleエラーログを参照)またはインスト ー
ルログファイル(Tanium Core Platformデプロイリファレンスガイド ：ログを参照)に報告されたエラーメッセージをレビューしてくださ
い。

Tanium Core Platformのサーバとデータベースをバックアップする
Tanium Core PlatformのサーバとTaniumデータベースをバックアップして、問題が発生した場合に展開環境を既知の運用可能な状
態に復元できるようにします。たとえば、システム障害により、Tanium Serverのホスト システムが回復不能になった場合のことを考えてく
ださい。

バックアップのベスト プラクティス
以下は、標準的なバックアップ指針です。バックアップ戦略は、組織の特定のニーズによって異なる場合があります。
l

初期展開時の早い段階で災害復旧(DR)計画を策定します。展開環境のバックアップ頻度に影響する、目標復旧時間
(RTO)と目標復旧ポイント (RPO)を定義します。
l

RPO: 期待される復旧ポイント 。たとえば、RPO＝1日は、障害発生から24時間以内の復旧ポイント を意味します。

l

RTO: システム復旧に許容されるダウンタイム時間の長さ。
Questionの結果文字列などのTaniumデータは頻繁に変更されます。このため、重要な運用に必要とされる
最新の状態を失うことがないように、展開環境を毎日バックアップします。

l

Tanium Core Platformサーバへのアップグレード や新しいサーバへの移行など、大規模な変更を行う前に、展開環境をバック
アップしてください。

l

他のシステムレベルのセキュリティおよび資格情報ファイルと同様に、組織のセキュリティポリシーに従って、pki.dbファイル
(「ルート キーをバックアップする」を参照)、SSL/TLS証明書とキーファイルのコピーをアーカイブして保護、管理します(「Tanium
Core Platform展開リファレンスガイド : Tanium Console、API、Module Serverへのアクセスの保護」を参照)。
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サーバとデータベースをバックアップする
1.

Tanium Core Platformサーバとそれに関連するデータベースのインスト ールディレクト リを安全な場所にコピーします。災害によっ
てサーバのホスト にアクセスできなくなった場合は、バックアップ場所にアクセスできる必要があります。
Tanium Core Platformサーバのデフォルト のインスト ールディレクト リは次のとおりです。
表 6：Tanium Core Platformサーバのデフォルト のインスト ールディレクト リ
対 象 サーバ

インスト ールディレクト リ

1Taniumサーバ

\Program Files\Tanium\Tanium Server

Tanium Module Server

\Program Files\Tanium\Tanium Module Server
\Program Files\Tanium\Tanium Module Postgres

2Tanium Zone Server

\Program Files (x86)\Tanium\Tanium ZoneServer

3Tanium Zone Server

\Program Files (x86)\Tanium\Tanium ZoneServer

Hub
1このディレクト リは、アクティブ/アクティブ展 開 環 境 の各 Tanium Serverでバックアップします。KB記 事 「Downloadsディレクト リの場 所 の変

更 」の説 明 に従 ってインスト ールディレクト リからTanium ServerのDownloadsディレクト リを移 動 したた場 合 は、そのディレクト リのコピーが必
要 になることがあります。
2Zone Serverおよびハブのデータは元 はTanium Serverのデータであるため、それらのバックアップは必 須 ではありません。バックアップから復

旧 したら、Tanium ServerとZone Server間 の信 頼 関 係 の再 確 立 が必 要 になります。Zone Serverとハブを再 作 成 する場 合 は、それらを再
インスト ールします。
3Zone Server HubはTanium Serverと同 じホスト に置 くことも、専 用 ホスト に置 くこともできます。
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2.

Tanium Core PlatformのWindowsレジスト リキーをバックアップします。
a.

Windowsのレジスト リエディタを開きます。

b.

Taniumレジスト リキーに移動し、Taniumレジスト リキーを右クリックして、[Export (エクスポート )] を選択します。

c.

[Save in (保存先)] フィールド にバックアップ場所を設定し、バックアップファイル名を入力して、[Save (保存)] をクリックしま
す。

3.

taniumおよびtanium_archiveデータベースをバックアップします。
Microsoft SQL (MSSQL)データベースのバックアップの自動化については、Microsoft SQLのマニュアルを参照してください。
Microsoft SQL Server Management Studioを使用してMSSQLデータベースを手動でバックアップするには、次の手順に従いま
す。
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a.

Object Explorerでデータベースに移動します。

b.

データベース名を右クリックし、[Tasks (タスク)] > [Back Up (バックアップ)] を選択して、プロンプト に従います。

PostgreSQLサーバ上のTaniumデータベースのバックアップ手順については、Taniumサポート に問い合わせる(ページ65)を参照
してください。

一般的なエラーとソリューション
次の表は、Tanium Core Platformサーバのインスト ール時またはアップグレード 時に発生する可能性のあるエラーと、推奨するト ラブル
シューティングの手順の一覧です。
表 7：一 般 的 なデプロイエラーとソリューション
エラー

ト ラブルシューティング手 順

アクセス失 敗 のメッセージ

インスト ーラの実 行 時 にアクセス失 敗 のメッセージが表 示 された場 合 は、サインインしているユーザのアクセス
権 限 を確 認 してください(「Tanium Consoleユーザガイド: 有 効 なアクセス許 可 を表 示 する」を参 照 してくださ
い)。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ60

表 7：一 般 的 なデプロイエラーとソリューション (続 き)
エラー

ト ラブルシューティング手 順

接 続 に失 敗 しました

pingやtracerouteのような標 準 的 なツールを使 用 して基 本 的 な接 続 を確 認 する。これらの検 査 で問 題 が発
生 した場 合 は、ネット ワーク管 理 者 と協 力 して診 断 します｡ これらの検 査 に合 格 した場 合 は、デジタルキーま
たはファイアウォールに問 題 がある可 能 性 があります。

Tanium Consoleを利 用 できませ

データベースサーバ上 のTaniumデータベースのステータスを確 認 します。Tanium Serverサービスのステータス

ん

も確 認 します。必 要 に応 じて再 起 動 します。WindowsサービスプログラムでTanium Serverサービスを見 つけ
ることができます。

インスト ール検 証 に失 敗 しました

Tanium Core Platformのデプロイの確 認 (ページ52)の手 順 を実 行 中 に検 証 が失 敗 した場 合 、サーバインス
ト ールに関 する問 題 のト ラブルシューティング(ページ61)を参 照 してください。

ファイルキャッシュによるディスク容

Tanium Clientコンテンツに使 用 するZone ServerまたはZone Server Hubのキャッシュがディスク容 量 を消 費

量不足

し過 ぎる場 合 は、キャッシュサイズを制 限 することができます。キャッシュされるコンテンツには、アクションのパッ
ケージファイルとTanium Client APIを介 して要 求 されるファイルが含 まれます。
Tanium Serverホスト にハブがインスト ールされている場 合 、ハブのキャッシュは不 要 です。Tanium Core
Platform 7.4より前 のリリースから7.4以 降 へアップグレードした後 、ハブのキャッシュを削 除 して容 量 を空 けるこ
とができます。
手 順 については、Zone ServerおよびZone Server Hubのキャッシュの管 理 (ページ41)を参 照 してください。

サーバインスト ールに関する問題のト ラブルシューティング
Tanium Core Platformサーバをインスト ールした後、Tanium Core Platformのデプロイの確認(ページ52)に記載されている手順を実
行して、インスト ールに成功したことを確認します。検証に失敗した場合は、次の手順を実行します。
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1.

Tanium Server、Zone Server、Zone Server Hub、Module Server、およびTanium ClientのWindowsサービスのステータスを
確認します。開始されていないサービスを開始します。Windowsサービスプログラムでサービスを見つけることができます。
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2.

各サーバのWindowsレジスト リに誤入力や欠落値がないことを確認します。Tanium Core Platformデプロイリファレンスガイド ：
設定を参照してください。

3.

Zone Server HubからZone Serverへの接続、およびModule ServerからTanium Serverへの接続をテスト します。接続のテス
ト にはお気に入りのユーティリティを使うことができます。次の例では、Zone Server Hubホスト のCLIでPortqryを使用してZone
Serverが指定ポート をリッスンしているかを確認します。

c:\> portqry -n zs1.tam.local -p tcp -e 17472
Querying target system called:
zs1.tam.local
Attempting to resolve name to IP address...
Name resolved to 10.10.10.15
querying...
TCP port 17472 (unknown service): LISTENING
c:\>
Zoサーバに接続できて回答(LISTENING)が得られる場合、基本的な接続には問題ありません｡ サーバに接続できない場合
は、ネット ワークおよびセキュリティ管理者と協力して問題を解決する必要があります。
4.

サーバFQDNがDNSを通してIPアド レスに解決することを確認します。前のステップでは、DNS解決を示す例としてPortqryを使
用しました。CLIでnslookupを次のように使用することもできます。

c:\> nslookup <server_FQDN>
Server: Unknown
Address: 10.10.10.10
Name: <server_FQDN>
Address: 10.10.10.15
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DNS解決で問題が発生した場合は、ネット ワーク管理者と協力して問題を解決します｡ DNS解決ができない場合は、FQDN
ではなくIPアド レスを使用して接続設定を構成し直すことができます。
5.

上記の手順で問題が解決されない場合は、以下のようにログを生成してTaniumサポート にお問い合わせてください(「Taniumサ
ポート に問い合わせる(ページ65)」を参照)。
a.

Tanium ClientとZone Server、Zone Server Hub、Module Server、Tanium Serverでログ詳細レベルを41に設定しま
す。それぞれ「Tanium Client Managementユーザガイド : Tanium Client CLIとクライアント の設定」、「Tanium Core
Platform展開リファレンスガイド : 設定」を参照してください。

b.

デプロイの確認に使用したQuestionを再度実行して、問題を再現します。

c.

サーバログとTanium Clientログの両方を調べます｡ Taniumサポート では、ログの解析を行うこともできます。

Windowsレジスト リ
Tanium Core Platformサーバの多くの設定は、サーバをインスト ールするときにWindowsレジスト リに追加されます。インスト ールで問
題が発生した場合は、レジスト リエント リで入力に誤りがなかったかを確認できます。レジスト リ設定については、Tanium Core Platform
デプロイリファレンスガイド ：設定を参照してください。

プロキシサーバ関連のキーにエント リがあるのは、プロキシサーバを設定した場合のみです。詳細については、次を参
照してください。Tanium Consoleユーザガイド ：プロキシサーバ設定の構成を参照してください。

ログ
以下のログを調べ、問題をト ラブルシューティングします。ログの場所や内容の詳細については、Tanium Core Platformログを参照して
ください。
表 8：Tanium Core Platformログ
ログファイル

説明

Install.log

サーバインスト ールのログファイルには、Tanium Core Platformサーバのインスト ール時 に正 常 に完 了 したアク
ションと問 題 が発 生 したアクションが示 されます。

log<#>.txt

Taniumコンテンツパックやソリューションモジュールのインポート ､あるいはパッケージファイルに対 する更 新 のダウ
ンロードに関 するト ラブルシューティングが必 要 な場 合 は、TDownloaderのログが役 立 つことがあります。

auth<#>.txt

認 証 ログは、Tanium Consoleへのアクセス時 に問 題 をト ラブルシューティングするのに役 立 ちます。

module-history<#>.txt

モジュール履 歴 ログは、Taniumソリューションモジュールがプラグインを実 行 するときに問 題 をト ラブルシューティ
ングするのに役 立 ちます。
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Taniumサポート に問い合わせる
Taniumサポート は、インスト ールやアップグレード の準備および実行、また初期展開の確認およびト ラブルシューティングで最初に助け
を求めるべき場所でです。Taniumサポート にさらに協力を求める場合は、必ず､Tanium Core Platformコンポーネント のバージョン情
報と、ホスト システムのハード ウェアおよびOSの詳細、データベースサーバのバージョンなどの具体的な依存関係情報を必ず用意してく
ださい｡
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。

Taniumのアンインスト ール
Tanium Core Platformのアンインスト ール
Tanium Core Platformが不要になった場合、あるいは再インスト ールする前に完全に削除したい場合は、次の手順を実行します。
1.

Tanium Core Platformサーバ( Tanium Server、Tanium Module Server、Tanium Zone Server、Tanium Zone Server
Hub)をアンインスト ールします。サーバをアンインスト ールする順序は問題ではありません。

2.

Taniumデータベース(taniumとtanium_archive)をデータベースサーバから削除します。

Tanium Core Platformサーバのアンインスト ール
1.

Windowsのコント ロールパネルを開き、[Uninstall a program (プログラムのアンインスト ール)]機能を使用してTanium Core
Platformサーバをアンインスト ールします。
WindowsプログラムがTaniumアンインスト ーラを呼び出し、そのアンインスト ーラがサーバに関連付けられているTaniumサービス
を停止および削除し、Windowsレジスト リエント リを削除します(Taniumのト ップエント リを除く)。インスト ールを完全に除去する
には、インスト ーラが実行しない以下の手動タスクが必要です。

2.

Windowsレジスト リのHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\に移動し、Taniumを削除します。

3.

Windows ExplorerでTaniumのインスト ール場所に移動し、Taniumディレクト リを削除します。

4.

Windowsのごみ箱を空にします。

Taniumデータベースを削除
データベース管理者としてデータベースサーバにサインインし、taniumおよびtanium.archiveデータベースを削除します。
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TaniumモジュールまたはTanium Clientをアンインスト ール
TaniumソリューションモジュールおよびTanium Clientのアンインスト ールについては、それぞれ製品のユーザガイド をご覧ください。
l

Tanium Client:
l

Windows上のTanium Client

l

macOS上のTanium Client

l

Linux上のTanium Client

l

Solaris上のTanium Client

l

AIX上のTanium Client

l

Asset

l

Client Management

l

Comply

l

Connect

l

Deploy

l

Direct Connect

l

Discover

l

Endpoint Configuration
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l

End-User Notifications

l

Enforce

l

Health Check

l

Impact

l

Incident Response: 該当なし

l

Integrity Monitor

l

Interact

l

Map

l

Network Quarantine

l

Patch

l

Performance

l

Protect

l

Reputation

l

Reveal

l

Threat Response

l

Trends
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Tanium Core Platformサーバのアップグレード
サポート されているアップグレードパス
表 9：サポート されているアップグレード パス
Path

注

7.4.xから7.4.x

マイナーアップグレード。不 明 な点 などある場 合 は、Taniumサポート に問 い合 わせる(ページ65)を参 照 してください。

7.3.xから7.4.x

メジャーアップグレード。7.4以 降 では、高 可 用 性 (HA)デプロイのTanium Server間 、およびTanium Server、Zone
Server、Zone Server Hub間 の信 頼 を有 効 にする必 要 があります。新 規 インスト ールでは、Tanium ServerとのTLS
通 信 を有 効 にするために、初 期 化 ファイルをZone Server、Zone Server Hub、Tanium Client7.4にダウンロードおよ

7.2.xから7.4.x

びデプロイする必 要 があります。
メジャーアップグレード。7.2以 降 では、TLS接 続 を有 効 にするために必 要 なTLS証 明 書 と暗 号 化 キーはTanium

7.1.xから7.4.x

Serverインスト ーラによって作 成 されます。また、Module Serverインスト ーラは、Tanium Serverに自 動 的 にModule
Serverを登 録 (証 明 書 とレジスト リエント リを作 成 )できます。アップグレード時 にこの登 録 を行 えるようにするには、先
ず､Tanium Serverをインスト ールし､Module Serverと通 信 して登 録 申 請 を受 け付 けられるようにする必 要 がありま
す｡
メジャーアップグレード。7.1では、システムロールはRBACに置 き換 えられています｡ アップグレードする前 に必 ずRBAC

7.0.xから7.4.x

を理 解 し、ユーザにロールを割 り当 てる準 備 を終 えておいてください｡
メジャーアップグレード。7.0以 降 では、Tanium Consoleのユーザインターフェイスは以 前 のUIと異 なります。ラボのデプ

6.5.xから7.4.x

ロイを最 初 にアップグレードし、本 番 環 境 のデプロイをアップグレードする前 に、新 しい7.xのユーザインターフェイスで主
要 タスクを実 行 できることを確 認 するのがベスト プラクティスです。

サーバアップグレードの概要
Tanium Core Platformサーバをアップグレード するためのメンテナンスウインド ウは通常1時間以内です。想定外の問題が発生しない
ようにするには、すべてのサーバが同じバージョンのソフト ウェアを実行する必要があります。すべてのサーバのアップグレード を同じメンテ
ナンスウインド ウ内で行うのがベスト プラクティスです。高可用性(HA)クラスタがある場合、両方のTanium Serverのアップグレード を同
じウインド ウ内で行います。
サーバのホスト 名とSSL/TLS証明書､キーファイルのどれも変更する必要がない場合は、Tanium Core Platformのインスト ーラを実行
し、既存のインスト ール環境を更新ファイルで置き換え、新しいライセンスファイルを各Tanium Serverのインスト ールディレクト リにアップ
ロード します(「Taniumライセンスの管理」を参照)。
場合によっては、この機会にサーバホスト 名を変更したり、新しいSSL/TLS証明書とキーをインスト ールしたりすることもできます(既存の
証明書やキーが期限切れになる場合など)。その場合、アップグレード 作業は初期インスト ール作業と似ており、前提となる手順も似
ています｡ サーバのホスト 名を変更する場合は、エンド ポイント でサーバと通信できるようにTanium Clientを再構成する必要がありま
す。
このガイド のアップグレード 手順は、ホスト およびネット ワーク環境が初期インスト ール要件を満たしていることを前提としています(要件
(ページ13)を参照)。
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Tanium Consoleで管理する設定は、Taniumデータベースに保存されます。そのため、既存のデプロイに保存したカスタマイズ内容
は、アップグレード 後も持続されます。

使用を開始する前に
アップグレード 前に次のタスクを実行します。
l

現在のバージョン以降にリリースされたTanium Core Platformソフト ウェアのすべてのバージョンのリリースノート を一読し、予想
される動作を把握しておく｡

l

すべてのTanium Core Platformサーバおよびソリューションを含め、現在のデプロイが期待通りに機能していることを確認する。

l

Tanium Serverのホスト 名に変更する場合は、Taniumサポート に問い合わせる(ページ65)を参照してください。Taniumライセ
ンスを作成する場合は、Taniumサポート は新しいホスト 名を必要とします。

l

Taniumサポート からインスト ーラ(.exeファイル)と新しいライセンスファイルを入手します。

l

通常のアップグレード では、バックアップからの復元は必要ありません｡ただし、問題が発生し、システムを既知の運用可能な状
態に復元する場合は､バックアップによって作業の手間を省くことができます。「Tanium Core Platformのサーバとデータベースを
バックアップする(ページ57)」を参照してください。

l

通常の環境では、各Tanium Core Platformサーバのインスト ーラは、関連するTanium サービスを停止し、ソフト ウェアを更新
し、サービスを再開します。非常に大量のデータを伴うデプロイでは、サービスの停止に非常に時間がかかり、サービスが正常に
シャット ダウンする前にインスト ーラがインスト ールを中止することがあります。これを回避するベスト プラクティスとして、Windows
サービスプログラムを使用して、アップグレード を開始する前に、Tanium Core Platformサービスを以下の順序で停止します。
o

Tanium Zone Server

o

Tanium Zone Server Hub

o

Tanium Module Server

o

(HAデプロイのみ) 非プライマリTanium Server

o

プライマリ(HA)またはスタンド アロン(非HA) Tanium Server

アップグレードの順序
Tanium Core Platformサーバは次の順序でアップグレード する必要があります。
1.

Tanium Server(HAデプロイでのプライマリおよび非プライマリサーバ)

2.

Module Server

3.

Zone Server Hub

4.

Zone Server

Tanium Serverのアップグレード
アップグレード の場合、Tanium™ Serverインスト ーラは次の操作を行います：

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ69

l

Tanium Serverサービスを停止します。

l

Tanium Serverソフト ウェアとTanium ConsoleのUI コンポーネント をインスト ールします。

l

Windowsレジスト リを、対話式インスト ールウィザード で指定された値で更新します。

l

リモート データベースサーバ上のTaniumデータベースを更新し、それらのデータベースのデータベーステーブルを初期化し直しま
す。

l

ローカルホスト コンピュータのWindowsファイアウォールで必要なポート を開きます。

l

Tanium Serverサービスを開始します。

Windowsのセカンダリログインサービス(seclogon)では、[Startup type (起動タイプ)]が[Automatic (自動)]または
[Manual (手動)]に設定されており、[Disabled (無効)]ではないことが必要です。そうでなければ、Taniumデータベー
スのインスト ールは失敗します。

本番展開環境のアップグレード では、インスト ーラはWindowsレジスト リからTanium Module Serverがローカルにイン
スト ールされていないことを検出します｡このため、Tanium Module Serverがアップグレード されたり、Tanium Module
Serverサービスが開始されたりすることはありません｡

スタンド アロン(非HA)またはプライマリ(HA))Tanium Serverをアップグレード する
1.

管理者権限を持つローカル管理者またはド メインユーザとしてホスト システムにサインインします。

2.

インスト ーラ(SetupServer.exe)とライセンスファイルをホスト コンピュータの一時的な場所にコピーします。

3.

新しいSSL/TLS証明書およびキーファイルがある場合は、ホスト コンピュータにコピーして、インスト ーラの実行時に選択できるよ
うにします。

4.

SetupServer.exeを右クリックして、[Run as administrator (管理者として実行)]を選択します。

5.

インスト ールウィザード を完了します。次のことを検討してください：
1.

[Express Install (高速インスト ール)]ではなく、[Custom Install (カスタムインスト ール)]を選択する。[Custom Install
(カスタムインスト ール)]を選択すると、インスト ーラは各設定を指定するよう促します｡ウィザード のフォームは､現在のイン
スト ールに存在する値を設定した状態で表示されます｡ このため、現在のインスト ールを確認し、必要に応じて証明書
およびライセンスファイルを置き換えたり、他のインスト ール設定を変更したりできます。[Express Install (高速インスト ー
ル)]を選択すると、インスト ーラは既存の値を使用しますが、確認や変更の機会はありません。

2.

適切な場合、[License Configuration (ライセンス構成)]ページで、必ず､新しいライセンスファイルを選択する。

3.

サーバに新しいSSL/TLS証明書とキーファイルがある場合は、[Certificate Path (証明書パス)]と[Key Path (キーパス)]
を使用して選択する。そうでない場合は、インスト ーラによって入力された値を使用する。
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セカンダリ(HA)Tanium Serverをアップグレード する
1.

管理者権限を持つローカル管理者またはド メインユーザとしてホスト システムにサインインします。

2.

インスト ーラ(SetupServer.exe)とライセンスファイルをホスト コンピュータの一時的な場所にコピーします。

3.

SSL/TLS証明書とキーファイルを更新した場合は、プライマリホスト のTanium Serverインスト ールディレクト リから非プライマリホス
ト のインスト ールディレクト リに以下のファイルをコピーします｡
1.

SOAPServer.crt

2.

SOAPServer.key

3.

tanium.license

必ず､Tanium ServerのSOAPServer.keyファイルなどの機密ファイルの安全なコピーに関する組織の
ベスト プラクティスに従ってください。たとえば、コピーする前にGNU Privacy Guard (GPG)を使用してファ
イルを暗号化し、対象のサーバ上の所定の位置にある場合、復号化します。

4.

SetupServer.exeを右クリックして、[Run as administrator (管理者として実行)]を選択します。

5.

インスト ールウィザード を完了します。次のことを検討してください：
1.

[Express (高速)]ではなく、[Custom (カスタム)]インスト ールタイプを選択する。[Custom (カスタム)]を選択すると、イン
スト ーラは各設定を指定するよう促します｡ウィザード のフォームは､現在のインスト ールに存在する値を設定した状態で
表示されます｡ このため、現在のインスト ールを確認し、必要に応じて証明書およびライセンスファイルを置き換えたり、
他のインスト ール設定を変更したりできます。[Express (高速)]を選択すると、インスト ーラは既存の値を使用しますが、
確認や変更の機会はありません。

2.

適切な場合、[License Configuration (ライセンス構成)]ページで、必ず､新しいライセンスファイルを選択する。

3.

サーバに新しいSSL/TLS証明書とキーファイルがある場合は、[SSL Certificate and Key (SSL証明書とキー)]コント
ロールを使用して選択する。そうでない場合は、インスト ーラによって入力された値を使用する。

4.

Tanium Module Serverをアップグレード した後は、手動で非プライマリTanium Serverに登録する必要があります
(Tanium Module Serverをアップグレード する(ページ72)を参照)。

以前のリリースからTanium Core Platform 7.4またはそれ以降にアップグレード した場合は、Tanium ServerのHAピア間の信頼

6.

関係を有効にする必要があります(「Tanium Consoleユーザガイド : Tanium Serverの信頼を管理」を参照してください)。

Tanium Module Serverをアップグレードする
アップグレード すると、Tanium™ Module Serverインスト ーラは次の処理を行います：
l

Tanium Module Serverサービスを停止します。

l

Tanium Module Serverソフト ウェアを更新します。

l

Windowsレジスト リを、対話式インスト ールウィザード で指定された値で更新します。
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l

プライマリ(HA)またはスタンド アロンのTanium Serverへの登録を開始します(選択されている場合)。

l

ローカルホスト コンピュータのWindowsファイアウォールで必要なポート を開きます。

l

Tanium Module Serverサービスを開始します。

使用を開始する前に
最初に最新リリースにアップグレード するときのベスト プラクティスは、Module Serverをプライマリ(HA)またはスタンド アロンのTanium
Serverに自動的に登録することです。次の前提条件が満たされていることを確認して操作します｡
l

Tanium ServerとTanium Module ServerがTCPポート 17477で通信を行えるようにネット ワークのファイアウォールルールが構
成されている(ネット ワークセキュリティ管理者に確認)｡

l

Windowsレジスト リ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Tanium\Tanium Server に移動し、Module
Serverの設定を消去する。(値 127.0.0.1 をクリア。)

Tanium Module Serverをアップグレード する
1.

管理者ユーザとしてTanium Module Serverのホスト システムにサインインします。

2.

インスト ーラ(SetupModuleServer.exe)をホスト コンピュータの一時的な場所にコピーします。

3.

Tanium Module Serverに新しい証明書ファイルと公開キーファイルがある場合は、Tanium Module Serverのホスト コンピュータ
上の一時的な場所にコピーしておくことで、インスト ーラの実行時に選択することができます。

4.

SetupModuleServer.exeを右クリックして、[Run as administrator (管理者として実行)]を選択します。

5.

インスト ールウィザード を完了します。次のことを検討してください：
1.

Tanium Module Serverに新しい証明書とキーがある場合は、[Use Existing Certificate and Key (既存の証明書と
キーを使用)]コント ロールを使用して選択する。

2.

Tanium Serverに新しい証明書がある場合は、[Register with the Tanium Server (Tanium Serverに登録)]または
[Manually specify Tanium Server certificate (手動でTanium Server証明書を指定)]コント ロールを使用して選択
する。HAデプロイでは、プライマリTanium Serverに登録します。

3.

自動登録を利用しない場合、あるいは登録に失敗した場合は、Tanium Module Serverをインスト ールして手動で
Tanium Serverに登録する(ページ32)を参照してください｡インスト ーラ実行後に手動で行なう必要がある手順を記載
しています｡

6.

(HAのみ)Module Serverホスト のCLIにアクセスし、次のコマンド を実行して、非プライマリTanium Serverに登録します。

cmd-prompt>cd < Module Server>
cmd-prompt>TaniumModuleServer register <Tanium_Server_FQDN>
Enter administrator username: <username>
ユーザ「<username>」のパスワード を入 力 します。
Successfully completed registration.
CLIの使用方法は、Tanium Core Platformデプロイリファレンスガイド ：コマンド ラインインターフェースを参照してください。
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通常は、最初に最新リリースにアップグレード するときに1回だけ登録を行う必要があります。再登録は､Tanium
ServerまたはModule Serverの証明書を変更する場合にのみ必要になります。

Tanium Zone Serverをアップグレードする
Tanium™ Zone Serverソフト ウェアは、Zone Server Hub(内部ネット ワーク内のホスト コンピュータ、通常はTanium Serverホスト コン
ピュータ)およびDMZ内の1つ以上の専用Zone Serverホスト コンピュータにインスト ールされます。両方のタイプのサーバをアップグレード
します。
アップグレード すると、Tanium Zone Serverインスト ーラは次の処理を行います：
l

Tanium Zone Serverサービスを停止します。

l

Tanium Zone Serverソフト ウェアをアップデート します。

l

Windowsレジスト リを、対話式インスト ールウィザード で指定された値で更新します。

l

ローカルホスト コンピュータのWindowsファイアウォールで必要なポート を開きます。

l

Tanium Zone Serverサービスを開始します。

Zone Server Hubをアップグレード する
1.

管理者ユーザとしてTanium Serverのホスト システムにサインインします。

2.

インスト ーラ(SetupZoneServer.exe)を一時的な場所にコピーします。

3.

SetupZoneServer.exeを右クリックして、[Run as administrator (管理者として実行)]を選択します。

4.

インスト ールウィザード を完了します。

専用のZone Serverをアップグレード する
1.

管理者ユーザとしてTanium Zone Serverのホスト システムにサインインします。

2.

インスト ーラ(SetupZoneServer.exe)を一時的な場所にコピーします。

3.

SetupZoneServer.exeを右クリックして、[Run as administrator (管理者として実行)]を選択します。

4.

インスト ールウィザード を完了します。

サーバ間の信頼関係を有効にしてマッピングの設定をする
以前のリリースからTanium Core Platform 7.4またはそれ以降にアップグレード した場合は、各Tanium ServerとZone Server Hub間
の信頼関係を有効にして相互に通信できるようにする必要があります。また、すべてのZone Serverをハブにマッピングして、信頼関係
のあるZone Serverのみがハブと通信できるようにする必要もあります。手順については、「Tanium Consoleユーザガイド :」を参照して
ください。Zone Serverとハブの管理を参照してください。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ73

サーバのアップグレードを確認する
1.

Tanium ConsoleのURLを開きます。

2.

管理者ロールを持つユーザとしてサインインします。
Tanium Consoleはホームページが開き、Module Serverアップグレード 中に起きたエラーがすべて表示されます。

3.

メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Client Status (クライアント ステータス)] に移動し
て、最近のTanium Client登録詳細を確認し、クライアント が想定していた通りに登録されていることを確認します。

検証に失敗した場合、デプロイのト ラブルシューティング(ページ57)を参照してください。
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関連情報：ホスト システムのリソースに関するガイ
ドライン
次のガイド ラインを使用して、Tanium Core Platformサーバのホスト システム要件を見積もることができます。正確な要件は、使用す
るTaniumモジュールや管理エンド ポイント 数など、動的使用要因に基づき異なります。使用状況はお客様によって異なります。以下
の表に記載する要件は、管理対象のエンド ポイント 台数1,000未満から500,000台を超える膨大な量のデプロイデータに基づいてい
ます。

Tanium Serverホスト システム
オペレーティングシステムのサポート
Tanium Serverは、次のWindows Serverプラット フォームのStandard、Enterprise、Datacenterの各エディションに対応しています。
Tanium ServerはServer CoreおよびNano Serverオプションには対応していません。
l

Windows Server 2019

l

Windows Server 2016

l

Windows Server 2012 R2

l

Windows Server 2012

リソース要件
次の表を使用して、Tanium Serverホスト に必要なデバイスタイプ(物理または仮想)とリソースを判断します。各列は、展開されている
エンド ポイント の総数を表しています。高可用性(HA)デプロイでは、両方のTanium Serverが、デプロイ対象のエンド ポイント の合計
数要件を満たすか、上回っている必要があります。つまり障害発生時、各サーバはデプロイ全体から独立して負荷を処理できる必要
があります｡
表 10：Tanium Serverのリソース要 件
仕様

10,000台 まで

35,000台 まで

75,000台 まで

150,000台 まで

500,000台 まで¹

サーバデバイスタイプ

物 理 または仮 想

物 理 または仮 想

物理²

物理²

物理²

CPUコア³

8

16

24

40

80

メモリ

32GB

48GB

96GB

256GB

512GB
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表 10：Tanium Serverのリソース要 件 (続 き)
仕様

10,000台 まで

35,000台 まで

75,000台 まで

150,000台 まで

500,000台 まで¹

ディスク容 量 ⁴

250GB

400GB

750GB

1.5TB

3TB

¹ Tanium Core Platformは、100万 以 上 のエンドポイント をサポート します。エンドポイント 数 が50万 を超 える展 開 環 境 のリソース仕 様 については、
Taniumサポート に問 い合 わせる(ページ1)を参 照 してください。
² 70,000を超 えるエンドポイント のデプロイの場 合 、Taniumは、ホスト システムにIntel製 のチップセット を搭 載 した10Gbのネット ワークカードを使 用 す
ることを強 くお勧 めします｡
³ CPUコア数 は、ハイパースレッドを有 効 にした場 合 に利 用 できる論 理 コア数 ではなく、CPU割 り当 ての物 理 コア数 にのみ基 づいて計 算 されます。
⁴Microsoft OSとTanium Serverの合 計 容 量 。Tanium™ Patchを使 用 する場 合 、Tanium Serverには､パッチの保 存 および管 理 用 に追 加 で
500GBのディスク容 量 が必 要 になります。Tanium™ Deployを使 用 する場 合 、Tanium ServerにはDeployソフト ウェアライブラリのスト レージの2倍 以
上 の追 加 ディスク容 量 が必 要 です。

Tanium Module Serverのホスト システム
オペレーティングシステムのサポート
Module Serverは、次のWindows Serverプラット フォームのStandard、Enterprise、Datacenterの各エディションに対応しています。
Module ServerはServer CoreおよびNano Serverオプションには対応していません。
l

Windows Server 2019

l

Windows Server 2016

l

Windows Server 2012 R2

l

Windows Server 2012

リソース要件
次の表を使用して、Module Serverホスト に必要なデバイスタイプ(物理または仮想)とリソースを判断します。各列は、展開されている
エンド ポイント の総数を表しています。
表 11：Module Serverのリソース要 件
仕様

10,000台 まで

35,000台 まで

75,000台 まで

150,000台 まで

500,000台 まで¹

サーバデバイスタイプ

物 理 または仮 想

物 理 または仮 想

物 理 ²または仮 想

物 理 ²または仮 想

物 理 ²または仮 想

CPUコア³

8

16

24

40

80

メモリ

32GB

48GB

96GB

256GB

512GB
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表 11：Module Serverのリソース要 件 (続 き)
仕様

10,000台 まで

35,000台 まで

75,000台 まで

150,000台 まで

500,000台 まで¹

ディスク容 量

150GB

150GB

150GB

200GB

300GB

¹ Tanium Core Platformは、100万 以 上 のエンドポイント をサポート します。エンドポイント 数 が50万 を超 える展 開 環 境 のリソース仕 様 については、
Taniumサポート に問 い合 わせる(ページ1)を参 照 してください。
² 70,000を超 えるエンドポイント のデプロイの場 合 、Taniumは、ホスト システムにIntel製 のチップセット を搭 載 した10Gbのネット ワークカードを使 用 す
ることを強 くお勧 めします｡
³ CPUコア数 は、ハイパースレッドを有 効 にした場 合 に利 用 できる論 理 コア数 ではなく、CPU割 り当 ての物 理 コア数 にのみ基 づいて計 算 されます。

Tanium Zone Serverのホスト システム
オペレーティングシステムのサポート
Zone Serverは、次のWindows Serverプラット フォームのStandard、Enterprise、Datacenterの各エディションに対応しています。
Zone ServerはServer CoreおよびNano Serverオプションには対応していません。
l

Windows Server 2019

l

Windows Server 2016

l

Windows Server 2012 R2

l

Windows Server 2012

リソース要件
次の表を使用して、Zone Serverホスト に必要なデバイスタイプ(物理または仮想)とリソースを判断します。列は、Zone Serverを介し
てレポート するエンド ポイント の数を示します。Zone ServerのHAデプロイでは、HAピアの1つに障害が発生した場合にクラスタの負荷
を独立して処理するよう各Zone Serverをプロビジョニングします。
表 12：Tanium Zone Serverのリソース要 件
仕様

10,000台 まで

35,000台 まで

75,000台 まで

150,000台 まで

500,000台 まで¹

サーバデバイスタイプ

物 理 または仮 想

物 理 または仮 想

物理²

物理²

物理²

CPUコア³

8

16

24

40

80

メモリ

16GB

24GB

48GB

128GB

256GB
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表 12：Tanium Zone Serverのリソース要 件 (続 き)
仕様

10,000台 まで

35,000台 まで

75,000台 まで

150,000台 まで

500,000台 まで¹

ディスク容 量 ⁴

250GB

400GB

750GB

1.5TB

3TB

¹ Tanium Core Platformは、100万 以 上 のエンドポイント をサポート します。エンドポイント 数 が50万 を超 える展 開 環 境 のリソース仕 様 については、
Taniumサポート に問 い合 わせる(ページ1)を参 照 してください。
² 70,000を超 えるエンドポイント のデプロイの場 合 、Taniumは、ホスト システムにIntel製 のチップセット を搭 載 した10Gbのネット ワークカードを使 用 す
ることを強 くお勧 めします｡
³ CPUコア数 は、ハイパースレッドを有 効 にした場 合 に利 用 できる論 理 コア数 ではなく、CPU割 り当 ての物 理 コア数 にのみ基 づいて計 算 されます。
⁴Microsoft OSおよびZone Server用 の合 計 容 量 。Tanium Patchを使 用 する場 合 、Zone Serverには､パッチの保 存 および管 理 用 に追 加 で
500GBのディスク容 量 が必 要 になります。Tanium Deployを使 用 する場 合 、Zone ServerにはDeployソフト ウェアライブラリのスト レージの2倍 以 上
の追 加 ディスク容 量 が必 要 です。

PostgreSQL Serverのホスト システム
ホスト コンピュータの仕様とPostgreSQL Serverバージョンの仕様については、Taniumサポート に問い合わせる(ページ65)を参照してく
ださい。

SQL Serverのホスト システム
オペレーティングシステムのサポート
SQL Serverは、次のWindows Serverプラット フォームのStandard、Enterprise、Datacenterの各エディションにインスト ールできます。
Server CoreおよびNano Serverオプションには対応していません。
l

Windows Server 2019

l

Windows Server 2016

l

Windows Server 2012 R2

l

Windows Server 2012

Taniumデータベースサーバは次のMicrosoft SQL Serverバージョンに対応しています。
l

SQL Server 2019 (Tanium Core Platform 7.2以降でのみ検証済み)

l

SQL Server 2017 (Tanium Core Platform 7.2以降でのみ検証済み)

l

SQL Server 2016

l

SQL Server 2014

l

SQL Server 2012

SQLサーバのホスト とバージョンの仕様は、次の表に従って決定してください。各列は、展開されているエンド ポイント の総数を表してい
ます。
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表 13：データベースサーバのオペレーティングシステムのサポート
エディション

500台 まで

10,000台 まで

35,000台 まで

75,000台 まで

150,000台 まで

500,000台 まで¹

Express²
Standard
Business
Intelligence
Enterprise
¹ Tanium Core Platformは、100万 以 上 のエンドポイント をサポート します。エンドポイント 数 が50万 を超 える展 開 環 境 のリソース仕 様 については、
Taniumサポート に問 い合 わせる(ページ65)を参 照 してください。
² POCデプロイのみ。

リソース要件
次の表を使用して、SQL Serverのホスト に必要なデバイスタイプ(物理または仮想)とリソースを決定します。仕様は、Tanium Core
Platform 7.0以降用です。各列は、展開されているエンド ポイント の総数を表しています。
表 14：SQL Serverのリソース要 件
仕様

10,000台 まで

35,000台 まで

75,000台 まで

150,000台 まで

500,000台 まで¹

サーバデバイスタイプ

物 理 または仮 想

物 理 または仮 想

物理²

物理²

物理²

CPUコア³

4

8

10

16

32

メモリ

8GB

16GB

24GB

32GB

48GB

ディスク容 量 ⁴

150GB

200GB

300GB

500GB

750GB

データベースサイズ

20GB

75GB

150GB

300GB

500GB

ディスクアレイIOPS

100

150

250

500

1000

¹ Tanium Core Platformは、100万 以 上 のエンドポイント をサポート します。エンドポイント 数 が50万 を超 える展 開 環 境 のリソース仕 様 については、
Taniumサポート に問 い合 わせる(ページ65)を参 照 してください。
² 70,000を超 えるエンドポイント のデプロイの場 合 、Taniumは、ホスト システムにIntel製 のチップセット を搭 載 した10Gbのネット ワークカードを使 用 す
ることを強 くお勧 めします｡
³ CPUコア数 は、ハイパースレッドを有 効 にした場 合 に利 用 できる論 理 コア数 ではなく、CPU割 り当 ての物 理 コア数 にのみ基 づいて計 算 されます。
⁴Microsoft OSとTanium Serverの合 計 容 量 。Microsoftでは､メモリダンプに使 用 できるディスク容 量 をインスト ールされているRAM容 量 の少 なくとも
3倍 にすることを推 奨 しています｡ OSとSQL Serverに必 要 なディスク容 量 は、OSのサイズ、スワップファイルのサイズ、およびメモリダンプに必 要 な領
域 で占 められます。

ほとんどの組織は、Microsoft SQL Serverのト ランザクションログがSimple (シンプル)に設定されている場合に単一の内部RAIDアレイ
を使用して最適なパフォーマンスを達成します。Full (フル)ト ランザクションログを有効にする場合は、ト ランザクションログを管理するた
めに、外部RAIDアレイのプロビジョニングが必要な場合があります。
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表14はデータベースサーバ必要な最小IOPS (Input/Output Operations Per Second)を示しています。さまざまなサイズのデプロイをサ
ポート するのに必要なディスクド ライブのパフォーマンス特性とRAID構成を決定する際に参照してください｡ IOPSをパフォーマンス測定に
使用することにより、内部スト レージ管理者またはスト レージベンダーは、最低限のコスト で最適なパフォーマンスを提供するために、最
終的なディスク構成を柔軟に推奨できます。
各管理対象のエンド ポイント からの結果の報告には、平均約20 MBのデータ容量が使用されます。ただし、スト レージ要件はプラット
フォームの使用パターンに直接関係しています。実際の測定で、基盤のディスクインフラスト ラクチャが許容できる最低限のパフォーマン
スを提供していることが確認されない限り、TaniumアプリケーションサーバデータベースにStorage Attached Network (SAN)を使用し
ないことがベスト プラクティスです。
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変更記録
日付

改訂概要

2021年 4月 22日

PLATDOCS-891を反 映 。

2021年 4月 21日

ドキュメント サイト のデザイン見 直 しを受 けて再 公 開 。

2021年 4月 13日

Platform 7.4.5.1200のリリース。

2021年 4月 6日

Console 2.1をリング2にリリース。

2021年 3月 4日

DOC-2423を反 映 。

2021年 2月 9日

Platform 7.4.4.1362のリリース。

2021年 2月 8日

「要 件 」の章 でサーバのサイズ指 標 を更 新 。

2021年 2月 3日

Tanium Module Serverのサイズ指 針 を更 新 。

2021年 1月 28日

タイト ルページを更 新 してTaniumのロゴを表 示 。

2021年 1月 25日

Windowsレジスト リでTaniumキーをバックアップする手 順 を追 加 。

2020年 12月 23日

PLATDOCS-733を反 映 。

2020年 12月 8日

PLATDOCS-687を反 映 。

2020年 11月 20日

DOC-2194、DOC-2145、DOC-2178を反 映 。

2020年 11月 2日

Tanium Core Platform 7.4.4.1250のリリース。

2020年 10月 29日

モジュール固 有 のTanium Core Platformサーバ要 件 のモジュールガイドへのリンク一 覧 表 を追 加 。

2020年 10月 13日

Platform 7.4.4.1226のリリース。

2020年 7月 16日

Platform 7.4.3.1242およびConsole 1.4.3.0135を受 けて再 公 開 。

2020年 6月 30日

TaaS GAリリースを反 映 して再 刊 行 。

2020年 6月 24日

ナビゲーションペインからオンプレミス/TaaS切 り替 えボタンを削 除 。

2020年 6月 23日

Tanium Client 7.4.3.1204のサポート を削 除 。

2020年 6月 16日

Platform 7.4.3リリースを反 映 して再 刊 行 。

2020年 6月 9日

Tanium Client 7.4.2.2073に対 するサポート を追 加 。

2020年 5月 14日

Interact 2.1.5のリリースに合 わせて更 新 。
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日付

改訂概要

2020年 5月 12日

7.4.2.2063のリリースに合 わせて更 新 。

2020年 4月 15日

DOC-1544、DOC-1500を反 映 。

2020年 4月 7日

PLATDOCS-506を反 映 。

2020年 4月 2日

コンテンツパック名 を更 新 しました: 初 期 コンテンツパックは、デフォルト コンテンツとコアコンテンツになります。

2020年 3月 31日

PLATDOCS-406 (Tanium Client Management GAリリース)用 に更 新 し、Tanium Client 7.2.314.3632をサ
ポート

2020年 2月 25日

7.4.2をリリースしました(共 通 モジュールインポート 機 能 )。

2020年 2月 6日

Tanium Client向 け7.4 GAをリリースしました。

2020年 1月 28日

Tanium Core Platformサーバ向 け7.4 GAをリリースしました。

2019年 11月 15日

7.4期 間 限 定 リリースを再 発 行 。

2019年 11月 12日

PLATDOCS-359を更 新 。

2019年 10月 9日

PLATDOCS-346、PLATDOCS-343、PLATDOCS-315、PLATDOCS-357、DOC-1170、DOC-1113、
DOC-940、DOC-1199、DOC-1253用 に更 新 。

2019年 8月 20日

Tanium Client 7.2.314.3584 (RHEL 8.x サポート )および PLATDOCS-214用 に更 新 。

2019年 7月 9日

ビルド番 号 の例 を7.3.314.4103に変 更 。

2019年 7月 2日

7.3-Next向 けに更 新 しました。

2019年 4月 23日

PLATDOCS-124の更 新 およびプロキシサーバおよびSAML導 入 図 の追 加 。

2019年 4月 18日

PLATDOCS-124 の更 新 ：参 照 情 報 を新 しいTanium Core Platformデプロイリファレンスガイドに移 動 。

2019年 2月 22日

すべてのページから「その他 のバージョン」セクションを削 除 。現 在 のバージョンのみがHTMLとして使 用 できま
す。

2019年 2月 5日

Tanium Core Platform 7.3.314.3641用 に更 新 。

2018年 12月 18日

DOC-767、DOC-697、PLATDOCS-148、DOC-842、DOC-837、PLATDOCS-125、PLATDOCS-117、
DOC-778、DOC-830、DOC-826、DOC-756、DOC-789、DOC-791、PLATDOCS-160用 に更 新

2018年 11月 6日

7.2バックポート リリース用 に更 新 。

2018年 10月 24日

PLATDOCS-133 (macOS 10.14 Mojaveサポート )用 に更 新

2018年 10月 22日

7.3 GAバージョンへの言 及 を更 新 し、図 とスクリーンショット を更 新 。

2018年 9月 21日

PLATDOCS-110用 の訂 正 。
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日付

改訂概要

2018年 9月 18日

バージョン7.3を公 開 。

2018年 9月 7日

DOC-751用 に更 新

2018年 8月 30日

DOC-697用 に更 新

2018年 8月 22日

DOC-696、DOC-700、DOC-722、DOC-731用 に更 新

2017年 7月 31日

PLATDOCS-95用 に「関 連 情 報 ：ホスト システムのサイジングに関 するガイドライン」を更 新 。

2018年 7月 27日

DOC-673用 にTanium Zone Serverのインスト ールを更 新 。

2018年 7月 19日

Zone Serverのサーバアドレスフィールドを更 新 し、クライアント サポート のAmazon Linux AMI 2018.03を追
加。

2018年 7月 17日

7.2.314.3246リリース用 に更 新 。

2018年 6月 21日

インスト ーラ(インスト ールまたはアップグレード)を実 行 するときは、Zone Serverの対 話 型 ログインアクセス権 限
が必 要 であることを記 載 するための更 新 。対 話 型 ログインは後 で取 り消 すことができます。

2018年 6月 12日

7.2.314.3235リリース用 に更 新 。

2018年 6月 7日

TaniumがアクセスするURLのリスト のRekall URLを削 除 します。IR メモリがRekallをダウンロードすることはなく
なります。フォルダとプロセスの除 外 のためのソリューションモジュール文 書 へのリンク表 を追 加 しました。すべて
のエンドポイント がTLS対 応 であることを確 認 するまで、インバウンド接 続 の暗 号 化 を必 要 としないことを強 調
しました。

2018年 5月 22日

クラウドサービス環 境 におけるTaniumのサポート を追 加 しました。

2018年 5月 16日

サポート されているデータベースプラット フォームのリスト にMicrosoft SQL Server 2017を追 加 しました。

2018年 5月 8日

7.2.314.3181リリース用 に更 新 しました。Tanium Serverのインスト ーラが変 更 されました。Taniumデータベー
スをリセット するオプションを削 除 しました。ローカルModule Serverをインスト ールする(またはインスト ールしな
い)オプションが追 加 しました。

2018年 4月 30日

Tanium Serverサービスアカウント の要 件 、Zone Serverのインスト ール、およびModule Serverに対 するアク
ティブ/スタンバイ(Windowsでは未 対 応 )に関 する説 明 。また、ソリューションモジュールガイドのアンインスト ール
ト ピックへのリンクも追 加 されました。

2018年 4月 11日

Tanium Consoleが非 標 準 ポート を使 用 するように構 成 されている場 合 は、ポート を指 定 する必 要 があるとの
Module Server登 録 CLIの例 に注 を追 加 しました。

2018年 3月 27日

サポート 対 象 クライアント OS表 を更 新 し、Oracle Enterprise Linux 5のサポート を明 記 しました。

2018年 3月 19日

Tanium Clientがデプロイされているエンドポイント でホスト ベースのセキュリティルールから除 外 するTaniumプロ
セスのリスト にTaniumExecWrapper.exeを追 加 しました。
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日付
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2018年 3月 5日

127.0.0.1をTrusted Host Listに追 加 するための注 記 を削 除 しました。これは不 要 です。Trustは組 み込 まれて
います。

2018年 2月 27日

127.0.0.1をTrusted Host Listに追 加 するための注 記 。7.2では、クライアント APIが127.0.0.1にダウンロードリク
エスト を送 信 します。Ubuntu 10.04では、Tanium Client 7.2がサポート されていないことを明 確 にしました。報
告 されたタイプミスも修 正 されました。

2018年 2月 20日

7.2.314.3071 GAリリース用 の細 かい更 新 。登 録 CLIコマンドの実 行 時 に、Module ServerとTanium Server
の両 方 が使 用 可 能 である必 要 があることを明 確 にしました。また、モジュールのユーザガイドのモジュールアン
インスト ール手 順 を探 すための注 を追 加 しました。

2018年 2月 14日

「インスト ーラを実 行 する」のステップ2から「ライセンス」を削 除 しました。Tanium Serverのみがライセンスを必
要 とします。

2018年 2月 12日

7.2に連 鎖 するSSL証 明 書 の要 件 変 更 を明 記 しました。連 鎖 の代 わりに、インスト ーラによって実 行 された
TMS Module Serverの登 録 は、デプロイを容 易 にするために証 明 書 を固 定 して使 用 します。また、ホスト ベー
スのセキュリティポリシーからTaniumプロセスを除 外 するように「事 前 準 備 」の通 知 を追 加 しました。

2018年 2月 9日

Tanium Serverにアクセス可 能 でなければならないURLのリスト にhttp://*.digicert.comを追 加 しまし
た。

2018年 2月 7日

自 己 署 名 入 りの証 明 書 とキーファイルの名 前 を含 むようにModule Serverのインスト ールマニュアルを更 新 し
ました。

2018年 2月 6日

7.2.314.2962 GAリリース。

2018年 1月 16日

Module Server登 録 のためにアップグレードの順 序 が重 要 性 の強 調 を含 めた、7.2へのアップグレードのサマリ
テーブルでの説 明 の改 良 。

2017年 12月 21日

輸 出 商 品 分 類 を追 加 しました。

2017年 12月 18日

最 初 の7.2.314.2831のリリース。

2017年 12月 1日

7.1.314.3214へのアップグレード後 にソリューションモジュールに再 インポート することを明 確 化 しました。

2017年 11月 13日

両 方 のTanium Consoleインスタンスへのソリューションモジュールのインポート に関 するステップをHAに関 する
章 に追 加 しました。

2017年 11月 6日

ブランドのルック＆ フィールを更 新 (PDF)。

2017年 11月 2日

バージョン7.1.314.3214のアップグレード手 順 を更 新 しました。

2017年 10月 31日

ブランドのルック＆ フィールを更 新 (HTML)。

2017年 10月 24日

「検 証 」 の章 のTanium™ Client Deployment Tool (CDT) の手 順 を更 新 。CDTとTanium Clientは、
content.tanium.comからダウンロードできなくなりました。
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日付

改訂概要

2017年 9月 14日

HAに関 する章 のモジュールをインポート する順 番 によって、Tanium Consoleのナビゲーションメニューの順 番
が決 定 されるという注 を削 除 しました。7.0以 降 では、Interactが最 初 で、アルファベット 順 に他 のモジュールが
続 きます。

2017年 8月 24日

インターネット URLリスト にIRメモリのURLを追 加 しました。また、ユーザドキュメント の最 新 の大 文 字 のスタイル
を更 新 します。

2017年 8月 15日

最 新 のTanium CDTを表 示 するための確 認 ト ピックを更 新 しました。

2017年 7月 31日

CDT ポート 要 件 への明 確 化 。

2017年 7月 20日

HAインスト ールに関 する章 に「HAの構 成 に関 する注 意 事 項 」セクションを追 加 しました。

2017年 7月 10日

Zone Serverインスト ールの一 節 を訂 正 しました。
Module Server上 のSSL証 明 書 を置 き換 えるときに、Taniumソリューションモジュールサービスを停 止 および
開 始 するための指 示 を追 加 しました。
Tanium Serverのインスト ール時 に対 話 型 ログオンが必 要 であるとの注 を追 加 しました。

2017年 6月 30日

HTMLバージョン7.1と7.0を作 成 するための改 訂 。

2017年 6月 9日

スマート カードト ピックの細 かい更 新 。前 提 条 件 のト ピックにMITMプロキシをチェックするための要 件 を追 加 し
ました。

2017年 5月 16日

Tanium Client 6.0.314.1579向 けのサポート 対 象 エンドポイント OSテーブルを追 加 。

2017年 5月 12日

初 版 7.1リリース。
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