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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

では2019年9月、すべての主要製品モジュールについてWCAG 2.1/VPAT 2.3規格に対する包括的な監査を終了しました。Tanium
は、見込み客を含むあらゆるお客様が大規模なソリューション計画立案プロセスの一環としてモジュール単位でVPATレポートを入手

できるようにしています。

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

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

Taniumは、お客様がご使用のTaniumモジュールと有用な技術要件に基づいてソリューションを使いやすくすることに関するお客様のご

意見・ご要望をお待ちしています。Taniumのカスタマーコミュニティにとってアクセシビリティ要件は重要であり、当社は全体的な製品の

ロードマップの中でそうした要件に対する遵守を優先させることをお約束します。Taniumは当社の進捗とマイルストーンの透明性を維

持し、この作業に関するさらなる質問や話し合いを歓迎します。詳細は、営業担当者にお問い合わせいただくか、Taniumサポート

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

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

標または登録商標です。

© 2021 Tanium Inc. All rights reserved.
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有効なロールのアクセス権限 286

ロールの詳細を表示する 287

高度なロールを作成する 288

マイクロ管理者のロールを作成する 292

モジュールのロールを作成する 295

モジュール別ロールの要件 295

モジュールロールを追加する 296

ロールに対するユーザおよびユーザグループ割り当てを管理する 297

ロールのクローンを作成する 298

ロールをエクスポート /インポートする 298

ロールをエクスポートする 298

ロールをインポートする 299

ロールの構成詳細をコピーする 299

ロールを削除する 300

コンピュータグループの管理 300

コンピュータグループの概要 300

コンピュータグループのメンバーシップ 303

デフォルトのコンピュータグループ 304

コンピュータグループの詳細を表示する 307

コンピュータグループを作成する 308

コンピュータグループを編集する 309

コンピュータグループのクローンを作成する 309
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コンピュータグループをエクスポート /インポートする 310

コンピュータグループをエクスポートする 310

コンピュータグループをインポートする 311

コンピュータグループの構成詳細をコピーする 311

コンピュータグループを削除する 311

ユーザの管理 312

ユーザ認証 313

デフォルトユーザ 313

ユーザ設定を表示する 313

ユーザを作成する 314

ユーザの詳細を編集する 314

ユーザに対するロール割り当てを管理する 315

ユーザに対するユーザグループ割り当てを管理する 315

ユーザに対するコンピュータグループ割り当てを管理する 316

ユーザに対するペルソナ割り当てを管理する 317

ユーザに対する実行アクセス権限を表示する 318

ユーザを削除、復元、ロックアウトする 318

ユーザを削除する際の考慮事項 319

ロックアウトされたユーザ 319

ユーザを削除する 320

ユーザの削除を取り消す 320

非有効ユーザのコンテンツを削除または所有権を移行する 322

ローカルユーザのアクセス権を無効 /有効にする 324

Tanium Applianceのローカルユーザ 324

Windowsサーバ上のローカルユーザを参照してください。 324

ユーザ構成をエクスポート /インポートする 325

ユーザ設定をエクスポートする 325

ユーザ設定をインポートする 325

ユーザ設定の詳細をコピーする 326

ユーザグループの管理 326
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ユーザグループの詳細を表示する 327

ユーザグループを作成する 328

ユーザグループを編集する 328

ユーザグループに対するロール割り当てを管理する 328

ユーザグループに対するユーザ割り当てを管理する 329

ユーザグループに対するコンピュータグループ割り当てを管理する 329

ユーザグループに対するペルソナ割り当てを管理する 330

ユーザグループを削除する 331

ユーザグループの実効アクセス権限を表示する 332

ユーザグループ構成をエクスポート /インポートする 332

ユーザグループ設定をエクスポートする 333

ユーザグループ設定をインポートする 333

ユーザグループ設定詳細をコピーする 333

ペルソナの管理 334

ペルソナの概要 334

ペルソナの詳細を表示する 335

ペルソナを作成する 336

ペルソナを編集する 336

ペルソナに対するロール割り当てを管理する 337

ペルソナに対するユーザグループ割り当てを管理する 337

ペルソナに対するユーザ割り当てを管理する 337

ペルソナに対するコンピュータグループ割り当てを管理する 337

コンソールセッション用のペルソナを選択する 338

ペルソナをエクスポート /インポートする 338

ペルソナをエクスポートする 338

ペルソナをインポートする 339

ペルソナの構成詳細をコピーする 339

ペルソナを削除する 340

LDAPサーバとの統合 340

LDAP概要 340
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ユーザとユーザグループのフィルタリング 342

使用を開始する前に 344

LDAPサーバの設定 345

LDAPサーバのクローン 350

LDAPサーバと手動で同期する 351

LDAPサーバを一時停止するか再開する 351

LDAPサーバを削除する 351

LDAPサーバ構成をインポート /エクスポートする 351

エクスポート 352

インポート 352

LDAP統合のベストプラクティス 352

SAML IdPとの統合 353

SAML の概要 353

IdP主導のシングルサインオン 354

SP主導のシングルサインオン 355

使用を開始する前に 356

SAML認証を設定する 356

要求署名証明書を生成する 360

Tanium Appliance展開環境で要求署名証明書を生成する 360

Windows展開環境で要求署名証明書を生成する 360

CLI経由でSPが開始するシングルサインオン(SSO)を無効化する 361

Tanium Appliance展開環境でシングルサインオンを無効にする 361

Windows展開環境でシングルサインオンを無効にする 361

Tanium ServerのSAML SP サービスをオフにする 361

APIトークンの管理 362

APIトークンの概要 362

APIトークンの詳細を表示する 362

APIトークンを作成する 363

システムがAPIトークンを使用できるようにする 364

APIトークンのデフォルト期限切れ時間を設定する 365
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API トークンを取り消す 365

パート12：トラブルシューティング 366

基本的なトラブルシューティングのヒント 366

Tanium Serverサービスを管理する 366

Consoleエラーログを表示およびコピーする 367

Interactのログを収集する 367

Tanium Clientの接続をトラブルシューティングする 367

Tanium Clientの登録および通信のステータスを表示する 368

Tanium Clientのステータス詳細をエクスポートする 371

Tanium Clientのステータス詳細をコピーする 371

サーバのログレベルを設定する 371

プラグインとプラグインのスケジュールを表示する 372

パッケージファイルリポジトリの使用状況を表示する 372

センサー結果収集時のリソースの使用状況を監視する 373

情報ページを表示する 374

Taniumサポートに問い合わせる 375

参照：Questionの例 376

初心者向けのQuestionの例 376

すべてのエンドポイントまたは特定のエンドポイントに対する実行サービスのリストを入手するには？ 376

すべてのエンドポイントまたは特定のエンドポイントで実行中のプロセスの一覧を取得するにはどうしますか？ 376

Windowsのレジストリキーと値を表示するにはどうしますか？ 376

開いているポートのリストを取得するにはどうしますか？ 377

ユーザ認証情報を取得するにはどうしますか？ 377

現在ログインしているユーザを確認するにはどうしますか？ 377

ユーザが最後にログインした日時を確認するにはどうしますか？ 378

サービスアカウントログインを取得するにはどうすればよいのか? 378

証明書情報を取得するにはどうしますか？ 378

Linux環境で実行中のOracleインスタンスをすべて検出するにはどうしますか？ 378

資産情報はどのようにして入手できますか？ 378

ダッシュボードに関するQuestionの例 378
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セキュリティ >データ漏洩 379

セキュリティ >ワイヤレスネットワークセキュリティ 379

セキュリティ >プロアクティブセキュリティ 379

セキュリティ >ワークステーションUSB書き込み保護 379

関連情報：高度なQuestion構文 380

正規表現を使用する 380

コンピュータグループのフィルタを使用する 382

センサー列フィルタを使用する 383

$substring()フィルタを使用する 384

「 in」演算子を使用する 385

ネスト構造のフィルタを使用する 385

高度なセンサー設定を指定する 387

高度なQuestion設定を指定する 392

センサー文字列の増大を管理する 393

使用を開始する前に 393

寿命に基づく文字列クリーニングの設定をする 393

生成する文字列の増加が大きいセンサーを特定する 393

文字列の寿命を設定します 394

変更記録 396
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パート1: Tanium ConsoleとInteractの概要

Tanium Console
Tanium™ Consoleは、Tanium™ Core Platformを管理したり、Tanium™モジュール(Tanium™ Interactなど)やTanium™共有サービス

にアクセスしたりするためのグラフィカルユーザインターフェイスです。Tanium Consoleは、Tanium Serverと共にインストールされるウェブ

アプリケーションであり、別途ライセンス契約する必要はありません。Tanium Consoleを使用して、以下をはじめとする主なタスクを実

行できます｡

l Taniumモジュール、共有サービス、およびコンテンツパックをインポートおよび使用をする。

l センサー、パッケージ、保存済みQuestion、フィルタグループなどのコンテンツを管理する。

l アクションを管理する。

l ユーザ、ユーザグループ、ロール、コンピュータグループ、ペルソナ、コンテンツセットのRBAC設定を管理する。

l Tanium Console、Tanium™ Server、Tanium™ Zone Server、Tanium Zone Server Hub、Tanium™ Clientの動作に影響

するグローバル構成設定を行う。

Tanium Interact
Tanium Interactを使用して、管理対象のエンドポイントにQuestionを発行して、応答を分析し、その応答に基づいてエンドポイントに

アクションを展開できます。InteractはTanium Core Platformの一部としてライセンスされてますが、Taniumモジュールであるため、

Tanium ConsoleやTanium Serverとは別に更新できます。

追加的なTanium展開情報

Tanium Core Platformサーバのインストールについては、お使いのプラットフォームに該当するガイドをご覧ください。

l Windows用Tanium Core Platform展開ガイド

l Tanium Appliance展開ガイド

l Tanium Core Platform展開リファレンスガイド (すべてのプラットフォームに関するリファレンス情報)

l Tanium Client Managementユーザガイド : Tanium Clientの概要と共に、エンドポイントへのクライアントの展開手順、クライ

アント間のピアリング設定手順、Tanium Core Platformサーバとの接続手順、クライアントのアップグレード手順、クライアント

の問題のトラブルシューティング手順、クライアントCLIの使用手順について説明しています。

Tanium Clientの概要と、エンドポイントへのクライアントの展開手順、クライアント間のピアリング設定手順、OSイメージでのクライアン

トの準備手順、Tanium Core Platformサーバとの接続手順、クライアントのアップグレード手順、クライアントの問題のトラブルシュー

ティング手順、クライアントCLIの使用手順については、『Tanium Client Managementユーザガイド』をご覧ください。

特定のTanium製品のインストールおよび使用については製品固有のユーザガイド (https://docs.tanium.com)を参照してください。

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/index.html
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/index.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/index.html
https://docs.tanium.com/client/client/index.html
https://docs.tanium.com/client/client/index.html
https://docs.tanium.com/
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パート2：ConsoleとInteractの基本操作

コンソールにサインインする

サポートされているウェブブラウザからTanium Consoleにアクセスします(「ウェブブラウザ(ページ31)」を参照)。

Tanium Consoleにアクセスする手順は、サインイン先によって異なります。

l Tanium Server経由でサインインする(ページ21): Tanium ServerがSAMLサービスプロバイダ(SP)として機能し、サーバ上のア

カウントに一致するアカウントがSAML IDプロバイダ(IdP)に存在する場合、Tanium Consoleでは、シングルサインオン(SSO)認

証を使用することができます。シングルサインオンによって、IdPセッションがタイムアウトしないかぎり、再度認証を受けることな

く、新しいTanium Consoleセッションを繰り返し開始することができます。詳細は、「SP主導のシングルサインオン(ページ

355)」を参照してください。

IdPセッションのタイムアウトはIdPサーバで設定されます。詳細についてはIdP管理者に相談してください。

Tanium ServerによってSAMLのシングルサインオンではなくローカル認証またはLDAP認証を使用してアカウントの認証を受け

る場合は、セッションのたびにユーザ名とパスワードを使用してサインインします。ローカル認証についての詳細は、「ユーザ認証

(ページ313)」を参照してください。LDAP認証についての詳細は、「LDAPサーバとの統合(ページ340)」を参照してください。

l SAML IdPポータル経由でサインインする(ページ23): Tanium Serverが、アプリケーションへのアクセスに組織が使用している

IdPポータルと統合されている場合は、ポータルからTanium Consoleにシングルサインオンアクセスすることができます。詳細

は、「 IdP主導のシングルサインオン(ページ354)」を参照してください。

Tanium Serverをインストールした後に初めてサインインすると、Tanium Consoleは、初期コンテンツパックのインポートの進捗状況を

示すポップアップウィンドウを表示し、[Solutions (ソリューション)]ページを開きます。このページを使用して、ライセンス契約している

Taniumモジュールと共有サービスをインポートすることができます(「パート4：Taniumソリューションの管理(ページ62)」を参照)。以降の

サインオンセッションでは、Tanium Consoleはデフォルトでそのホームページ(https://<Tanium Server>/#/home)を表示します。

ただし、ブラウザのタイムアウト時またはサインアウト時にそのURLフィールドで別のコンソールページ(https://<Tanium

Server>/#/actions/scheduled/など)を指定していた場合、同じブラウザから次回サインインしたときはそのページが開きます。

TaniumServer経由でサインインする

1. ウェブブラウザを開いてTanium ServerのURLに移動します。

URLはhttps://<Tanium_Server_FQDN>[:<port>]の形式です。Tanium Serverがデフォルトポート (443)を使用する場

合、ポートを指定する必要はありません。
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LDAPまたはローカル認証を使用していて、どのユーザにもSAMLシングルサインオンが設定されていない場合、サインインページ

には [Username (ユーザ名)]と [Password (パスワード )]のフィールドのみ表示されます。

SAMLシングルサインオン経由で一部ユーザを認証するようにTanium Serverが設定されている場合、サインインページには

[Sign In with SSO (シングルサインオンでサインイン)]ボタンとその下に [Sign In with Password (パスワードでサインイン)]リンク

が表示されます。

2. (シングルサインオン認証のみ)SAMLシングルサインオン経由でサインインする:

a. [Sign In with SSO (シングルサインオンでサインイン)]をクリックします。

b. IdPにサインインしたことがないか、IdPセッションがタイムアウトした場合は、ユーザ名とパスワードを使用してIdPにサインイ

ンします。IdPにサインインしたことがあり、IdPセッションがアクティブな場合、資格情報を入力する必要はありません。

3. (LDAPまたはローカル認証のみ)ユーザ名とパスワードを入力します。サインインページにこれらのフィールドが表示されない場合

は、[Sign In with Password (パスワードでサインイン)]をクリックして、資格情報を入力します。

Tanium Serverインストール後の初めてサインインでは、初期Tanium Console管理者アカウントのユーザ名と

パスワードを入力する必要があります。このアカウントの資格情報はサーバのインストール時に設定します。この

アカウントには管理者予約済みロールがあるため、追加ユーザを作成できます。
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デフォルトでは、サインイン時にTanium Serverはデフォルトのペルソナの各種アクセス権限を適用します。アカウントに

複数のペルソナがあり、別のペルソナに切り替える場合は、「コンソールセッション用のペルソナを選択する(ページ

338)」を参照してください。

SAML IdPポータル経由でサインインする

1. IdP SSOポータルに移動します。

2. IdPにサインインしたことがないか、IdPセッションがタイムアウトした場合は、ユーザ名とパスワードを使用してIdPにサインインしま

す。IdPにサインインしたことがあり、IdPセッションがアクティブな場合、資格情報を入力する必要はありません。

IdPポータルには、アクセス可能な各アプリケーションのタイルが表示されます。

3. [Tanium Console]タイルをクリックします。

IdPはTanium Serverにリダイレクトされ、Tanium Consoleがブラウザで開きます。

デフォルトでは、サインイン時にTanium Serverはデフォルトのペルソナの各種アクセス権限を適用します。アカウントに

複数のペルソナがあり、別のペルソナに切り替える場合は、「コンソールセッション用のペルソナを選択する(ページ

338)」を参照してください。

コンソールからサインアウトする

Tanium Consoleセッションからサインアウトするには、メインメニューに移動し、<user name>> [Sign Out (サインアウト )] を選択しま

す。

ブラウザを閉じる前にサインアウトします。

Tanium ServerがSAML IdPと統合するように設定されている場合は、Tanium Consoleからログアウトした後でもIdPセッションが有効

のままであることがあります。IdPセッションが有効である限り、再度認証を受けすることなくTanium Consoleに再度アクセスすることがで

きます。
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Tanium Consoleで無活動タイムアウト (デフォルトは10分)より長い時間無活動の場合、セッションは自動的に終了します。タイムアウ

トを変更するには、「Consoleのユーザ設定をする(ページ85)」を参照してください。

コンソールのコンポーネントとナビゲーション

次の図は、現在開いているTaniumモジュールに関係なく、Tanium Consoleに表示される共通コンポーネントとナビゲーションウィジェッ

トを示しています。

図1：Tanium Consoleのコンポーネントとナビゲーション
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1 メインメニュー(ヘッダー): Taniumのモジュールと共有サービス、またTaniumConsoleとTaniumCore Platformの管理に使用するページ間

をナビゲートすることができます。メインメニューの枠の色、ロゴ、ヘルプリンクのURL、およびテキストはカスタマイズすることができます。「パー

ト5：ConsoleとInteractのカスタマイズ(ページ81)」を参照してください。枠の下のメインメニューには、左から右に以下の要素が表示されま

す。

l ロゴ :コンソールの他のページからTaniumのホームページ(ページ26)に戻ることができます。自組織のロゴにカスタマイズで

きます。

l ホーム :コンソールの他のページからTaniumの [Home (ホーム)]ページに戻ることができます。

l モジュール : Taniumモジュールのワークベンチ(ユーザインターフェイス)を開くことができます。インポートされていてアクセスする権限を持

つモジュールを開くことができます。

l 運用管理 : TaniumConsoleの運用管理ページをナビゲートしたり、インポートしたTanium共有サービスのワークベンチを開いたりでき

ます。メニューには、アクセスする権限のある運用管理ページと共有サービスのみ表示されます。アクションに承認が必要な場合は、メ

ニューの横に赤い数字が表示され、そうしたアクションの数量を示します(「Action Approvalの管理 (ページ182)」を参照 )。

l <Custom text>:デフォルトでは、ビルド (<Platform>) <version> | コンソール<version>の上の部分は空白ですが、ユーザが使用し

ている環境を判別するのに役立つテキスト (図1では「Console Demo Environment)を追加できます。「Consoleのヘッダーテキストを

設定する(ページ81)」を参照してください。

l <Version>:ビルド (<Platform>): <version> |コンソール: ><version>フィールドは、TaniumCore Platformインフラストラクチャの種類

(Windowsなど)、プラットフォームのバージョン、およびTaniumConsoleのバージョンを示します。

l Help (ヘルプ)：クリックすると、ユーザガイドへのリンクがあるTaniumドキュメンテーションポータルに移動することができます。デフォルトで

は、リンクはURL https://docs.tanium.comを開きます。

l <Current persona>:このメニューは、代替ペルソナが割り当てられているユーザアカウントでTaniumConsoleにサインインした場合にの

み表示されます。メニューのラベルは、現在のペルソナを示します。このメニューを使用して、ペルソナを切り替えることができます。詳細

は、「コンソールセッション用のペルソナを選択する(ページ338)」を参照してください。

l <Current user>:このメニューのラベルは、TaniumConsoleへのサインインに使用したアカウントのユーザ名を示します。メニューを開く

と、コンソールにサインインした日時を表示したり、次のいずれかのオプションを選択したりできます。

l ユーザ設定 :サインインに使用したユーザアカウントに基づいて、TaniumConsoleの特定の動作を設定できます。「Consoleのユー

ザ設定をする(ページ85)」を参照してください。

l ローカルエラーログ: ブラウザを使用して実行されたアクションに対する応答としてTaniumConsoleに返された過去100個のエラーの

詳細一覧ページを開くことができます。詳細は、「Consoleエラーログを表示およびコピーする(ページ367)」を参照してください。

l サインアウト :現在のTaniumConsoleサインインセッションを終了できます。

l 警告インジケータ :このアイコンは、警告条件が存在する場合にのみ表示されます。サインインすると、当初、TaniumConsoleは警告

を表示します。警告を再表示するには、このアイコンをクリックします。

https://docs.tanium.com/
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2 モジュールメニュー:モジュールメニューは各種Taniumモジュールと共有サービスのワークベンチにあり、ワークベンチのページをナビゲートで

きます。このメニューは、サブページがあるTaniumConsoleの運用管理ページにもあります。図1は、Tanium Interactのメニューを展開した

ときの内容を示します。デフォルトでは、このメニューは、[Options (オプション)]がクリックされないかぎり折りたたまれています (図2)。また、オ

プションまたはモジュール名にマウスを重ねてページ名を選択することで、メニューを展開することなくモジュールのページを選択することもで

きます。

図2：モジュールメニュー: おりたたまれた状態

3 表示ペイン:現在のTaniumConsoleページの本体を表示します。図1の表示ペインには、Interactのホームページが表示されています。

Tanium Consoleは、キーボードを使用したナビゲーションにも対応しています。各ページのオプション間は、Tabキーを

使用してナビゲートできます。メインメニューには、[Skip to Main Content (メインコンテンツに移動)]ボタンもあり、Tab

キーでメインメニューに移動すると表示されます。Enterキーを押してメインメニューのすべてのオプションをスキップし、表

示ペインの最初のオプションに移動することができます。

Taniumのホームページ

Taniumのページページ(図4)は、現在のユーザがアクセスできるTaniumソリューションとTanium Consoleの運用管理ページを示すサ

イトマップの働きをします。このページから、以下の機能やソリューション、情報にすばやくアクセスすることができます。

Taniumのホームページをカスタマイズする

Taniumの [Home (ホーム)] ページのコンテンツを変更するには、[Customize Page (ページのカスタマイズ)]をクリックします。詳細につ

いては、モジュールの概要ページをカスタマイズする(ページ86)を参照してください。セクションは、縮小 /展開を交互に切り替えることが

できます。

環境のステータスを表示する

このセクションには、組織のインベントリに関する一般的な指標が表示されます。
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チャートには、管理権限があるコンピュータグループ内のエンドポイントからのデータのみが表示されます。このため、同

じ環境であっても見える数字はユーザによって異なる場合があります。Unrestricted Management Rights (無制限の

管理権限)を持つユーザは、環境内のすべてのエンドポイントからのデータを見ることができます。詳細は、「コンピュータ

グループの管理(ページ300)」を参照してください。

チャートには、以下が含まれます。

l オンラインのエンドポイント :過去31分間にTanium Serverへの報告があった管理対象エンドポイントの数。エンドポイントは、

デスクトップ、ノートブック、サーバ、仮想マシン、コンテナなどのデバイスです。管理対象のエンドポイントには、Tanium Client

がインストールされています。この数字をクリックすると、General Informaiton保存済みQuestionであるGet Computer

Name and IP Address and Operating System from all machinesを発行することができます。このQuestionは、

この数字をクリックした時点でオンラインのエンドポイントからの結果を返します。

l 合計エンドポイント数 :オンラインとオフラインの管理対象エンドポイントの合計数。オフラインのエンドポイントは、保持期間内

にTanium Serverへの報告があったエンドポイントです(デフォルトは30日)。この数字をクリックすると、General Informaiton保

存済みQuestionであるGet Computer Name and IP Address and Operating System from all machinesを

発行することができます。このQuestionは、Tanium Data Serviceを使用して、オンラインとオフラインのエンドポイントから最後

の既知の状態を返します。

l オペレーティングプラットフォーム: オペレーティングシステムプラットフォーム別にグループ化したオフラインとオンラインのエンドポイ

ントの数。

l 非管理対象のネットワークインターフェイス: Tanium™ Discoverが検出した非管理対象のネットワークインターフェイスの数。非

管理対象インターフェイスは、現在Taniumの管理対象ではない一意のMACアドレスです。エンドポイントよりも多くのインタ

フェースが表示されるのはエラーではありません。複数のネットワークインタフェースコントローラ(NIC)を持つエンドポイントには複

数のインタフェースが表示されます。この数字をクリックすると、Discoverで [Unmanaged Interfaces (非管理対象インターフェ

イス)]ページを開くことができます。このグラフは、Discoverがインストールされていて、Discover Asset Read (DiscoverのIT資

産読み取り)権限があるユーザロールを持っている場合にのみ表示されます。

Discoverをインストールした後、Discoverによって非管理対象ネットワークインタフェースが検出されると、非管

理対象ネットワークインタフェースチャートが表示されます。非管理対象ネットワークインターフェイスの検出に

要する時間は、環境の複雑さによって異なります。ネットワークインターフェイスの検出とDiscoverで使用可能

なユーザロールについての詳細は、『Tanium Discoverユーザガイド』を参照してください。

エンドポイントからのデータを探索する

[Explore Data (データを探索)]フィールドを使用してQuestionを発行したり、[Build Question (Questionのビルド )]ボタンをクリックし

てQuestion Builder (Questionビルダ)を開いたりできます。これらのInteract機能について詳細は、「パート6：Questionを実行する

(ページ121)。

クイックリンクを追加する

Taniumの [Home (ホーム)] ページに、よくアクセスする特定のモジュールページへのリンクを追加することもできます。[Quick Links (ク

イックリンク)]セクションに移動して [Edit (編集)] をクリックし、ページを選択して、[Save (保存)]をクリックします。

https://docs.tanium.com/discover/discover/index.html
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お気に入りのInteractカテゴリ、ダッシュボード、保存済みQuestionを追加する

Taniumでは、保存済みQuestionをダッシュボード別に、ダッシュボードをカテゴリ別にグループ化します。よく発行するQuestion、ある

いはよく使用するダッシュボードがある場合は、Tanium [Home (ホーム)] ページでお気に入りに登録することができます。

デフォルトでは、ホームページには、[Favorite Interact Dashboards (お気に入りのInteractダッシュボード )]セクションと [Favorite

Interact Saved Questions (お気に入りのInteract保存済みQuestion)] セクションは表示されません。これらのセクションを表示する

には、[Customize Page (ページのカスタマイズ)]をクリックし、それらセクションのチェックボックスを選択して、[Save (保存)]をクリックし

ます。

よく使用するダッシュボードが同じカテゴリに属している場合は、そのカテゴリにお気に入りに登録し、ホームページに表示することもでき

ます。カテゴリを展開して、そのダッシュボードとQuestionを表示します。またダッシュボードを展開して、Questionを表示することもでき

ます。

図3：お気に入りのInteractカテゴリ

カテゴリやダッシュボード、保存済みQuestionのお気に入りまたはお気に入り解除のステータスを変更するに

は、「お気に入りでフィルタリングする」を参照してください。

カテゴリ、ダッシュボード、保存済みQuestionについての詳細は、「保存済みQuestionの管理(ページ211)」を

参照してください。

Taniumモジュールのワークベンチにアクセスする

[Modules (モジュール)]セクションで、タイルをクリックしてモジュールのワークベンチを開きます。このページには、インポートされていてア

クセス権限があモジュールのタイルのみが表示されます。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#favorites
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TaniumConsoleの運用管理ページにアクセスする

[Administration (運用管理)]セクションでリンクをクリックしてTanium Consoleの運用管理ページを開いたり、インポートしたTanium

共有サービスのワークベンチを開いたりすることができます。ページには、アクセス権限のある共有サービスと運用管理ページのリンクの

みが表示されます。

メインメニューでロゴ またはホームをクリックすると、モジュールページからTaniumのホームページに戻ることが

できます。

図4：Taniumのホームページ
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ConsoleおよびInteractをセットアップする

Tanium ConsoleおよびInteractはTanium Core Platformの一部としてライセンスが供与されています。Tanium Core Platformサーバ

をインストールした後、Tanium Console、Interact、Tanium Core Platformをセットアップするには、次のタスクを実行します。

1. Tanium ConsoleとInteractのシステム、ネットワーク、セキュリティ、ユーザロールの要件を確認します。詳しくはパート3：Tanium

ConsoleおよびInteractの要件(ページ31)を参照してください。

2. 使用するTaniumモジュールとコンテンツパックをインポートします。(パート4：Taniumソリューションの管理(ページ62)を参照してく

ださい。

3. (任意) Tanium ConsoleとInteractをカスタマイズします。たとえば、メインメニューの枠の色やロゴをカスタマイズしたり、自分の

ユーザ設定をしたり、Interactの [Overview (概要)]ページの構成を変更したりできます。詳しくはパート5：ConsoleとInteractの

カスタマイズ(ページ81)を参照してください。

4. (任意) Tanium Clientサブネット、プロキシサーバの設定、許可URL、帯域幅のスロットルなど、Tanium Core Platformの構成

設定をします。詳しくはTanium Core Platformの設定(ページ88)を参照してください。

5. (任意) カスタムコンテンツ(パッケージ、保存済みQuestionなど)を作成して、Taniumモジュールおよびコンテンツパックを使用して

インポートするTanium定義のコンテンツを補強します。詳しくは、「コンテンツの概要(ページ185)」を参照してください。

6. (任意) Questionを発行したときにオフラインのエンドポイントからの保存済み結果を表示できるよう、結果の自動収集用のセン

サーを設定します。「収集したセンサー結果を管理する(ページ197)」を参照してください。

7. どのようなユーザがTanium Core Platformを表示させ、実行できるのかを決定するためのRBACを設定します。このためには、

ユーザ、ユーザグループ、ユーザロール、ペルソナ、コンピュータグループ、コンテンツセットのアクセス権限の設定が必要です。詳

細については、RBACの概要(ページ259)を参照してください。

Interactを使用する

Tanium ConsoleとInteractの初期セットアップ後に実行する一般的なタスクは以下の通りです。

1. ネットワーク内のエンドポイントに関する情報を取得するためのダイナミックQuestionを発行する。「パート6：Questionを実行する

(ページ121)」を参照してください。

2. Questionの結果を分析および管理します。たとえば、追加の質問を含むQuestionの結果にドリルダウンし、Question結果グ

リッドをフィルタリングして、そのコンテンツをエクスポートできます。詳細については、パート7：Questionの結果を管理する(ページ

139)を参照してください。

3. アクションを管理します。たとえば、アドホックアクションの展開、Questionの結果に基づく繰り返しのアクションのスケジュール設

定、Action Approvalワークフローの設定が可能です。詳しくはアクションの概要(ページ156)を参照してください。

4. 保存済みQuestionを管理します。たとえば、保存済みQuestionを作成し、ダッシュボードに割り当て、ダッシュボードをカテゴリに

割り当て、RBAC要件に基づいてコンテンツセットに保存済みQuestionを割り当てることができます。詳細については、保存済み

Questionの管理(ページ211)を参照してください。
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パート3：Tanium ConsoleおよびInteractの要件

ウェブブラウザ

Tanium Consoleにアクセスするには、サポート対象の以下のいずれかのブラウザを使用します。

l Google Chrome (最新バージョン)

l Microsoft Edge (最新バージョン)

l Mozilla Firefox (最新バージョン)

l Safari (最新バージョン)

Tanium Consoleは、幅1280ピクセル以上、高さ720ピクセル以上のディスプレイ解像度に適するように設計されています。このサイズ

より小さいブラウザのウィンドウでは、Tanium Consoleが仕様どおりに表示されないことがあります。

Taniumの依存関係

Tanium ConsoleおよびInteractは、他のTanium Core Platformコンポーネントに依存します。

ただし、Tanium ConsoleおよびInteractは、Tanium Core Platformとは別に更新することができます。詳しくはパート

4：Taniumソリューションの管理(ページ62)を参照してください。
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コンポーネント 要件

TaniumConsole l Console 2.0またはそれ以降には、

TaniumCore Platform 7.4.4以降が

必要です。

l Console 1.4.3には、TaniumCore

Platform 7.4.3以降が必要です。

l Console 1.4.2には、TaniumCore

Platform 7.4.2以降が必要です。

l Console 1.4.1には、TaniumCore

Platform 7.4.1以降が必要です。

l Console 1.3.3には、TaniumCore

Platform 7.3.3以降が必要です。

l Console 1.3.2には、TaniumCore

Platform 7.3.2以降が必要です。

l Console 1.3.1には、TaniumCore

Platform 7.3.1以降が必要です。

l Console 1.2.2には、TaniumCore

Platform 7.2以降が必要です。

Tanium Interact l Interact 2.3またはそれ以降には、

TaniumCore Platform

7.3.314.4250以降が必要です。

l Interact 2.1および2.2には、Tanium

Core Platform 7.4以降が必要で

す。

l Interact 2.0には、TaniumCore

Platform 7.2以降が必要です。

Taniumコンテンツ Interactモジュールには、コンテンツは含ま

れていません。ただし、Interactの機能

は、Taniumコンテンツパックおよび他の

Taniumモジュールをインストールする時に

インポートされるセンサーや保存済み

Question、ダッシュボード、カテゴリに依存

します。
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コンポーネント 要件

ライセンス TaniumCore Platformのライセンス資格

には、TaniumConsoleとTanium Interact

も含まれます。詳しくは、「Taniumライセ

ンスの管理 (ページ104)」を参照してくだ

さい。

Tanium Core Platformサーバのリソース

Tanium ConsoleとInteractワークベンチは、Tanium Serverにインストールされます。Tanium Data ServiceはTanium Module Server

にインストールされ、1つのサービスとして実行されます。Tanium Serverのリソース仕様には、Tanium ConsoleおよびInteractのホスト

コンピュータリソースおよびネットワーク要件が含まれます。詳細は、展開に関するガイド「」を参照してください。

l Windows向けTanium Core Platformデプロイガイド：要件

l Tanium Applianceデプロイガイド：要件

エンドポイント

サポートされているオペレーティングシステム

Tanium ConsoleおよびInteractは、エンドポイントに対してTanium Clientがサポートしているのと同じオペレーティングシステム(OS)を

サポートしています。

l Windows

l MacOS 

l Linux

l AIX

l Solaris

特定のOSバージョンのサポートについての詳細は、「Tanium Client Managementユーザガイド :クライアントのバージョンとホストシステ

ムの要件」を参照してください。

必要なディスク容量

Tanium ConsoleおよびInteractは、管理対象のエンドポイントにデータファイル用のディスク容量として少なくとも100MB以上、キャッ

シュ容量としてさらに100MB必要です。キャッシュスペースには、Tanium Client共有キャッシュ、センサーやログなどのオブジェクトが含

まれます。

プロセッサ要件

Tanium ConsoleおよびInteractは、管理対象のエンドポイントに少なくとも10MBのRAMが必要であり、アイドル時のCPU使用率は

0.5％未満です。

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/requirements.html
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/requirements.html
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Client_host_system_requirements
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Client_host_system_requirements
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ホストとネットワークセキュリティ

Tanium Core Platformのホストおよびネットワークセキュリティの要件はTanium ConsoleとInteractに適用されます。詳細については、

以下を参照。

l Tanium Core Platform展開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

l Tanium Core Platform展開リファレンスガイド：Taniumのネットワークポート

l 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

ユーザロールの要件

Tanium ConsoleまたはInteractを使用してタスクを実行するにあたっては、ご使用のユーザアカウントが、次のセクションに示す必要な

ロールとアクセス権限を持っていることを確認します。ロールを設定して割り当てるにはロールの管理(ページ276)を参照してください。

TaniumCore Platform設定のアクセス権限

次の表は、Taniumソリューションのインポートまたはアップグレード、Tanium Consoleのカスタマイズ、Tanium Core Platformの構成

設定に必要なロールとmicro adminのアクセス権限をまとめています。トラブルシューティングに関係するmicro adminのアクセス権限に

ついては、「トラブルシューティングのアクセス権限(ページ60)」を参照してください。

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/security_exceptions.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/network_ports.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/internet_URLs.html
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タスク Tanium Consoleの運用

管理ページ

ロールとアクセス許可

Taniumソリューションとコンテンツをエクス

ポート /インポート /更新 /アンインストールす

る

ソリューション 次の種類のコンテンツをJSON形式でエクスポートするには、コンテンツ

のエクスポートアクセス権限が必要です。

l 許可URL

l コンピュータ管理グループ

l コンテンツセット

l フィルタグループ

l パッケージ

l ロール

l 保存済みQuestion

l 予定済みアクション

l センサ

カテゴリとダッシュボードをエクスポートできるのは、Administrator予約

ロールだけです。

デジタル署名のコンテンツファイルをインポートするには署名付きコンテン

ツのインポートアクセス権限が必要です。

Administrator予約ロールは、すべてのTaniumソリューションおよびコンテ

ンツをエクスポート、インポート、更新、アンインストールできます。

TaniumConsoleのメインメニュー(色、ロ

ゴ、カスタムテキスト、ヘルプのURL)と構

成変更時の確認プロンプトをカスタマイズ

する

Configuration (構成 ) >

Miscellaneous (その他 )

管理者予約済みロールのみ

許可URLの管理 Management (アクセス権

限管理 )] > [Allowed

URLs (許可URL)]

許可URL設定を作成、変更、削除するには、Write Allowed URLs

(許可URLの書き込み)アクセス権限が必要です。

許可URL設定をCSV形式でエクスポートするには、Read Allowed

URLs (許可URLの読み取り)アクセス権限が必要です。JSON形式で

エクスポートするには、コンテンツのエクスポートアクセス権限が必要で

す。

Administrator予約ロールにはこれらのアクセス権限を備えています。

AdministratorおよびContent Administrator予約ロールは、URLの許可

構成をインポートすることもできます。

表1：Tanium展開を設定するためのユーザロールおよびアクセス権限
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タスク Tanium Consoleの運用

管理ページ

ロールとアクセス許可

プロキシサーバの設定を管理する [Configuration (構成 )] >

[Common (共通 )] >

[Proxy Settings (プロキシ

設定 )]

管理者予約済みロールのみ

インフラストラクチャ設定ファイル(TLSキー)

をダウンロードする

[Configuration (構成 )] >

[Tanium Server] >

[Infrastructure

Configuration Files (イン

フラストラクチャ設定ファイ

ル)]

TaniumREST APIのユーザがTanium公開キー(tanium.pub)または

初期化ファイル(tanium-init.dat)をダウンロードするには、公開キー

の読み取りアクセス権限が必要です。

Administrator予約ロールのみが、[Infrastructure Configuration Files

(インフラストラクチャ設定ファイル)]ページにアクセスして、Tanium

Consoleからこれらのファイルをダウンロードすることができます。

TaniumClientのサブネットを構成設定す

る

Configuration (構成 )

> Subnets (サブネット )

分離サブネット構成を作成、変更、または削除するには、分離サブネッ

トの書き込みアクセス権限が必要です。

分離サブネット構成を表示するには、分離サブネットの読み取りアクセ

ス権限が必要です。

分割サブネット構成を作成、変更、または削除するには、分割サブネッ

トの書き込みアクセス権限が必要です。

分割サブネット構成を表示するには、分割サブネットの読み取りアクセ

ス権限が必要です。

Administrator予約ロールには、これらのすべてのアクセス権限がありま

す。

帯域幅スロットルを管理する [Configuration (構成 )] >

[Bandwidth Throttles (帯

域幅スロットル)]

グローバルな帯域幅スロットル構成を作成、変更、または削除するに

は、グローバル帯域幅スロットルの書き込みアクセス権限が必要です。

グローバルな帯域幅スロットル構成を表示するには、グローバル帯域幅

スロットルの読み取りアクセス権限が必要です。

サイト (サブネット別 )の帯域幅スロットル構成を作成、変更、または削

除するには、サブネット帯域幅スロットルの書き込みアクセス権限が必

要です。

サイト (サブネット別 )の帯域幅スロットル構成を表示するには、サブネッ

ト帯域幅スロットルの読み取りアクセス権限が必要です。

Administrator予約ロールには、これらのすべてのアクセス権限がありま

す。

表1：Tanium展開を設定するためのユーザロールおよびアクセス権限 (続き)
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タスク Tanium Consoleの運用

管理ページ

ロールとアクセス許可

Taniumライセンスを管理する [Configuration (構成 )] >

[Tanium Server] >

[Tanium License

(Taniumライセンス)]

管理者予約済みロールのみ

Taniumのキーを管理する [Configuration (構成 )] >

[Tanium Server] >

[Tanium Public Key

(Tanium公開キー)]

[Configuration (構成 )] >

[Tanium Server] > [Root

Key Management (ルート

キーの管理 )]

管理者予約済みロールのみ

TaniumCore Platformサーバ間の信頼

の承認と取り消しを管理する

[Configuration (構成 )] >

[Tanium Server] >

[Active-Active Server

Trusts (アクティブ/アクティ

ブサーバの信頼関係 )]

Configuration (構成 )] >

[Tanium Server] > [Zone

Server Hub Trusts

(Zone Server Hubの信

頼関係 )]

管理者予約済みロールのみ

サーバのログレベルを設定する Configuration (ログ設

定 )] > [Common (共通 )]

> [Log Level (ログレベル)]

管理者予約済みロールのみ

グローバル設定の指定 [Management (管理 )] >

[Global Settings (グロー

バル設定 )]

TaniumCore PlatformサーバとTaniumClientのグローバル設定を作

成、変更、または削除するには、グローバル設定の書き込みグローバル

設定が必要です。

Administrator予約ロールにはこのアクセス権限があります。

表1：Tanium展開を設定するためのユーザロールおよびアクセス権限 (続き)

Tanium Interactのアクセス権限

Taniumには、Interactモジュールと関連するTanium Data Serviceの両方に対するロールとアクセス権限があります。

Interactモジュールのアクセス権限

Interactモジュールには、以下の定義済みモジュールロールおよび関連するモジュールアクセス許可があります。
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アクセス権限 Interact

Power

User role

(パワーユー

ザロール)

Interact

Basic

User role

(ベーシック

ユーザロー

ル)

Interact

Read-Only

User role

(読み取り

専用ユーザ

ロール)

Interact

Show role

(表示ロー

ル)

Show Interact (Interactを表示 )

Interactワークベンチを表示します。

Interact Module Read (Interactモジュールの読み取り)

Interactのコンテンツを表示します。

このモジュール権限は、次の高度アクセス権限を提供します。フィルタグループ読

み取り、センサー読み取り、保存済みQuestion読み取り、ダッシュボード読み取

り、ダッシュボードグループ読み取り。

1 1

Interact Module Write (Interactモジュールの書き込み)

Interactコンテンツを追加、編集、または削除します。

このモジュールアクセス権限は、Interactモジュール読み取りアクセス権限を提供し

ます。

このモジュール権限は、次の高度アクセス権限を提供します。フィルタグループ読

み取り、センサー読み取り、保存済みQuestion読み取り、ダッシュボード読み取

り、ダッシュボードグループ読み取り、保存済みQuestion書き込み、ダッシュボー

ド書き込み、ダッシュボードグループ書き込み。

1

表2：Interactのユーザロールとアクセス権限
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アクセス権限 Interact

Power

User role

(パワーユー

ザロール)

Interact

Basic

User role

(ベーシック

ユーザロー

ル)

Interact

Read-Only

User role

(読み取り

専用ユーザ

ロール)

Interact

Show role

(表示ロー

ル)

Interact Execute Action (Interactアクションの実行 )

Interactモジュールでアクションをデプロイします。

このモジュールアクセス権限は、Interactモジュール読み込みとInteractモジュール

書き込みアクセス権限を提供します。

このモジュール権限は、次の高度アクセス権限を提供します。フィルタグループ読

み取り、センサー読み取り、保存済みQuestion読み取り、ダッシュボード読み取

り、ダッシュボードグループ読み取り、パッケージ読み取り、アクション読み取り、保

存済みQuestion書き込み、ダッシュボード書き込み、ダッシュボードグループ書き

込み、アクション書き込み。

1提供された許可を示します。

表2：Interactのユーザロールとアクセス権限 (続き)

次の表は、表2のInteractモジュール権限に対して提供されている高度アクセス権限と関連するコンテンツセット (脚注を参照)をまとめて

います。

アクセス権限 Interact

Power

User role

(パワーユー

ザロール)

Interact

Basic

User role

(ベーシック

ユーザロー

ル)

Interact

Read-Only

User role

(読み取り

専用ユーザ

ロール)

Interact

Show role

(表示ロー

ル)

Read Sensor (センサーの読み取り)¹

TaniumConsole全体でInteractの [Explore Data (データを探索 )]フィールド、

[Questionビルダ]、および同様のユーザインターフェイスのセンサーを表示および使

用できます。

表3：提供されるInteract高度アクセス権限
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アクセス権限 Interact

Power

User role

(パワーユー

ザロール)

Interact

Basic

User role

(ベーシック

ユーザロー

ル)

Interact

Read-Only

User role

(読み取り

専用ユーザ

ロール)

Interact

Show role

(表示ロー

ル)

Read Saved Question (保存済みQuestionの読み取り)¹

Interactワークベンチの保存されたQuestionを表示します。

Read Dashboard (ダッシュボードの読み取り)¹

Interactワークベンチでダッシュボードを表示します。

Read Dashboard Group (ダッシュボードグループの読み取り)¹

Interactワークベンチのカテゴリを表示します。

Read Filter Group (読み取りフィルタグループ)²

Interactワークベンチ内のQuestionおよびQuestionの結果において、コンピュータ

フィルタグループを表示および使用します。

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

Interactの [Explore Data (データを探索 )]フィールドおよびQuestionビルダを使用

してQuestionを発行できます。これはグローバルアクセス権限です。すべてのコンテ

ンツセットに適用されます。

Write Saved Question (保存済みQuestionの書き込み)³

保存されたQuestionを作成、編集、または削除し、ユーザがアクセス許可を持っ

ているコンテンツセットに割り当てます。

表3：提供されるInteract高度アクセス権限 (続き)
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アクセス権限 Interact

Power

User role

(パワーユー

ザロール)

Interact

Basic

User role

(ベーシック

ユーザロー

ル)

Interact

Read-Only

User role

(読み取り

専用ユーザ

ロール)

Interact

Show role

(表示ロー

ル)

Write Dashboard (ダッシュボードの書き込み)³

ダッシュボード構成を作成、変更、削除します。ダッシュボードで利用できる保存

済みQuestionは、保存済みQuestion読み取りコンテンツセットアクセス権限によっ

て決まります。

Write Dashboard Group (ダッシュボードグループの書き込み)³

カテゴリ構成を作成、変更、削除します。カテゴリで利用できるダッシュボードは、

ダッシュボード読み取りコンテンツセットアクセス権限によって決まります。

Read Package (パッケージの読み取り)¹

アクションを展開ページのアクション用のパッケージを選択します。

Read Action (アクションの読み取り)¹

[Deploy Action (アクションのデプロイ)]ページを表示します。グリッドの行の可視

性は、関連パッケージのコンテンツセットに対するアクション読み取りアクセス権限

によって異なります。

表3：提供されるInteract高度アクセス権限 (続き)
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アクセス権限 Interact

Power

User role

(パワーユー

ザロール)

Interact

Basic

User role

(ベーシック

ユーザロー

ル)

Interact

Read-Only

User role

(読み取り

専用ユーザ

ロール)

Interact

Show role

(表示ロー

ル)

Write Action (アクションの書き込み)¹

ダイナミックQuestionと保存済みQuestionの[Question Results (Questionの結

果 )]グリッドに[Deploy Action (アクションのデプロイ)]ボタンを表示して使用しま

す。

[Administration (管理 )] > [Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (スケ

ジュール済みアクション)]ページを表示できます。ユーザは、自身が発行したアク

ションの行を閲覧できます。基になるパッケージのコンテンツセットに対するアクショ

ン読み取りアクセス権限を保有するユーザは、他のユーザが発行したアクションの

行を見ることができます。

これは、自アクション読み取り、パッケージ読み取り、プレビュー表示アクセス権限

のことです。

¹これらのアクセス権限は、次のコンテンツセットに適用されます。AD、Base、Client Management、Core Content、CoreMSSQLContent、

Default、File System、Hardware、Interact、MSSQL、Network、OS、Python、Registry、Reserved、Security、Software、Tagging。

²このアクセス権限は、デフォルトフィルタグループのコンテンツセットに適用されます。

³これらのアクセス権限はInteractのコンテンツセットに適用されます。

表3：提供されるInteract高度アクセス権限 (続き)

次の表は、Tanium Interactのモジュールで特定のタスクを実行するために必要なアクセス許可をまとめたものです。モジュールのワーク

ベンチには、Interactの [Overview (概要)] ページと [Question Builder (Questionビルダ)]ページが含まれています。Administrator予

約ロールには、記載のすべてのアクセス権限があります。この表は、その他の予約ロールがそれら機能に対するアクセス権限があるかど

うかについても示しています。

タスク ロールとアクセス許可

Interactのインストールまたはアン

インストール

管理者予約済みロールのみ

Interactのすべてのタスク Interactを表示 (モジュール)アクセス権限はすべてのInteract機能に必須のため、このアクセス権限を持つロー

ルをすべてのInteractユーザに割り当てる必要があります。

表4：Interactのタスク実行に必要なアクセス権限
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タスク ロールとアクセス許可

Interactコンテンツを表示する Interactコンテンツセットのコンテンツの閲覧には、Interactモジュール読み込み(モジュール)アクセス権限が必要

です。

Interactコンテンツの管理 Interactコンテンツセットのコンテンツの追加、編集、削除には、Interactモジュール書き込み(モジュール)アクセ

ス権限が必要です。

Interactでのアクションのデプロイ Interact実行アクション(モジュール)アクセス権限を持つユーザは、Interactモジュールのアクションを展開できま

す。これは、高度アクセス権限のパッケージ読み取り、アクション読み取り、アクション書き込みを意味します。

[Explore Data (データを探索 )]

フィールドおよびQuestionビルダ

を使用してQuestionを発行でき

ます。

[Explore Data (データの探索 )]フィールドおよびQuestionビルダからQuestionを発行するには、ダイナミック

Questionアクセス権限が必要です。アクセス権限は、任意の高度ロールに割り当てることができます。

Questionで選択できるセンサーは、センサー読み取りコンテンツセットアクセス権限によって決まります。読み取

りフィルタグループのコンテンツセットのアクセス権限は、QuestionおよびQuestionの結果を表示および選択す

るために使用できるコンピュータフィルタグループを決定します。

Tanium™Assetモジュールは、Assetレポート読み取り権限を持つユーザ向けに [Question Results

(Questionの結果 )]グリッドに表示するエンドポイント情報を保存します。

AdministratorおよびContent Administrator予約ロールにはこれらの全アクセス権限があります。

Questionを保存する ユーザがアクセス権限を持つコンテンツセットへの保存済みQuestionの割り当てには、保存済みQuestion書き

込みアクセス権限が必要です。保存済みQuestionの作成、編集、削除には、保存済みQuestion書き込み

アクセス権限も必要です。使用できるセンサーは、センサー読み取りコンテンツセットアクセス権限によって決ま

ります。読み取りフィルタグループのコンテンツセットのアクセス権限は、利用可能なフィルタグループを決定しま

す。

新しい保存済みQuestion設定に関連するアクションを追加するには、保存済みQuestion書き込みアクセス権

限に加えて、アクション書き込みとパッケージ書き込みアクセス権限も必要です。関連するアクションを変更また

は削除する場合は、これら3つのアクセス権限に加えて、Questionの所有者アクセス権限が必要です。

AdministratorおよびContent Administrator予約ロールにはこれらの全アクセス権限があります。

Interactで保存されたQuestion

を使用する

TaniumConsoleのInteract [Overview (概要 )]ページ、Questionビルダ、[Question Results (Questionの結

果 )]グリッドのドリルダウンなどに表示できる保存済みQuestionは、保存済みQuestion読み取りコンテンツセッ

トアクセス権限によって決まります。

発行する保存済みQuestionに指定したセンサーに対するセンサー読み取りアクセス権限が必要です。保存済

みQuestionで指定されたフィルタグループには、読み取りフィルタグループのコンテンツセットのアクセス権限が必

要です。

[SavedQuestion Results (保存済みQuestionの結果 )]グリッドでドリルダウン機能を使用するには、ダイナミック

Question実行アクセス権限が必要です。

表4：Interactのタスク実行に必要なアクセス権限 (続き)
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タスク ロールとアクセス許可

Interactのカテゴリを使用する TaniumConsoleのInteract [Overview (概要 )]ページなどに表示できるカテゴリは、ダッシュボードグループ読

み取りコンテンツセットアクセス権限によって決まります。

カテゴリ構成の作成、変更、削除には、ダッシュボードグループ書き込みアクセス権限が必要です。カテゴリで

利用できるダッシュボードは、ダッシュボード読み取りコンテンツセットアクセス権限によって決まります。

AdministratorおよびContent Administrator予約ロールは、カテゴリをエクスポートおよびインポートできます。

Interactのダッシュボードを使用

する

TaniumConsoleのInteract [Overview (概要 )]ページなどに表示できるダッシュボードは、ダッシュボード読み

取りコンテンツセットアクセス権限によって決まります。

ダッシュボード構成の作成、変更、削除には、ダッシュボード書き込みアクセス権限が必要です。ダッシュボー

ドで利用できる保存済みQuestionは、保存済みQuestion読み取りコンテンツセットアクセス権限によって決ま

ります。

AdministratorおよびContent Administrator予約ロールは、ダッシュボードをエクスポートおよびインポートできま

す。

注：デフォルトでは、新規ダッシュボードはその他のダッシュボードカテゴリに追加されます。これはAdministratorま

たはContent Administrator予約ロールを持つユーザのみ見ることができますこのため、それらのロールの1つを持

つか、ダッシュボードを作成したユーザのみがその新規ダッシュボードを表示できます。他のユーザが新規ダッ

シュボードを見えるようにするには、ダッシュボードを別のカテゴリに移動する必要があります。

アクションを展開する [Question Results (Questionの結果 )]グリッドに [Deploy Action (アクションのデプロイ)]ボタンを表示するに

は、アクション書き込みアクセス権限が必要です。

アクションで選択できるパッケージは、パッケージ読み取りコンテンツセットアクセス権限によって決まります。

アクション展開ワークフローの実行には、予約コンテンツセットに対するセンサー読み取りおよび保存済み

Question読み取りアクセス権限が必要です。ワークフローの実行時、これらのアクセス権限を持つユーザは、

TaniumServerが使用する特別な保存済みQuestionを使ってアクションステータスを追跡およびレポートできま

す。

Administrator予約ロールには、これらすべてのアクセス権限があります。

Interactの[Overview (概要 )]

ページを使用する

Interactの [Overview (概要 )]ページの以下のセクションを表示するには、指定のアクセス権限が必要です。

l 概要 :サマリ数は、ダッシュボードグループ読み取りとダッシュボード読み取り、保存済みQuestion読み取り

アクセス権限によって制御されます。

l Favorite Categories (お気に入りのカテゴリ)：ダッシュボードグループ読み取りアクセス権限

l Favorite Dashboards (お気に入りのダッシュボード ):ダッシュボード読み取りアクセス権限

l Favorite Saved Questions (お気に入りの保存されたQuestion)：保存済みQuestion読み取りアクセス

権限

Administrator予約ロールには、これらすべてのアクセス権限があります。

表4：Interactのタスク実行に必要なアクセス権限 (続き)
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TaniumData Serviceのアクセス権限

Tanium Data Serviceには、以下の定義済みモジュールロールと関連するモジュールアクセス権限があります。

アクセス権限 Data

Collection

Administrator

ロール

Data

Collection

Operator

ロール

Data

Collection

Service

Account

ロール

Data Collection Administrator関係

データ収集を設定するための無制限のアクセス。

データ収集エンドポイント識別読み取り

エンドポイント識別 (EID)センサー解決 (内部目的のみ)

データ収集エンドポイント識別書き込み

エンドポイント識別 (EID)センサー割り当て(内部目的のみ)

データ収集指標読み取り

Interactの [Info (情報 )]ページで [Data Service Sensor Metrics (データサービスセンサー

指標 )]や [Data Service Database Metrics (データサービスデータベース指標 )]チャートを

表示できます。

データ収集パージセンサー

特定のセンサーのデータをパージします。

データ収集登録読み取り

Interactの [Settings (設定 )] > [Registration & Collection (登録とコレクション)]ページを

表示して、結果コレクションに登録されているセンサーを確認することができます。

表5：Tanium Data Serviceのユーザロールとアクセス権限



© 2021 Tanium Inc. AllRightsReserved ページ46

アクセス権限 Data

Collection

Administrator

ロール

Data

Collection

Operator

ロール

Data

Collection

Service

Account

ロール

データ収集登録読み取り

結果コレクションのセンサーの登録 /登録解除したり、収集の一時停止 (無効化 )/再開 (有

効化 )したり、結果を消去したりできます。

データ収集開始

スケジュールされていないクエリを手動で開始し、センサー結果を収集できます。

データ収集ステータス読み取り

Interactの [Info (情報 )]ページで [Data Service Status (データサービスステータス)]チャー

トを表示できます。

Data Collection Operator関係

データ収集を設定するためのアクセス権。

Data Collection Service Account

センサー結果を収集できます。

データ収集サービスアカウント読み取り

Interactの [Settings (設定 ] > [Service Account (サービスアカウント )]ページを表示できま

す。このページには、TaniumData Serviceがセンサー結果の収集に使用しているサービス

アカウントに関する情報が表示されます。

表5：Tanium Data Serviceのユーザロールとアクセス権限 (続き)



© 2021 Tanium Inc. AllRightsReserved ページ47

アクセス権限 Data

Collection

Administrator

ロール

Data

Collection

Operator

ロール

Data

Collection

Service

Account

ロール

データ収集サービスアカウント書き込み

TaniumData Serviceがセンサー結果の収集に使用するサービスアカウントを変更すること

ができます。

Show Interact (Interactを表示 )

Interactワークベンチを表示します。

表5：Tanium Data Serviceのユーザロールとアクセス権限 (続き)

Tanium Data Serviceロールにはまた、次のアクセス権限もあります。micro admin (マイクロ管理者)と高度。

アクセス権限 Data

Collection

Administrator

ロール

Data

Collection

Operator

ロール

Data

Collection

Service

Account

ロール

Read Computer Group (コンピュータグループの読み取り)

コンピュータ管理グループの表示と使用、およびInteractワークベンチでのQuestionと

Questionの結果のグループのフィルタリングを可能にするマイクロ管理者アクセス権限。

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

すべてのコンテンツセットに適用されるグローバルアクセス権限。Interactの [Explore Data

(データを探索 )]フィールドおよびQuestionビルダを使用してQuestionを発行できます。

表6：提供されているTanium Data Serviceユーザロールのアクセス権限
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アクセス権限 Data

Collection

Administrator

ロール

Data

Collection

Operator

ロール

Data

Collection

Service

Account

ロール

Read Sensor (センサーの読み取り)

Interactの [Explore Data (データを探索 )]フィールド、Questionビルダ、およびTanium

Console全体の同様のユーザインターフェイスのセンサーでのセンサーの表示と使用を可能

にする高度アクセス権限。

このアクセス権限はTaniumData Serviceロールのすべてにあり、Base、Client

Management、Core Content、Default、Interact、Reservedに対して有効です。Data

Collection Service Accountロールはまた、TaniumData Serviceコンテンツセットに対してもこ

のアクセス権限を有します。

Write Saved Question (保存されたQuestionの書き込み)

保存済みQuestionの作成、編集、削除、およびユーザがアクセス権限を持つコンテンツ

セットへのこれら権限の割り当てを可能にする高度アクセス権限。

このアクセス権限は、InteractおよびTaniumData Serviceコンテンツセットに適用されます。

表6：提供されているTanium Data Serviceユーザロールのアクセス権限 (続き)

アクション管理のアクセス権限

次の表は、アクションの管理に必要なロールとアクセス権限をまとめています。ロールの構成では、アクションに関連するパッケージを含

むコンテンツセットにアクセス権限を適用することができます。一覧のアクセス権限は、特に明記のない限り、高度アクセス権限です。
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タスク Tanium Consoleの運用

管理ページ

ロールとアクセス許可

アクションロックを含むアクションを展開す

る

Questionの結果

保存されたQuestionの

結果

[Question Results (Questionの結果 )]ページで [Deploy Action (アク

ションを展開 )]ボタンを表示するには、アクションの書き込みアクセス権

限が必要です。

アクションで選択できるパッケージは、Read Package (パッケージの読

み取り)コンテンツセット権限によって決まります。

Reservedコンテンツセットに対しては、Read Sensor (センサーの読み

取り)アクセス権限とRead Saved Question (保存済みQuestionの読

み取り)アクセス権限が必要です。TaniumServerは特別な保存済み

Questionを使用して、アクション展開ワークフロー内でアクションステータ

スを追跡し、アクションステータスを報告します。したがって、これらのアク

セス権限はワークフローを完了させる上で必要です。

AdministratorおよびContent Administrator予約ロールにはこれらの全ア

クセス権限があります。

表7：アクションを管理するためのユーザロールの要件
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タスク Tanium Consoleの運用

管理ページ

ロールとアクセス許可

スケジュール済みアクションを管理する [Actions (アクション)] >

[Scheduled Actions (スケ

ジュール済みアクション)]

[Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)]ページを表示するに

は、Read Action (アクションの読み取り)アクセス権限が必要です。表

示、エクスポート、コピー(クリップボード)できるアクション(グリッド行 )、お

よび再ダウンロードできるパッケージファイルは、コンテンツセットの基の

パッケージに対するアクション読み取りアクセス権限によって決まります。

アクションの書き込みアクセス権限 :

l ユーザは、自身が発行したアクションの行を閲覧できます。コンテン

ツセットの基のパッケージに対するRead Action (アクションの読み取

り)アクセス権限を持っている場合、ユーザは他のユーザが発行した

アクションの行を表示することができます。

l ダイナミックQuestionおよび保存済みQuestionの [Question

Results (Questionの結果 )]ページで [Deploy Action (アクションを

展開 )]ボタンを表示および使用することができます。

l スケジュール済みアクション(アクションの書き込みアクセス権限を

持っているアクション)をCSV形式でエクスポートすることができます。

JSON形式でエクスポートするには、コンテンツのエクスポートアクセ

ス権限が必要です。

l これは、自アクション読み取り、パッケージ読み取り、プレビュー表示

アクセス権限のことです。

保存済みQuestionアクションの書き込みアクセス権限 :

l ユーザは[Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)]ページ

を表示できますが、そのユーザが展開したアクションの行のみが表

示されます。

l [Question Results (Questionの結果 )]ページで [Deploy Action

(アクションを展開 )]ボタンを表示および使用できます。ただし、関連

するパッケージと共に構成された保存済みQuestionについてのみで

す。関連パッケージには、パッケージの読み取りアクセス権限は必

要ありません｡保存済みQuestionが関連パッケージを用いて設定さ

れていない場合、[Deploy Action (アクションの展開 )]ボタンは表示

されません。

Taniumを使用して他のユーザが作成した標準的な

操作手順を実行するアクションユーザによる使用を

制限するには、アクションの書き込みアクセス権限で

はなく、保存済みQuestionアクションの書き込みアク

セス権限を使用します。

アクションの展開、編集、またはそのステータスを確認するには、

Reservedコンテンツセットに対するセンサーの読み取りアクセス権限と

保存済みQuestionの読み取りアクセス権限が必要です。予約コンテン

ツセットには、プレビューおよびポーリングに関するQuestionに使用される

コンテンツが含まれています。

AdministratorおよびContent Administrator予約ロールには、これらすべ

てのアクセス権限があり、完全なスケジュール済みアクションの構成をエ

クスポートおよびインポートできます。

表7：アクションを管理するためのユーザロールの要件 (続き)
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タスク Tanium Consoleの運用

管理ページ

ロールとアクセス許可

アクショングループを管理する [Actions (アクション)] >

[Scheduled Actions (スケ

ジュール済みアクション)]

[Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (スケジュール済みアクショ

ン)]ページでアクショングループを表示およびエクスポートするには、アク

ショングループの読み取り(micro admin)アクセス権限が必要です。

アクショングループを作成、編集、削除するにはWrite Action Group(ア

クショングループの書き込み)(micro admin)アクセス権限が必要です。

Admin(管理者 )予約ロールにはこれらのアクセス権限があります。

アクション履歴を管理する [Actions (アクション)] >

[Action History (アクショ

ン履歴 )]

[Action History (アクション履歴 )]ページを表示するには、アクションの

読み取りアクセス権限が必要です。表示、エクスポート、コピー(クリップ

ボードに)できるアクション(グリッド行 )は、コンテンツセットの基のパッケー

ジに対するアクションの読み取りアクセス権限によって決まります。

AdministratorおよびContent Administrator予約ロールには、これらのす

べてのアクセス権限があります。

アクションステータスを表示する Action (アクショ

ン)Summary (サマリ)

Action Summary (アクションサマリ)ページを表示および使用するに

は、以下のアクセス権限が必要です。このページは、スケジュール外の

アクションを展開すると開きます。[Action History (アクション履歴 )]ペー

ジからもアクセスできます。

l [Action History (アクション履歴 )]グリッドでアクションの[Action

Summary (アクションサマリ)]ページを表示するには、コンテンツセッ

トに関係なく、保存済みQuestionの読み取りアクセス権限です。

l [Action Summary (アクションサマリ)]ページでファイルを表示するに

は、コンテンツセットの基のパッケージに対するパッケージの読み取り

アクセス権限が必要です。

l [Action Summary (アクションサマリ)]ページで [Show Client

Status Details (クライアントステータス詳細を表示 )]ボタンを表示

および使用するには、センサーの読み取りアクセス権限と保存済み

Questionの読み取りアクセス権限が必要です。

l [Action Summary (アクションサマリ)]ページで [Get action log for

selected machines (選択マシンのアクションログを取得 )]ボタンを

表示および使用するには、Client Managementコンテンツセットに対

するセンサーの読み取りアクセス権限が必要です。

AdministratorおよびContent Administrator予約ロールにはこれらの全ア

クセス権限があります。

表7：アクションを管理するためのユーザロールの要件 (続き)
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タスク Tanium Consoleの運用

管理ページ

ロールとアクセス許可

保留中のアクションを確認して承認する

か、アクションの承認をバイパスします。

[Actions (アクション)] >

[All Pending Approval

(すべての承認待ち)]

[Actions(アクション)] >

[Actions I Can Approve

(承認できるアクション)]

アクションの承認アクセス権限 :

l [All Pending Approval (すべての承認待ち)]ページを表示するに

は、ユーザにはこのアクセス権限が必要です。

l 別のユーザが作成したアクションを承認する場合、ユーザには基盤

となるパッケージのコンテンツセットに対するこのアクセス権限が必要

です。ユーザは自分のアクションを承認できません。

[All Pending Approval (すべての承認待ち)]ページで表示およびエク

スポートできるアクション(グリッドの行 )は、コンテンツセットの基のパッケー

ジに対するアクションの読み取りアクセス権限によって決まります。

[All Pending Approval (すべての承認待ち)]ページで自分のアクション

を表示するには、自アクションの読み取りアクセス権限が必要です。

Bypass Action Approval (アクション承認をバイパス)アクセス権限があ

ると、自分のアクションの承認をバイパスすることができます。このアクセ

ス権限は遡及的に適用されません。

AdministratorおよびContent Administrator予約ロールには、Bypass

Action Approval (アクションの承認をバイパス)を除くこれらのアクセス権

限がすべてあります。

表7：アクションを管理するためのユーザロールの要件 (続き)

コンテンツ管理のアクセス権限

次の表は、センサーやパッケージ、保存済みQuestion、フィルタグループなどのコンテンツの管理に必要なロールとアクセス権限をまとめ

ています。一覧のアクセス権限は、特に明記のない限り、高度アクセス権限です。コンテンツセットに割り当てられているコンテンツをコン

テンツセットにアクセス権限を適用します。
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タスク Tanium Consoleの運用

管理ページ

ロールとアクセス許可

センサーを管理する [Content (コンテンツ)] >

[Sensors (センサー)]

[Content (コンテンツ)] >

[Quarantined Sensors

(隔離センサー)]

コンテンツセットに割り当てられているセンサーを表示したり、CSV形式

でそれらのセンサーをエクスポートするには、コンテンツセットに対するセン

サーの読み取りアクセス権限が必要です。JSON形式でエクスポートす

るには、コンテンツのエクスポート運用管理権限が必要です。

センサーを作成、変更、削除するには、センサーの書き込みアクセス権

限が必要です。

AdministratorおよびContent Administrator予約ロールには、センサーの

書き込みアクセス権限とセンサーの読み取りアクセス権限があります。

Administrator予約ロールは、JSON形式でセンサーをインポートおよび

エクスポートできます。

センサー隔離の適用を有効または無効にするには、グローバル設定の

書き込み(micro admin)アクセス権限が必要です。管理者予約済み

ロールにはこのアクセス権限があります。

隔離センサーを表示するには、センサーの読み取りまたはダイナミック

Questionの実行アクセス権限が必要です。コンピュータ管理グループ

割り当てにより、どのエンドポイントでユーザがセンサーの隔離または隔

離解除を手動で行えるかが決まります。

パッケージを管理する [Content (コンテンツ)] >

[Packages (パッケージ)]

コンテンツセットに割り当てられているパッケージを表示したり、CSV形式

でそれらのパッケージをエクスポートするには、コンテンツセットに対する

パッケージの読み取りアクセス権限が必要です。JSON形式でエクス

ポートするには、コンテンツのエクスポート管理アクセス権限が必要で

す。

パッケージを作成、変更、削除するには、パッケージの書き込みアクセ

ス権限が必要です。

管理者およびContent Administrator予約済みロールはこれらのアクセ

ス権限を保有しています。Administrator予約ロールは、パッケージをイ

ンポートしたり、JSON形式でエクスポートしたりできます。

表8：コンテンツを管理するためのユーザロールの要件
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タスク Tanium Consoleの運用

管理ページ

ロールとアクセス許可

保存済みQuestionを管理する [Content (コンテンツ)] >

[Saved Questions (保存

済みQuestion)]

これらのコンテンツセットに割り当てられている保存済みQuestionを表示

したり、保存済みQuestionをCSV形式でエクスポートしたりするには、コ

ンテンツセットに対する保存済みQuestionの読み取りアクセス権限が

必要です。JSON形式でエクスポートするには、コンテンツのエクスポート

管理アクセス権限が必要です。

保存済みQuestionの作成、編集、削除には、保存済みQuestionの

書き込みアクセス権限が必要です。

新しい保存済みQuestionに関連するアクションを追加するには、保存

済みQuestionの書き込みアクセス権限に加えて、アクションの書き込み

アクセス権限とパッケージの書き込みアクセス権限も必要です。関連す

るアクションを編集または削除するには、これら3つのアクセス権限に加え

て、Questionに対する所有者権限も必要です。保存済みQuestionの

設定の可視性の設定を参照してください。

ユーザがQuestionで選択できるセンサーは、Read Sensor (センサーの

読み取り)]コンテンツセットアクセス権限によって決まります。

管理者およびContent Administrator予約済みロールはこれらのアクセ

ス権限を保有しています。Administrator予約ロールは、保存済み

Questionをインポートしたり、JSON形式でエクスポートしたりできます。

表8：コンテンツを管理するためのユーザロールの要件 (続き)

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#table_saved_question_settings
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#table_saved_question_settings
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タスク Tanium Consoleの運用

管理ページ

ロールとアクセス許可

フィルタグループを管理する コンテンツ > フィルタグ

ループ

[Filter Groups (フィルタグループ)]ページを表示するには、フィルタグ

ループの読み取りアクセス権限が必要です。特定のフィルタグループの

構成 (グループメンバーシップ)の表示に必要なアクセス権限は次のとお

りです。

l フィルタグループが割り当てられているコンテンツセットに対するフィル

タグループの読み取りアクセス権限

l ダイナミックQuestionの実行アクセス権限

CSV形式でフィルタグループをエクスポートするには、コンテンツセットに

対するフィルタグループの読み取りアクセス権限も必要です。JSON形

式でエクスポートするには、コンテンツのエクスポートアクセス権限が必

要です。

フィルタグループを作成、クローン作成、編集するには、フィルタグループ

の書き込みアクセス権限とダイナミックQuestionの実行アクセス権限が

必要です。フィルタグループを削除するには、フィルタグループの書き込

みアクセス権限のみ必要です。

コンピュータグループの書き込み権限は、暗黙でフィルタグループの書き

込みアクセス権限を伴います。コンピュータグループの読み取り権限は、

暗黙でフィルタグループの読み取りアクセス権限を伴います。

管理者およびContent Administrator予約済みロールはこれらのアクセ

ス権限を保有しています。Administrator予約ロールは、フィルタグルー

プをインポートしたり、JSON形式でエクスポートしたりできます。

TaniumCore Platform 7.3以前でダイナミック

Questionの実行アクセス権限を持つすべてのロール

には、バージョン7.4以降へのアップグレード後、

Default Filter Groupsコンテンツセットに対するフィルタ

グループの読み取りアクセス権限が割り当てられま

す。

表8：コンテンツを管理するためのユーザロールの要件 (続き)
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タスク Tanium Consoleの運用

管理ページ

ロールとアクセス許可

コンテンツファイルをエクスポートする 各種Content (コンテンツ)

ページとPermissions (ア

クセス権限 )ページ

[Solutions (ソリューショ

ン)]ページ

次の種類のコンテンツをエクスポートするには、コンテンツのエクスポート

(micro admin)アクセス権限が必要です。

l 許可URL

l コンピュータ管理グループ

l コンテンツセット

l フィルタグループ

l パッケージ

l ロール

l 保存済みQuestion

l Scheduled actions (予定済みアクション)

l センサ

Administrator予約ロールには、コンテンツのエクスポートアクセス権限が

あります。

コンテンツファイルをインポートする すべての[Content (コンテ

ンツ)]および[Permissions

(アクセス権限 )]ページ

[Solutions (ソリューショ

ン)]ページ

デジタル署名コンテンツファイルをインポートするには、Import Signed

Content (署名付きコンテンツのインポート )(micro adadmin)アクセス権

限が必要です。

Administrator予約ロールには、署名付きコンテンツのインポートアクセス

権限があります。

Question履歴 管理 > Question履歴 [Question History (Question履歴 )]ページで情報を表示およびエク

スポートするには、Question履歴の読み取り(micro admin)アクセス権

限が必要です。ただし、micro adminアクセス権限のみのユーザが、

[Question History (Question履歴 )]ページからQuestionを読み込むこ

とはできません。

Administrator予約ロールを持つユーザは、[Question History

(Question履歴 )]ページを表示したり、そのページからQuestionを読み

込んだりできます。

Questionおよびセンサーのランタイムイン

ジケータのしきい値を管理する

[Configuration (構成 )] > 

[Common (共通 )] > 

[Sensor Thresholds (セ

ンサーしきい値 )]

管理者予約済みロールのみ

表8：コンテンツを管理するためのユーザロールの要件 (続き)
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タスク Tanium Consoleの運用

管理ページ

ロールとアクセス許可

コンテンツセットを管理する [Permissions (アクセス権

限 )] > [Content Sets (コン

テンツセット )]

[Permissions (アクセス

権限 )] >  [Content

Alignment (コンテンツの

配置 )]

Administrator/Content Set Administrator予約ロールのみ

表8：コンテンツを管理するためのユーザロールの要件 (続き)

RBAC管理のアクセス権限

次の表は、RBAC構成の管理に必要なロールとアクセス権限をまとめています。一覧のアクセス権限は、特に明記のない限り、micro

adminのアクセス権限です。

タスク Tanium Consoleの運用

管理ページ

ロールとアクセス許可

コンテンツセットを管理する [Permissions (アクセス権

限 )] > [Content Sets (コン

テンツセット )]

[Permissions (アクセス権

限 )] >  [Content

Alignment (コンテンツの

配置 )]

管理者またはコンテンツセット管理者予約済みロールのみ

ロールを管理する [Permissions (アクセス権

限 )] >  [Roles (ロール)]

Administrator/Content Set Administrator予約ロールのみ。Content Set

Administratorは、ユーザやユーザグループに対する予約ロールの割り当

てを管理できないことに注意してください。

表9：Tanium Consoleのユーザロールとアクセス権限
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タスク Tanium Consoleの運用

管理ページ

ロールとアクセス許可

コンピュータ管理グループを管理する [Management (管理 )] >

[Computer Groups (コン

ピュータグループ)]

[Content (コンテンツ)] > 

[Filter Groups (フィルタグ

ループ)]

コンピュータ管理グループを作成、変更、削除するには、コンピュータグ

ループの書き込みアクセス権限が必要です。このアクセス権限は、フィ

ルタグループの作成や編集、削除に必要なフィルタグループの作成 (高

度 )アクセス権限を暗黙で伴います。

メンバーシップがセンサーフィルタに基づくコンピュータ管理グループまた

はフィルタグループを作成するには、コンピュータグループの書き込みに

加えて、次のアクセス権限が必要です。

l プレビューQuestionの実行に使用するコンテンツを含むReservedコ

ンテンツセットに対するセンサーの読み取り(高度 )アクセス権限。

l Interact Module Write (Interactモジュールの書き込み)(モジュー

ル)アクセス権限。

メンバーシップが手動で定義されたコンピュータグループには、センサー

の読み取りおよびInteractモジュールの書き込みアクセス権限は必要あ

りません。

コンピュータ管理グループ割り当てを編集するには、次のアクセス権限

が必要です。

l ユーザのコンピュータ管理グループ割り当てを編集するには、ユーザ

の書き込みアクセス権限が必要です。

l ユーザグループのコンピュータ管理グループ割り当てを編集するに

は、ユーザグループの書き込みアクセス権限が必要です。

l ペルソナのコンピュータ管理グループ割り当てを編集するには、ペル

ソナの書き込みアクセス権限が必要です。

コンピュータ管理グループをCSV形式でエクスポートするには、コンピュー

タグループの読み取りアクセス権限が必要です。このアクセス権限は、

フィルタグループの表示、QuestionやQuestion結果のフィルタリングでの

フィルタグループの利用、CSV形式でのフィルタグループのエクスポートに

必要なフィルタグループの読み取り(高度 )アクセス権限を暗黙で伴いま

す。JSON形式でエクスポートするには、コンテンツのエクスポートアクセ

ス権限が必要です。

コンピュータ管理グループの割り当てを表示するには、次のアクセス権

限が必要です。

l ユーザのコンピュータ管理グループの割り当てを表示するには、ユー

ザの読み取りアクセス権限が必要です。

l ユーザグループのコンピュータ管理グループ割り当てを表示するに

は、ユーザグループの読み取りアクセス権限が必要です。

l ペルソナのコンピュータ管理グループ割り当てを表示するには、ペル

ソナの読み取りアクセス権限が必要です。

Administrator予約ロールには、これらの権限がすべてあり、コンピュータ

グループをインポートしたり、JSON形式でエクスポートしたりできます。

表9：Tanium Consoleのユーザロールとアクセス権限 (続き)
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タスク Tanium Consoleの運用

管理ページ

ロールとアクセス許可

ユーザを管理する [Management (管理 )] >

[Users (ユーザ)]

ユーザの追加、ユーザへのプロパティの追加、ユーザのコンピュータ管理

グループ割り当ての編集、ユーザへの変更の保存、ユーザの削除に

は、ユーザの書き込みアクセス権限が必要です。

ユーザのユーザグループ割り当てを編集するには、ユーザの書き込みア

クセス権限とユーザグループの書き込みアクセス権限が必要です。

ユーザ構成を表示およびCSV形式でエクスポートするには、ユーザの

読み取りアクセス権限が必要です。

ユーザのユーザグループ割り当てを表示するには、ユーザの読み取りア

クセス権限とユーザグループの読み取りアクセス権限が必要です。

ユーザのコンピュータ管理グループの割り当てを表示するには、ユーザの

読み取りアクセス権限が必要です。

Administrator予約ロールのみがこれらのすべての権限を持ち、ユーザを

JSON形式でエクスポートできます。

ユーザのロール割り当てを変更するには、AdministratorまたはContent

Set Administrator予約ロールが必要です。ただし、コンテンツセット管理

者が予約ロールの割り当てを管理することはできません。

ペルソナ割り当てを変更するには、Administrator予約ロールが必要で

す。

ユーザは、自分のペルソナ、コンピュータグループ、ロール割り当てを変

更できません。

表9：Tanium Consoleのユーザロールとアクセス権限 (続き)
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タスク Tanium Consoleの運用

管理ページ

ロールとアクセス許可

ユーザグループを管理する [Management (管理 )] >

[User Groups (ユーザグ

ループ)]

ユーザグループの追加、ユーザグループの編集、ユーザグループのコン

ピュータ管理グループ割り当ての編集、ユーザグループの削除には、

ユーザグループの書き込みアクセス権限が必要です。

ユーザグループのユーザ割り当てを編集するには、ユーザグループの書

き込みアクセス権限とユーザ書き込みアクセス権限が必要です。

ユーザグループのコンピュータ管理グループ割り当ての表示、CSV形式

でのユーザグループ構成のエクスポートには、ユーザグループの読み取り

アクセス権限が必要です。

ユーザグループのユーザ割り当てを表示するには、ユーザグループの読

み取りアクセス権限とユーザの読み取りアクセス権限が必要です。

Administrator予約ロールのみがこれらの権限をすべて持ち、ユーザグ

ループをJSON形式でエクスポートできます。

ユーザグループのロール割り当てを変更するには、Administratorまたは

Content Set Administrator予約ロールが必要です。ただし、コンテンツ

セット管理者が予約ロールの割り当てを管理することはできません。

ペルソナ割り当てを変更するには、Administrator予約ロールが必要で

す。

ペルソナを管理する [Permissions (アクセス権

限 )] > [Personas (ペルソ

ナ)]

ペルソナを追加、編集、削除するには、ペルソナを追加、編集、削除

するには、Administrator予約ロールのみ

LDAPサーバからユーザとユーザグループ

をインポートする

Configuration (同期 ) >

Authentication (認証 ) >

LDAP Sync (LDAP同期 )

管理者予約済みロールのみ

SAML認証を設定する [Configuration (構成 )] >

[Authentication (認証 )] >

[SAML]

管理者予約済みロールのみ

APIトークンを管理する Configuration (APIトーク

ン構成 )] >

[Authentication (認証 )] >

[API Tokens (APIトーク

ン)]

[API Token (APIトークン)]ページを表示するには、トークン -表示API

トークンの表示アクセス権限が必要です。

新しいAPIトークンの要求をTaniumServerに送信するには、トークンを

使用アクセス権限が必要です。

TaniumServerへのアクセスに使用するAPIトークンを取り消すには、

Revoke Token (トークンの取り消し)アクセス権限が必要です。

表9：Tanium Consoleのユーザロールとアクセス権限 (続き)

トラブルシューティングのアクセス権限
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次の表は、Tanium Consoleでのトラブルシューティングタスクの実行に必要なロールとアクセス権限をまとめています。一覧のアクセス

権限は、特に明記のない限り、高度アクセス権限です。

タスク Tanium Consoleの運用

管理ページ

ロールとアクセス許可

TaniumClientの登録と通信を監視する [Management (管理 )] >

[Client Status (クライアン

トステータス)]

[Client Status (クライアントステータス)]ページを表示して表をフィルタリ

ングするには、Read System Status (システムステータスの読み取り)

(micro admin)アクセス権限が必要です。

Administrator予約ロールにはこのアクセス権限があります。

ユーザのサインイン、ユーザアカウントの構

成、およびプラットフォームの構成設定に

関連するアクティビティの日時を表示しま

す。

[Permissions (アクセス権

限 )] > [User (ユーザ)]

[Configuration (構成 )] > 

[Global Settings (グロー

バル設定 )]

以下を表示するには、Audit (監査 )(micro admin)アクセス権限が必要

です。

l [Users (ユーザ)]ページの最終サインイン情報

l ユーザ構成ページの最終変更情報

l [Global Settings (グローバル設定 )]ページの最終変更 情報

サーバのログレベルを設定する [Configuration (設定 )] >

[Common (共通 )] > [Log

Level (ログレベル)]

管理者予約済みロールのみ

プラグインとプラグインのスケジュールを表

示する

[Configuration (構成 )] >

[Common (共通 )] >

[Plugins (プラグイン)]

管理者予約済みロールのみ

キャッシュの使用状況を表示する [Configuration (構成 )] >

[Tanium Server] >

[Package File

Repository (パッケージ

ファイルリポジトリ)]

管理者予約済みロールのみ

情報ページを表示する https://<Tanium_

Server>/info

管理者予約済みロールのみ

表10：Tanium展開環境をトラブルシューティングするためのユーザロールとアクセス権限
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パート4：Taniumソリューションの管理

Taniumソリューションには、モジュール(Interactなど)、共有サービス(Direct Connectなど)、コンテンツパック(Default Contentなど)が含

まれます。各Taniumモジュールと共有サービスには、コンテンツとワークベンチが含まれています。ワークベンチは、モジュールおよびサー

ビス操作の実行に使用するユーザインターフェイスです。コンテンツとワークベンチを使用して、ネットワーク上のエンドポイントを管理、

監視、保護することができます。モジュールとサービスの一覧と各モジュールの目的についての概要は、https://docs.tanium.comをご覧

ください。Tanium Consoleユーザインターフェイス(UI)は、更新バージョンがある場合にアップグレードできるモジュールでもあります。

Taniumのモジュール、共有サービス、コンテンツパック、コンソールUIの更新のすべての管理タスクを実行するには、必

ず、Administrator予約ロールが必要です。Import Signed Content (署名付きコンテンツのインポート )アクセス権限

を持つユーザはこれらの種類のコンテンツをインポートできます。

モジュールを管理する

モジュールをインポート、再インポート、エクスポート、アップグレード、アンインストールするには、メインメニューから[Administration (運

用管理)] > [Configuration (構成)] > [Solutions (ソリューション)]に移動して [Solution (ソリューション)]ページを開きます。デフォルト

では、Tanium Serverのインストール後に初めてTanium Consoleにサインインすると、このページが開きます。ページの先頭にある

[Install with Recommended Configurations (インストールに推奨設定を使用)] ボタンをクリックすると、使用契約しているすべてのモ

ジュールと共有サービスを1回の操作でインポートおよび構成するワークフローが開始されます。[Module (モジュール)]セクションのタイ

ルを使用して、特定のモジュールのみをインポートすることもできます。モジュールをインポートすると、[Install with Recommended

Configurations (インストールに推奨設定を使用)] ボタンは表示されなくなります。この手順については、「最新バージョンのすべてのモ

ジュールをインポートおよび(オプションで) 設定する(ページ65)」を参照してください。アップグレードおよび再インポート操作では、自動

設定は使用できません。

Tanium展開環境の初めてのセットアップのベストプラクティスは、1回の操作ですべてのモジュールをインポートすること

です。依存関係があるモジュールや共有サービスをインポートされないと、一部が機能しないことがあります。たとえば、

Revealモジュールの場合、[Direct Connect (直接接続)]サービスを最初にインポートする必要があります。依存関係

についての詳細は、「モジュールおよびサービス固有の依存関係とデフォルト設定(ページ63)」を参照してください。

Tanium Serverは、自動的に依存関係に基づいて1つずつモジュールをインポートし、多くのモジュールに有用な複数

のコンテンツパックをインポートします。

[Module (モジュール)]セクションの各モジュールのタイルには、現在インストールされているバージョンが示されます。次の表は、そのス

テータスに基づいてモジュールに対するアクションを実行できる、各タイルのボタンおよびリンクについて説明しています。

アクティブ/アクティブ展開環境のTanium Serverの場合は、一方のサーバのモジュールのみをインポート、再インポー

ト、アップグレード、またはアンインストールする必要があります。ピアサーバは自動的に同じ操作を試みます。詳しく

は、「アクティブ/アクティブ展開環境におけるモジュールの同期(ページ70)」を参照してください。

Tanium Console UIモジュールの管理については、「コンソールUIの更新をインポートする(ページ76)」を参照してくださ

い。

https://docs.tanium.com/
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[Solutions (ソリューション)]ページに表示されないモジュールのタイルがある場合は、Taniumサポートに問い合わせる

(ページ375)を参照してください。

アクション/ステータ

ス

説明

エクスポート TaniumServerに現在インストールされているモジュールバージョンのURLをエクスポートします。この後、他方のTanium

ServerのTaniumConsoleにサインインし、そのURLからそのバージョンをインポートできます。詳しくは、特定のモジュール

バージョンをエクスポートおよびインポートする(ページ68)を参照してください。

インポート

<version>

モジュールをすでに購入済みで、まだインポートしていない場合、モジュールタイルに、インポート可能な最新のバージョンを

表示する[Import (インポート )] <version>ボタンが表示されます。インポートの開始後は、その操作を完了してからでないと

別のモジュールをインポートできません。

最新バージョン以外のモジュールバージョンについて、過去にそのバージョンのURLをエクスポートしたことがある場合、その

バージョンをインポートできます。特定のモジュールバージョンをエクスポートおよびインポートする(ページ68)を参照してくださ

い。

インポート モジュールの最新バージョンがインストールされますが、必要に応じて再インストールすることもできます。「特定のモジュール

の最新バージョンをインポート、再インポートするか、そのバージョンへアップグレードする(ページ67)」を参照してください。

へのアップグレード

<version>

アップグレード可能な新しいバージョンのモジュールがあります。「特定のモジュールの最新バージョンをインポート、再イン

ポートするか、そのバージョンへアップグレードする(ページ67)」を参照してください。アップグレード可能なモジュールのタイルの

みをページに表示したい場合は、モジュールのタイルの上にある [View Available Upgrades (利用可能なアップグレードを

表示 )]をクリックします。

購入可能 このモジュールの購入については、Taniumサポートに問い合わせる(ページ375)を参照してください。

ドキュメント このリンクをクリックすると、そのモジュールのユーザガイドが表示されます。

表11：Taniumモジュールのアクションとステータス

モジュールおよびサービス固有の依存関係とデフォルト設定

Taniumソリューションには、依存関係があるソリューションをインポートしないと機能しないものがあります。ソリューションの依存関係一

覧を表示するには、対応するユーザガイドをご覧ください。また、各ユーザガイドには、[Install with Recommended Configurations

(インストールに推奨設定を使用)] ボタンを使用してモジュールとサービスをインポートした場合にデフォルトで使用される構成設定も記

載されています。

デフォルト構成時、管理対象エンドポイントでツールを使用するソリューションは、それぞれ独自のアクショングループを

作成し、それらグループに自動的にツールを展開します。デフォルトでは、アクショングループはAll Computersフィルタグ

ループを対象にしますが、インポートの手順でrestricted_targeting_recommended_configsプラットフォーム設定を

有効にすることでNo Computersフィルタグループを対象に設定することもできます。このオプションでは、自動展開を防

止することで、ツールの展開を制御することができます。たとえば、すべてのエンドポイントにTanium™ Complyツールを

展開する前に、一部エンドポイントでツールをテストしたいとしましょう。この場合、その一部のみを対象とするよう構成

したアクショングループにツールを手動で展開することできます。
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ソリューション 依存関係 デフォルト設定

Asset Taniumの依存関係 Assetのインポートと構成設定にデフォルトの設定を使用する

Client Management Taniumの依存関係 Client Managementのインポートと構成設定にデフォルトの設定を使用する

Comply Taniumの依存関係 Complyのインポートと構成設定にデフォルトの設定を使用する

Connect Taniumの依存関係 デフォルト設定でConnectをインポートおよび設定する

Deploy Taniumの依存関係 デフォルト設定でDeployをインポートおよび設定する

Direct Connect Taniumの依存関係 デフォルト設定でDirect Connectをインポートおよび設定する

Discover Taniumの依存関係 デフォルト設定でDiscoverをインポートおよび設定する

Endpoint Configuration Taniumの依存関係 Endpoint設定のインポートと構成設定にデフォルトの設定を使用する

End-User Notifications Taniumの依存関係 デフォルト設定でEnd-User Notificationsをインポートおよび設定する

Enforce Taniumの依存関係 Enforceのインポートと構成設定にデフォルトの設定を使用する

Health Check Taniumの依存関係 デフォルト設定でHealth Checkをインポートおよび設定する

Impact Taniumの依存関係 Impactのインポートでデフォルトの設定を使用する

IntegrityMonitor Taniumの依存関係 デフォルト設定でIntegrityMonitorをインポートおよび設定する

Interact Taniumの依存関係 Interactのインポートと構成設定にデフォルトの設定を使用する

Map Taniumの依存関係 デフォルト設定でMapをインポートおよび設定する

NetworkQuarantine Taniumの依存関係 デフォルト設定でNetworkQuarantineをインポートおよび設定する

Patch Taniumの依存関係 デフォルト設定でPatchをインポートおよび設定する

Performance Taniumの依存関係 Performanceのインポートと構成設定にデフォルトの設定を使用する

Protect Taniumの依存関係 デフォルト設定でProtectをインポートおよび設定する

Reputation Taniumの依存関係 デフォルト設定でReputationをインポートおよび設定する

Reveal Taniumの依存関係 デフォルト設定でRevealをインポートおよび設定する

Threat Response Taniumの依存関係 デフォルト設定でThreat Responseをインポートおよび設定する

Trends Taniumの依存関係 デフォルト設定でTrendsをインポートおよび設定する

表12：モジュールおよびサービス固有の設定と依存関係

https://docs.tanium.com/asset/asset/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/asset/asset/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#client_management_dependencies
https://docs.tanium.com/client/client/installing_client_management.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/comply/comply/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/comply/comply/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/connect/connect/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/connect/connect/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/deploy/deploy/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/deploy/deploy/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/discover/discover/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/discover/discover/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/end-user_notifications/end-user_notifications/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/end-user_notifications/end-user_notifications/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/enforce/enforce/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/enforce/enforce/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/health_check/health_check/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/health_check/health_check/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/impact/impact/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/impact/impact/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/integrity_monitor/integrity_monitor/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/integrity_monitor/integrity_monitor/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/interact/interact/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/interact/interact/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/map/map/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/map/map/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/network_quarantine/network_quarantine/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/network_quarantine/network_quarantine/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/patch/patch/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/patch/patch/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/performance/performance/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/performance/performance/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/protect/protect/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/protect/protect/installation.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/reputation/reputation/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/reputation/reputation/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/reveal/reveal/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/reveal/reveal/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/threat_response/threat_response/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/threat_response/threat_response/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/trends/trends/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/trends/trends/installing.html#install_with_defaults
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最新バージョンのすべてのモジュールをインポートおよび(オプションで) 設定する

Tanium ServerをインストールしてTanium Consoleに初めてサインインすると、[Tanium Solutions (Taniumのソリューション)]ページ

が開き、当初は [Install with Recommended Configurations (インストールに推奨設定を使用)]ボタンが表示されます。ライセンス

契約しているすべてのモジュールおよび共有サービスを1回の操作でインポートおよび必要に応じて構成設定するワークフローを開始す

るには、モジュールタイルではなく、このボタンを使用する必要があります。

展開環境にデフォルト以外の構成設定を必要とするのでない限り、モジュールの構成設定にデフォルトの設定を自動

的に使用するオプションを選択します。インストールを終えた後で、一部またはすべてのモジュールやサービスを手動で

手動で構成設定することもできます。

[Install with Recommended Configurations (インストールに推奨設定を使用)] でのインストール時、Tanium Serverは次の操作を

行います。

1. 次のコンテンツパックをインポートします。

1. クライアントのメンテナンス

2. Core Content

3. Core MSSQL Content

4. Initial Content - Python

2. モジュールと共有サービスをインポートおよび構成設定します。

3. 以前はDefaultアクショングループを対象にしていたすべてのスケジュール済みアクションの対象にDefault - All Computersアク

ショングループを設定します。Default - All Computersは、All Computersコンピュータグループの指定であるのに対し、Default

はNo Computersコンピュータグループの指定になります。アクションの対象を変更してから5分後、Tanium Serverはワンタイムイ

ベントとしてDefault - All Computersにアクションを展開します。サーバは、以降のアクションの展開を設定された再発行間隔に

基づいて行います。詳細は、「スケジュール済みアクションを管理する(ページ161)」を参照してください。ソリューションをインポート

する手順には、自動動作が展開環境に適していない場合に、必要に応じてDefault - All Computersアクショングループにアク

ションを展開しないようにするオプションも含まれています。

ワークフローが終了すると、[Solutions (ソリューション)]ページの [Install with Recommended Configurations (イン

ストールに推奨設定を使用)]ボタンは表示されなくなります。以降のモジュールの再インポートまたはアップグレードにつ

いては、「特定のモジュールの最新バージョンをインポート、再インポートするか、そのバージョンへアップグレードする

(ページ67)」を参照してください。共有サービスの再インポートまたはアップグレードについては、「共有サービスとコンテン

ツを管理する(ページ73)」を参照してください。

アクティブ/アクティブ展開環境にモジュールをインポートするにあたっては、両方のTanium Server上の自己署名証明

書を、認証局(CA)署名の証明書に置き換えておきます。詳しくは、「アクティブ/アクティブ展開環境におけるモジュール

の同期(ページ70)」を参照してください。

ライセンス契約しているモジュールのリリースノートを読み終えたら、以下の手順でインポートし、必要に応じて構成設定を行います。
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1. ブラウザのURLフィールドにTanium Serverの完全修飾ドメイン名(FQDN)を入力して(例 : https://ts1.example.com)、

Tanium Consoleにアクセスします。

アクティブ/アクティブ展開環境では、Tanium Serverは、IPアドレスではなくFQDNが指定され、デフォルトのポー

トが使用される場合にのみ、自動的にモジュール操作の同期をとります。Windows展開環境のデフォルトの

ポートは443です。Tanium Appliance展開環境のデフォルトのポートは8443ですが、443を使用することもでき

ます。

2. (任意)自動設定時にソリューション別のツールを自動的に展開しないようにするには、次の手順を実行します。

a. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Global Settings (グローバル設定)]に移動

します。

b. restricted_targeting_recommended_configsを選択し、[Edit (編集)]をクリックします。

c. [Setting Value (設定値)]を1に設定し、[Save (保存)]をクリックします。

ツールの展開についての詳細は、「モジュールおよびサービス固有の依存関係とデフォルト設定(ページ63)」を参

照してください。

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

4. [Install with Recommended Configurations (インストールに推奨設定を使用)] をクリックします。この手順は、ソリューションの

すべてまたは一部に自動的にデフォルトの設定を使用するかどうかに関係なく、あるいはどのソリューションにもデフォルトの設定を

使用しない場合にも実行されます。

5. (任意) ソリューションを展開して、デフォルト設定を確認します。

6. (任意)デフォルト設定を使用しないで手動で構成設定したいモジュールがある場合は、[Apply Tanium recommended

configurations (Taniumの推奨設定を適用)] チェックボックスを選択解除します。

1. 一覧のすべてのモジュールを手動で構成設定する:ソリューション一覧の上のチェックボックスを選択解除します。

2. 特定のソリューションを手動で構成する: そのソリューションを展開し、設定一覧の上のチェックボックスを選択解除しま

す。

指定したソリューションの [Configuration Setting (構成設定)]列に、Manual Configuration (手動設定)と表示されま

す。

7. [Begin Import (インポートを開始)]をクリックします。

Tanium Serverによって、1つずつモジュールがインポートおよび構成設定されます。インポートに要する時間は、ライセンス契約し

ているモジュールの数によって数時間かかる場合があります。ダイアログには、インポートおよび設定プロセスの進捗状況が表示さ

れます。

8. 進捗状況のダイアログでインポートと設定が成功したことが示されたら[Close (閉じる)]をクリックします。

操作を終了すると、メインメニューの [Module (モジュール)]と [Administration (運用管理)] > [Shared Services (共有サービ

ス)]の下にインポートされたソリューションが表示されます。
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特定のモジュールの最新バージョンをインポート、再インポートするか、そのバージョンへアップグレードする

インポート、再インポート、アップグレードを行うモジュールのリリースノートを読んでから、次の手順を実行して操作を続行します。イン

ポート、再インポート、アップグレードを1回の操作で組み合わせて行うことができます。

HA展開環境でこれらの手順を実行するにあたっては、両方のTanium Server上の自己署名証明書をCA証明書に

置き換えておきます。詳細は、「アクティブ/アクティブ展開環境におけるモジュールの同期(ページ70)」を参照してくださ

い。

最初にTanium InteractとTanium Trends、Tanium Client Managementの順にモジュールのインストールまたはアップ

グレードを終了してから、その他のモジュールのインストールまたはアップグレードに進みます。

1. (アップグレードまたは再インポートのみ)モジュールのアップグレードまたは再インポート処理が完了するまで、そのモジュールを使

用しないようにTaniumユーザに通知します。これを行わないと、ユーザが進めていた作業が失われる可能性があります。

2. ブラウザのURLフィールドにTanium Serverの完全修飾ドメイン名(FQDN)を入力して(例 : https://ts1.example.com)、

Tanium Consoleにアクセスします。

アクティブ/アクティブ展開環境では、Tanium Serverは、IPアドレスではなくFQDNが指定され、デフォルトのポー

トが使用される場合にのみ、自動的にモジュール操作の同期をとります。Windows展開環境のデフォルトの

ポートは443です。Appliance展開環境のデフォルトのポートは8443ですが、443を使用することもできます。

3. (任意)自動設定時にソリューション別のツールを自動的に展開しないようにするには、次の手順を実行します。

a. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Global Settings (グローバル設定)]に移動

します。

b. restricted_targeting_recommended_configsを選択し、[Edit (編集)]をクリックします。

c. [Setting Value (設定値)]を1に設定し、[Save (保存)]をクリックします。

ツールの展開についての詳細は、「モジュールおよびサービス固有の依存関係とデフォルト設定(ページ63)」を参

照してください。

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

5. アクションを必要とする各モジュールのタイルのチェックボックスを選択し、[Import Selected (選択をインポート )]、[Upgrade

Selected (選択をアップグレード )]などの、タイルの上にあるアクションボタンをクリックします。

単一のモジュールでアクションを実行するには、モジュールタイル内の[Import (インポート )]、[Reimport (再イン

ポート )]または[Upgrade (アップグレード )]ボタンをクリックしてもかまいません。
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6. (新規インストールのみ、任意)デフォルトの設定を使用しないで手動で構成設定したいモジュールがある場合は、[Apply

Tanium recommended configurations (Tanium推奨の設定を適用)]チェックボックスを選択解除します。

1. リストされているすべてのモジュールを手動で設定する：モジュールの一覧の上にあるチェックボックスを選択解除します。

2. 特定のモジュールを手動で構成設定する: モジュールを展開し、設定一覧の上にあるチェックボックスを選択解除しま

す。

指定したモジュールの [Configuration Setting (構成設定)]列に、Manual Configuration (手動構成)と表示されます。

7. [Automatically import solutions (ソリューションを自動的にインポート )]を選択または選択解除します。

1. チェックボックス(デフォルト )を選択 :インポート、再インポート、またはアップグレードが開始されると、Tanium Serverは、

モジュールコンテンツの確認および既存のコンテンツとの競合を解決するオプションの選択を促すことなく操作を実行しま

す。サーバは、インポートしたコンテンツで既存のコンテンツを自動的に上書きするかマージします。

2. チェックボックスを選択解除 :インポート、再インポート、アップグレードを開始すると、Tanium Serverはコンテンツのレ

ビューを促します。一度にひとつのモジュールについて競合解決オプションを選択します。

8. [Begin Import (インポートを開始)]をクリックします。

9. [Automatically import solutions (自動的にソリューションをインポート )]チェックボックスを選択解除している場合は、次のタスク

を実行します。

a. コンテンツを確認し、既存のコンテンツとの競合の解決策をインポートし、選択します(インポートの競合を解決する(ページ

77)を参照)。

b. Taniumが定義したデフォルトの割り当てを用いてすべてのインポート済みオブジェクトの既存のコンテンツセットを上書きし

たい場合、[Include content set overwrite (コンテンツセットの上書きを含める)]を選択してください。デフォルトでは、

[Include content set overwrite (コンテンツセットの上書きを含める)]チェックボックスは選択解除され、Tanium Serverは

既存のコンテンツセットの割り当てを維持します。

10. Import (インポート )、Re-import (再インポート )、Upgrade (アップグレード )のいずれかをクリックします。

Tanium Serverは一度にひとつのモジュールの操作を実行します。操作に向けて選択したモジュールの数によって数分から数時

間かかる可能性があります。ダイアログに操作の進捗状況が表示されます。

11. 進捗状況のダイアログにインポート、再インポート、アップグレードの成功が示されたら、[Close (閉じる)]をクリックします。

メインメニューの [Modules (モジュール)]の下にインポートされたモジュールが表示されます。

12. (アップグレードのみ)アップグレードされたモジュールのリリースノートにTanium™ Trendsのデータやパネル、あるいは情報元に対

する変更事項が記載されている場合は、「Tanium Trendsユーザガイド :初期ギャラリーのインポート」下の手順を実行し再イン

ポートします。

特定のモジュールバージョンをエクスポートおよびインポートする

各モジュールについて、Tanium Serverに現在インストールされているバージョンのURLをエクスポートすることができます。この後、他方

のTanium ServerのTanium Consoleにサインインし、そのURLからそのバージョンをインポートできます。このオプションは、Tanium

Serverの間で最新バージョン以外のバージョンを移行するのに役立ちます。たとえば、ラボ環境で特定のモジュールバージョンをテストし

た後、そのバージョンのURLをエクスポートし、そのURLから本番用展開にモジュールをインポートすることができます。

https://docs.tanium.com/trends/trends/importing_gallery.html
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アクティブ/アクティブ展開環境にモジュールをインポートするにあたっては、両方のTanium Server上の自己署名証明

書をCA証明書に置き換えておきます。詳しくは、「アクティブ/アクティブ展開環境におけるモジュールの同期(ページ

70)」を参照してください。

1. 目的のモジュールバージョンが既に存在するTanium ServerのTanium Consoleにサインインします。

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

3. モジュールのタイルで、[Export (エクスポート )] をクリックし、[Copy (コピー)] をクリックしてクリップボードにURLを追加し、[Close

(閉じる)]をクリックします。

ソリューションをすぐにインポートしない場合は、後で使用できるようコピーしたURLをテキストファイルに貼り付け

て保存しておきます。

4. モジュールのバージョンの移行先のTanium ServerのTanium Consoleにサインインします。コンソールにアクセスする場合は、ブ

ラウザのURLフィールドにTanium ServerのFQDNを入力します(例 : https://ts1.example.com)。

アクティブ/アクティブ展開環境では、Tanium Serverは、IPアドレスではなくFQDNが指定され、デフォルトのポー

トが使用される場合にのみ、自動的にモジュール操作の同期をとります。Windows展開環境のデフォルトの

ポートは443です。Appliance展開環境のデフォルトのポートは8443ですが、443を使用することもできます。

5. ページの右上にある [Import From URL (URLからインポート )]をクリックし、そのURLを[Import URL (URLをインポート )]フィー

ルドにペーストし、[Import (インポート )]をクリックします。

モジュールタイルが緑色に変わり、その[Upgrade to (へアップグレード )]<version>ボタンはインポートされたバージョンを示しま

す。

6. インポートされたバージョンにアップグレードします。この手順は、「特定のモジュールの最新バージョンをインポート、再インポート

するか、そのバージョンへアップグレードする(ページ67)」で説明している手順と同じです。

モジュールのアンインストール

アクティブ/アクティブ展開環境で以下の手順を実行するにあたっては、両方のTanium Server上の自己署名証明書を

CA証明書に置き換えておきます。詳しくは、「アクティブ/アクティブ展開環境におけるモジュールの同期(ページ70)」を

参照してください。

単一のモジュールのアンインストール:

1. ブラウザのURLフィールドにTanium Serverの完全修飾ドメイン名(FQDN)を入力して(例 : https://ts1.example.com)、

Tanium Consoleにアクセスします。

アクティブ/アクティブ展開環境では、Tanium Serverは、IPアドレスではなくFQDNが指定され、デフォルトのポー

トが使用される場合にのみ、自動的にモジュール操作の同期をとります。Windows展開環境のデフォルトの

ポートは443です。Appliance展開環境のデフォルトのポートは8443ですが、443を使用することもできます。
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2. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Solutions (ソリューション)]に移動します。

3. そのモジュールのタイルの右下にある [Uninstall (アンインストール)]をクリックします。

複数のモジュールをアンインストールするには：

1. ブラウザのURLフィールドにTanium Serverの完全修飾ドメイン名(FQDN)を入力して(例 : https://ts1.example.com)、

Tanium Consoleにアクセスします。

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

3. アンインストールする各モジュールのタイルにあるチェックボックスを選択するか、タイルの上にある [Select All (すべて選択)]をク

リックします。

4. タイルの上にある[Uninstall (アンインストール)]をクリックします。

5. 進捗状況のダイアログでアンインストールが成功したことが示されたら[Close (閉じる)]をクリックします。

アクティブ/アクティブ展開環境におけるモジュールの同期

各モジュールのインポート、再インポート、またはアップグレード処理では、Tanium Serverホスト上のファイルにワークベンチの構成が書

き込まれて、共有データベースログにエントリが追加されます。アクティブ/アクティブ展開環境で一方のTanium Serverに対してワークベ

ンチに関係する操作を実行すると、そのピアも自動的に同じ操作を試みます。ピアに対するこの自動重複処理は、モジュールのアンイ

ンストールにも適用されます。

アクティブ/アクティブ展開では、Tanium Serverは、FQDN(IPアドレスではなく)を指定し、Tanium Consoleにアクセス

するときにデフォルトのポートを使用する場合にのみ、自動的にモジュール操作を同期します。Windows展開環境の

デフォルトのポートは443です。Appliance展開環境のデフォルトのポートは8443ですが、443を使用することもできま

す。

モジュール同期用の証明書を管理する

モジュールの同期時、一方のTanium Serverのブラウザはピアサーバと信頼関係を持ちアクセスする必要があります。両方のサーバは

SOAPServer.crt証明書を使用して、その信頼関係を確立します。証明書がCA署名の場合、両方のサーバは自動的に信頼関係

を確立します。サーバがインストール時にデフォルトで生成された自己署名証明書を使用する場合、同期エラーの発生を回避するた

めに信頼関係を手動で有効にする必要があります。

同期を容易にするため、モジュールをインポートする前に、自己署名証明書をCA証明書に置き換えます。証明書を

置き換える手順については、「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。

自己署名証明書を使用するTanium Serverの両方でモジュールの同期エラーが発生しないようにするには、以下の手順に従います。

1. Tanium ServerそれぞれのTanium Consoleにアクセスし、ブラウザに証明書検証エラーが表示されたら、エラーを無視するオプ

ションを選択して、サーバのURLに進みます。

このアクションにより、両方のサーバは現在のブラウザセッション中、互いに信頼関係を維持することができます。

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/ssl_certificates.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/ssl_certificates.html
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2. 現在のブラウザセッション内でモジュールの操作(インポート、更新、またはアンインストール)を完了します。

操作中にセッションがタイムアウトした場合、自動同期は失敗するため、最初の手順を繰り返して信頼関係を再び有効にする

必要があります。

モジュール同期エラーを解決する

一方のTanium Serverでモジュール操作が成功しても、ネットワークまたは証明書の問題でピアサーバ側が同期に失敗することがあり

ます。たとえば、エアギャップ展開環境、CNAMEエイリアスを使用してコンソールにアクセスする展開環境、あるいは想定外の証明書

名がある展開環境では、一方のTanium ServerのブラウザがピアにCORS (Cross-Origin Resource Sharing)アクセスできないことが

あります。そうした問題が原因で両方のサーバのモジュールのバージョンが一致しない場合は、[Solutions (ソリューション)]ページにアク

セスしたときに、そのことを示すメッセージが表示されます(図5)。このメッセージは、データベースログエントリに基づいて、不一致が存在

するサーバのTanium Consoleにのみ表示されます。たとえば、Tanium™ Assetをインポートすると、Tanium Serverの

ts1.example.com側では成功しても、Tanium Serverのts2.example.comでは成功しないことがあります。この場合、データベー

スログにはts1.example.comに関するエントリのみが表示され、ts2.example.comのTanium Consoleには不一致のメッセージが

表示されます。

図5：一致しないモジュールバージョン

Tanium Server間のモジュールの不一致を解決するには、次の手順を実行します。

https://fetch.spec.whatwg.org/#http-cors-protocol
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1. Tanium Consoleへのアクセスに使用しているブラウザで、URLフィールドにサーバのIPアドレスではなく、Tanium ServerのFQDN

が指定されていることを確認します。

2. Tanium ConsoleへのアクセスにTanium Serverがデフォルトのポートを使用するように設定されていることを確認します。カスタム

ポートを指定した場合は、モジュール操作は自動的には同期がとられず、それぞれのアクティブ/アクティブサーバで操作を実行す

る必要があります。ポート (ServerSOAPPort設定)を表示および編集する手順は、ご使用のインフラストラクチャによって異なりま

す。

1. アプライアンスの展開 :デフォルトのポートは8443ですが、443を使用することもできます。ポートを表示および編集するに

は、「Tanium Core Platform展開リファレンスガイド : Tanium Core Platformのサーバ設定」を参照してください。

2. Windowsの展開：デフォルトのポート番号は443です。Tanium Server CLIを使用して、ポートを表示および編集しま

す。「Tanium Core Platform展開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。

3. Tanium ServerそれぞれでブラウザがピアサーバのSOAPServer.crt証明書と信頼関係があることを確認します。「モジュール

同期用の証明書を管理する(ページ70)」を参照してください。

4. access_control_origin_serversグローバル設定で両方のTanium ServerがCORSをサポートするように設定します。

たいていの展開環境では、Tanium Serverは自動的にCORSを有効にします。ただし、モジュールの同期に失敗した場合は、

Tanium ServerそれぞれでTanium Consoleへのアクセスに使用するFQDNをコンマ区切りのリスト形式で指定することで

access_control_origin_serverを手動で設定します。

a. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Global Settings (グローバル設定 ] に移動

し、[New Setting (新規設定)] をクリックします。

b. 以下の値を入力して [Save (保存)] をクリックします。

a. 設定名 : access_control_origin_servers

b. 設定値 : <Tanium Server FQDNs>(例 : ts1.example.com,ts2.example.com)

c. Affects (作用)：サーバ

d. Value Type (値の種類)：テキスト

5. 展開環境でaccess_control_origin_servers値によってCORSが機能しない場合、モジュールの同期を無効にします。

a. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Global Settings (グローバル設定 ] に移動

し、[New Setting (新規設定)] をクリックします。

b. 以下の値を入力して [Save (保存)] をクリックします。

a. 設定名 :console_disable_ha_workbench_install

b. Setting Value (設定値)：1

c. Affects (作用)：サーバ

d. Value Type (値の種類)：数値

モジュールの同期を無効にした後、以降のすべてのモジュール操作は、アクティブ/アクティブ構成のクラスタの両

方のTanium Serverで実行する必要があります。

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/settings.html#Appliance
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/cli.html#Windows
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6. モジュール操作が初めて失敗したTanium Server側で、インポート、アップグレード、ダウングレード、またはアンインストール操作

を繰り返します。

モジュールのダウングレード手順については、Taniumサポートに問い合わせる(ページ375)を参照してください。

共有サービスとコンテンツを管理する

[Solutions (ソリューション)]ページの [Content (コンテンツ)]セクションには、インポート、再インポート、アップグレード、アンインストール

できるコンテンツパックと共有サービスが一覧表示されます。Taniumのコンテンツは、特定の目的のためにTaniumが開発し、コンテンツ

パック経由で配布する一連の設定オブジェクトです。たとえば、デフォルトコンテンツパックには、Interactのページ(カテゴリ、ダッシュボー

ド、保存済みQuestion)と [Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)]ページ(センサー、パッケージ)、(保存済み

Question)、[Administration (運用管理)] > [Actions (アクション)]ページに表示される主要設定オブジェクトが含まれています。コンテ

ンツパックからコンテンツを管理するだけでなく、特定の種類のコンテンツ(センサーなど)を一方のTanium Serverからエクスポートし、他

方のTanium Serverにインポートすることもできます。

Tanium Serverは、マニフェストに記載の使用可能なTaniumコンテンツパックと共有サービスをcontent.tanium.comからダウンロー

ドし、[Content (コンテンツ)]セクションにそれらを表示します。このセクションには、2つのクラスのコンテンツそれぞれのグリッドが表示され

ます。

l [Supported Solutions (サポート対象ソリューション)]：これは、エンドポイントのクエリおよびアクションの展開に必須のオブジェ

クトセットを含む本番のコンテンツです。セクションには、管理できる共有サービスも一覧表示されます。

l ラボ：これは実験的な設定オブジェクトセットです。ラボコンテンツは、Tanium Serverのインストール時にTanium™ラボライセン

スを指定した場合にのみ利用できます。

本番環境への設定オブジェクトのインポートは、ラボ環境でテストしてから行ってください。

コンテンツパックまたは共有サービスのインポートしたバージョンが最新の利用可能なバージョンより古いことがグリッドに示された場合

は、そのコンテンツパックまたは共有サービスをアップグレードすることができます。

Tanium Serverはコンテンツを共有Taniumデータベースに書き込みます。このため、アクティブ/アクティブ展開環境の一方のTanium

Serverでコンテンツをインポートしたコンテンツは、ピアの側でも利用できます。

Tanium Serverのインストール後、Tanium Consoleに初めてサインインすると、サーバはDefault ContentとDefault Computer Group

コンテンツパックを自動的にインポートします。この最初のサインインセッションでは、[Install with Recommended Configurations (イ

ンストールに推奨設定を使用)] をクリックすることで、すべての共有サービスの最新バージョンを1回の操作でインポートし、必要に応じ

て構成設定できます。この操作では、いくつかの基本コンテンツパックがインポートされるだけで、他のコンテンツパックは別途インポート

する必要があります。

[Install with Recommended Configurations (インストールに推奨設定を使用)] のワークフローでのベストプラクティ

スは、デフォルトの設定を使用して共有サービスを自動的に構成設定するオプションを選択することです。ただし、展開

環境で、推奨のデフォルト設定と異なる設定が必要な場合は、インストール後に一部またはすべてのサービスを手動

で設定できます。各サービスのデフォルト設定の一覧は、「モジュールおよびサービス固有の依存関係とデフォルト設定

(ページ63)」を参照してください。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#default_content_packs
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[Install with Recommended Configurations (インストールに推奨設定を使用)]の手順については、「最新バージョンのすべてのモ

ジュールをインポートおよび(オプションで) 設定する(ページ65)」を参照してください。

また、少数の共有サービスだけインポートしたり、1つずつインポートしたりするオプションも用意されています。

特定の共有サービスとコンテンツパックの最新バージョンをインポート /再インポート /アップグレードする

1. (アップグレードまたは再インポートのみ)サービスのアップグレードまたは再インポート処理が完了するまで、そのサービスを使用し

ないようにTaniumユーザに通知します。これを行わないと、ユーザが進めていた作業が失われる可能性があります。

2. (任意)自動設定時にソリューション別のツールを自動的に展開しないようにするには、次の手順を実行します。

a. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Global Settings (グローバル設定)]に移動

します。

b. restricted_targeting_recommended_configsを選択し、[Edit (編集)]をクリックします。

c. [Setting Value (設定値)]を1に設定し、[Save (保存)]をクリックします。

ツールの展開についての詳細は、「モジュールおよびサービス固有の依存関係とデフォルト設定(ページ63)」を参

照してください。

3. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Solutions (ソリューション)]に移動して、[Content

(コンテンツ)]セクションまでスクロールします。

4. 実行したいアクション用のコンテンツパックかサービスを選択するか、[Select All (すべて選択)]をクリックします。

グリッドをフィルタリングしてアップグレードがあるコンテンツパックとサービスのみが含まれるようにするには、[View

Available Upgrades (利用可能なアップグレードを表示)]をクリックします。

5. グリッドの上にある実行するアクションのボタン(インポート、再インポート、アップグレード、アンインストール、コピー )をクリックしま

す(グリッド情報をクリップボードにコピー)します(コピーは、グリッドの情報をクリップボードにコピーする操作)。

コンテンツのダウンロード用 URLのエクスポートについては、「特定のバージョンの共有サービスまたはコンテンツ

パックをエクスポート /インポートする(ページ75)」を参照してください。
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インポートまたはアップグレードの場合、Tanium Consoleは、次に進む前に競合を解決するよう求めます(「インポートの競合を

解決する(ページ77)」を参照)。

6. (共有サービスのアップグレードのみ)アップグレードされたモジュールのリリースノートにTanium Trendsのデータやパネル、あるいは

情報元に対する変更事項が記載されている場合は、「Tanium Trendsユーザガイド :初期ギャラリーのインポート」下にある手

順を実行し再インポートします。

特定のバージョンの共有サービスまたはコンテンツパックをエクスポート /インポートする

すべての共有サービスあるいはコンテンツパックについて、Tanium Serverに現在インストールされているバージョンのURLをエクスポート

することができます。この後、別の環境にあるTanium ServerのTanium Consoleにサインインし、そのURLからそのバージョンをイン

ポートできます。このオプションは、Tanium環境の間で最新バージョン以外のバージョンを移行するのに役立ちます。たとえば、ラボ環

境でサービスの特定のバージョンをテストした後、そのバージョンのURLをエクスポートして、そのURLから本番の展開環境にサービスを

インポートすることができます。サービスまたはコンテンツパックを一度に複数エクスポートしたり、インポートしたりすることはできません。

1. 目的のサービスまたはコンテンツパックのバージョンが既に存在するTanium ServerのTanium Consoleにサインインします。

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

3. [Content (コンテンツ)]セクションまでスクロールし、[Supported Solutions (サポート対象ソリューション)]タブまたは[Labs (ラボ)]

タブ(Taniumラボライセンスをお持ちの場合)を選択します。

4. グリッドでサービスまたはコンテンツパックを選択し、グリッドのツールバーの [Export (エクスポート )] をクリックします。

5. [Copy (コピー)]をクリックしてクリップボードにURLを追加し、[Close (閉じる)]をクリックします。

サービスまたはコンテンツパックをすぐにインポートしない場合は、後で使用できるようコピーしたURLをテキストファ

イルに貼り付けてて保存しておきます。

6. サービスまたはコンテンツパックバージョンの移行先の環境でTanium Consoleにサインインします。

7. [Solutions (ソリューション)]ページの右上にある [Import From URL (URLからインポート )]をクリックし、そのURLを [Import

URL (URLをインポート )]フィールドに貼り付けて、[Import (インポート )]をクリックします。

Tanium Consoleは、次に進む前に競合を解決するよう求めます(「インポートの競合を解決する(ページ77)」を参照)。

8. (共有サービスのアップグレードのみ)アップグレードされたモジュールのリリースノートにTanium Trendsのデータやパネル、あるいは

情報元に対する変更事項が記載されている場合は、「Tanium Trendsユーザガイド :初期ギャラリーのインポート」下にある手

順を実行し再インポートします。

コンテンツの構成を種類別にエクスポートする

特定の種類(センサーなど)のコンテンツの構成またはすべての種類の構成をCSVファイルの形式でエクスポートし、CSV形式をサポート

するアプリケーションでその構成設定を表示することができます。Administrator予約ロールを持っている場合は、JSONファイルの形式

でコンテンツ構成をエクスポートすることで別のTanium Serverにインポートすることもできます。

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

2. [Content (コンテンツ)]セクションまでスクロールし、[Export Content (コンテンツのインポート )]をクリックします。

3. 特定のコンテンツの種類を選択するか、[Select All (すべて選択)]を選択します。

https://docs.tanium.com/trends/trends/importing_gallery.html
https://docs.tanium.com/trends/trends/importing_gallery.html
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4. [Export Format (エクスポート形式)]を選択します。JSON形式でエクスポート (推奨デフォルト )、またはXML形式でエクスポー

ト。

5. [Export (エクスポート )]をクリックします。

6. (任意)デフォルトのエクスポートファイル名を編集します。これは、export-<date>-<time>.<format>の形式です。

7. [OK]をクリックします。

Tanium Serverは、Tanium Consoleへのアクセスに使用されたシステムのDownloadsフォルダにファイルをエクスポートします。

コンテンツの構成をインポートする

他方のTanium ServerからエクスポートしたJSONまたはXMLファイルのコンテンツ(センサー構成など)をインポートすることができます。

本番環境にコンテンツをインポートする前に、ラボ環境でコンテンツの開発とテストを行ってください。

1. コンテンツファイルの認証で説明されているように、コンテンツファイルにデジタル署名を行い、公開鍵が定められていることを確認

します。

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

3. [Content (コンテンツ)]セクションまでスクロールし、 [Import Content (コンテンツのインポート )]をクリックします。

4. [Choose File (ファイルを選択)]をクリックし、コンテンツファイルを選択して、[Open (開く)]をクリックします。

5. [Import (インポート )]をクリックします。ファイル内のオブジェクト名が既存のオブジェクトと同じである場合、Tanium Consoleは競

合項目を箇条書きして、各項目の解決オプションを提供します。

6. 競合項目の解決策を選択する該当の説明は、競合とベストプラクティスを参照するか、Taniumサポートに問い合わせる(ページ

375)。

7. もう一度 [Import (インポート )]をクリックして、インポートが終了したら[Close (閉じる)]をクリックします。

コンソールUIの更新をインポートする

メインメニューの [Console:(コンソール<version>)]フィールドには、Tanium ConsoleのUIモジュールの現在のバージョンが表示されま

す。Taniumは定期的にモジュールの更新を提供し、Tanium Serverはcontent.tanium.comで更新の有無を確認します。更新が

ある場合、Tanium Consoleはメインメニューの [Upgrade Available (利用可能なアップグレード): Console (コンソール)]に

メッセージを表示し、その隣の[Upgrade to <version> (アップグレード )]ボタンに更新のバージョンが表示されます。[Upgrade

to<version> (アップグレード )]をクリックして、更新をインストールします。更新を初期化するために、Tanium Serverやブラウザセッショ

ンを再起動する必要はありません。

更新がある場合は必ずTanium Console UIをアップグレードします。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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インポートの競合を解決する

Taniumモジュールや共有サービス、あるいはコンテンツパックに対する更新をインポートしたり、センサーなどのコンテンツ(センサーやパッ

ケージなど)を含むファイルをインポートしたりすると、既存のコンテンツと競合していることがあります。インポート時の競合を解決するた

めのベストプラクティス(ページ78)を確認した後、次の手順を実行します。

1. 以下のいずれかに対して、インポート、再インポート、またはアップグレードのワークフローを開始します。

1. モジュール:競合を確認し、手動で解決するには、[Automatically import solutions (自動的に解決策をインポートす

る)]チェックボックスを選択解除する必要があります。この解除を行わなかった場合、Tanium Serverは、インポートされ

たコンテンツで既存のコンテンツを自動的に上書きするか、マージします。詳細は、「モジュールを管理する(ページ62)」

を参照してください。

2. コンテンツパック:共有サービスとコンテンツを管理する(ページ73)を参照してください。

3. JSON/XMLコンテンツファイル：インポートする前に秘密キーを使用してファイルに署名を付け、対応する公開キーを正

しいフォルダにコピーします(「コンテンツファイルの認証」を参照)。[Administration (運用管理)] > [Configuration (構

成)] > [Solutions (ソリューション)]に移動し、[Content (コンテンツ)]セクションまでスクロールして、 [Import Content

(コンテンツのインポート )]をクリックします。

競合がある場合、ダイアログに列挙されます。

2. [Import Option (インポートのオプション)]を選択して、それぞれの競合を解決します。

1. [Overwrite (上書き)]： 既存のコンテンツをインポートされたコンテンツで置き換えます。

2. [Skip (スキップ)]： そのアイテムのインポートをスキップします。

3. (カテゴリのみ)[Merge (マージ)]： カテゴリに含まれるオブジェクトを統合します。

[Merge (マージ)]を選択して、カテゴリに移動して処理後の構成を確認します。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
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4. (保存されたアクションのみ)[Overwrite and Disable Action (アクションの上書きと無効化)]：このオプションは、デフォル

トで新しいアクションを無効にしたい場合に有用です。その後、アクションをテストする準備ができたら、有効にし直しま

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

アクション)]を選択し、アクションを選択して、[More (その他)] > [Enable Action (アクションを有効化)]を選択します。

ソリューションまたはコンテンツファイルに、コンテンツセットの定義が含まれていることがあります。コンテンツセットを初めて確立する

場合、コンテンツパックの設計者が意図したコンテンツセットにコンテンツが割り当てられるように、[Include content set

overwrite (コンテンツセットの上書きを含める)]オプションを選択することがベストプラクティスです。独自のRBACプランを実装し、

使用するコンテンツセットにコンテンツを移動した後は、インポートされるファイルに定義されている割り当てによってコンテンツセット

の割り当てが上書きされるため、このオプションは選択しないでください。

3. [Import (インポート )]、[Reimport (再インポート )]、[Upgrade (アップグレード )]をクリックします。操作が完了したら、[Close (閉

じる)]をクリックします。

4. (アップグレードのみ)アップグレードされたモジュールまたは共有サービスのリリースノートにTanium Trendsのデータやパネル、ある

いは情報元に対する変更事項が記載されている場合は、「Tanium Trendsユーザガイド :初期ギャラリーのインポート」下の手

順を実行し再インポートします。

インポート時の競合を解決するためのベストプラクティス

コンテンツのインポート時の競合に関する決定では､次の推奨事項に従うこと十分に理解してから行うことをお勧めします｡

推奨1： リリースノートを読む

必ず､最後の更新以降にリリースされた全てのソリューションまたはコンテンツパックのバージョンのリリースノートをお読みください｡ リリース

ノートには、必要に応じて変更の範囲に関する注意事項や問題の回避に役立つ情報が含まれています。リリースノートにはリリース日

も記載されています。これは、複数のコンテンツパックをインポートする場合に重要です。複数のコンテンツパックに、同じ基本センサー

またはパッケージに対する更新が含まれていることがあります。この場合は、古いコンテンツパックをインストールしてから､新しいコンテン

ツパックをインストールするのがベストです｡

推奨2：良好な復元ポイントがあることを確認する

Taniumのモジュールや共有サービス、コンテンツパックの更新にあたっては、問題が発生したときのことを考えて最新の復元ポイントと

バックアップを用意するようにしてください。Taniumデータベースには、コンテンツ設定オブジェクトが保存されます。Tanium Serverと

Tanium Module Serverのインストールフォルダには、暗号化キーやライセンスファイル、文字列ファイル、その他データファイルなどの重

要なファイルが含まれます。

ファイルシステムとデータベースを定期的にバックアップするスケジュールを作成します。

Tanium Appliance展開環境のバックアップスケジュールの作成については、「Tanium Appliance展開ガイド :バックアップの概要」を参

照してください。

Windows展開環境のバックアップについては、「Tanium Core Platform展開ガイド - Windows：Tanium Core Platformのサーバと

データベースをバックアップする」を参照してください。

https://docs.tanium.com/trends/trends/importing_gallery.html
https://kb.tanium.com/Category:Release_Notes
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/appliance_maintenance_menu.html#backup_overview
https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/troubleshooting.html#deployment_backup
https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/troubleshooting.html#deployment_backup
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推奨3： ラボデプロイを先に更新する

本番サーバの更新は、必ずラボサーバを先に更新して、エンドポイントに対する変更の影響を評価してから行ってください。ラボ展開環

境の更新では、次のタスクを実行します。

l Tanium Serverがエンドポイントにコンテンツを配布したときのネットワーク使用率に対する影響を評価します｡ コンテンツの種

類によっては、更新によってネットワークトラフィックが増加する場合があります。通常、このトラフィックの増加はごくわずかです。

l 機能をテストしてください。コンテンツの更新にセンサーや保存済みQuestion、ダッシュボード、またはカテゴリが含まれる場合

は、Questionを発行して結果を確認するテストをします。パッケージが含まれている場合は、パッケージをデプロイします。更新

に保存済みアクションが含まれる場合は、その構成を編集して適切なアクショングループにアクションを割り当てます。

ラボのサーバで更新の適格性を評価したら、本番サーバで更新をインポートして、新規または変更されたコンテンツの動作をスポットテ

ストします。

推奨4：カスタマイズをTaniumのコンテンツに限定する

Taniumの更新プログラムをインポートすると、インポートで指定されている構成によって現在の構成が上書きされます。ほとんどすべて

の場合、更新にはパフォーマンスを最適化し、問題を回避し、関連ツールをより良く使用するための重要な変更が含まれているため、

上書きして最新の構成を維持することをお勧めします。

更新による混乱を最小限に抑えられるよう、カスタマイズはTaniumコンテンツに限定してください。変更を加えた場合は､それらの記録

を残してください｡ たとえば、Max Sensor Age (センサーの寿命)設定やパッケージのタイムアウト、あるいは保存済みQuestionの再発

行間隔に対する変更のログを残します。また、カスタムオブジェクトのソースとしてクローンを作成したTaniumオブジェクトのログも残して

ください｡

コンテンツパックの更新がある場合は、インポートし、そのインポートによって上書きされたカスタマイズをやり直してくださ

い。

推奨5：パラメータ化オブジェクトを使用するコンテンツを再作成する

パラメータ化センサーまたはパラメータ化パッケージがインポートによって上書きされても､そうしたセンサーまたはパッケージを参照している

以前に作成された保存されたQuestionまたは予定済みアクションが影響を受けることはありません｡

パラメータ化センサーを含むQuestionを保存すると、代入値を含むセンサー定義が一時センサーと呼ばれるオブジェクトに保存されま

す。そのエンドポイントのTanium Clientは､一時センサーを呼び出す保存済みQuestionに対する応答を計算するときに一時センサー

を実行します｡ スケジュールに従ってTanium Serverが再発行する保存済みQuestionは、基のセンサーが更新されても、引き続き一

時センサーを使用します。このため、センサーが更新されていて、保存済みQuestionがその更新後のコードを使用するようにしたい場

合は、保存済みQuestionを作成し直す必要があります。

同様に、スケジュール済みアクションがパラメータ化パッケージに基づいている場合、置換後の値を含むパッケージ定義は、一時パッ

ケージと呼ばれるオブジェクトに保存されます。そうしたパッケージを呼び出すスケジュール済みアクションの実行指令があると､エンドポイ

ントのTanium Clientはその一時パッケージを実行します。スケジュール済みアクションは、基のパッケージが更新されても一時パッケー

ジを使用し続けます。したがって、パッケージが更新され、更新済みコードを予定済みアクションで使用する場合は、予定済みアクショ

ンを作成し直す必要があります。
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推奨6：Taniumのコンテンツを一括上書きしない

エクスポートした構成を、コンテンツのアップグレードが完了した後で再インポートしないでください。この方法では、古いバージョンでセン

サーコードが上書きされ、しばしば想定外の結果を招きます。たとえば、Taniumコンテンツパックには、Has Patch Toolsセンサーによっ

て報告されたパッチツールのバージョンが特定の値と一致しない場合にパッチツールを配布するスケジュール済みアクションが含まれてい

ます。パッチツールを提供すると共にバージョンを更新するパッケージが、Has Patch Toolsセンサーが想定しているバージョンと異なる

バージョンを利用している場合、Tanium ServerはHas Patch Toolsセンサーが正しいバージョンを使用するまでパッチツールの配布を

繰り返します。
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パート5：ConsoleとInteractのカスタマイズ

Tanium ConsoleおよびInteractの概要の外観と動作は、カスタマイズすることができます。

コンソールの色を選択する

複数の環境(ラボ環境、テスト環境、本番環境など)を持つ展開環境では、Tanium Consoleのメインメニュー(ヘッダー)の上枠の色を

カスタマイズすると、ユーザが現在のセッションでサインインしている環境を判別するのに役立ちます。次の図は、カスタム色の例を示し

ています。

図6：Tanium Consoleのメインメニューの色

コンソールの色を管理する場合、ユーザには管理者予約済みロールが必要です。

アクティブ/アクティブ展開環境では、両方のTanium ServerのTanium Consoleインスタンスは同じ色構成を使用しま

す。各サーバに異なる色を指定することはできません。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Miscellaneous (その他)] > [Console

Configuration (コンソールの構成)]に移動します。

2. [Console Color (コンソールの色)]セクションで [Current Color (現在のカラー)]セレクタを使用してカスタム色を選択するか、[No

Color (無色)] をクリックします。

3. [Save Change (変更を保存)]をクリックして、変更が適用されるのを2分程待ち、ウェブブラウザの表示を更新して、新しい色が

正しく表示されるのを確認します。

Consoleのヘッダーテキストを設定する

デフォルトでは、Tanium Consoleのメインメニュー(ヘッダー)のバージョンフィールドの上にテキストは表示されません。複数の環境(ラボ

環境、テスト環境、本番環境など)を持つ展開環境では、テキストを追加すると、ユーザが現在のコンソールセッションでサインインして

いる環境を判別するのに役立ちます。次の図は、本番環境であることを示している例です。
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図7：Tanium Consoleヘッダーテキスト

メインメニューのテキストを管理するには、Administrator予約ロールが必要です。

アクティブ/アクティブ展開環境では、両方のTanium ServerのTanium Consoleインスタンスは同じテキスト構成を使

用します。各サーバに異なるテキストを指定することはできません。

メインメニューのテキストを追加、編集、削除するには次の手順を実行します。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Miscellaneous (その他)] > [Console

Configuration (コンソールの構成)] に移動します。

2. [Console Header Text (コンソールのヘッダーテキスト )]セクションで [Change Header Text (ヘッダーテキストの変更)]フィール

ドに新しいテキストを入力します。

デフォルト (テキストなし)に戻す場合、[Reset (リセット )]をクリックします。

3. [Save Change (変更を保存)]をクリックして、変更が適用されるのを2分程待ち、ウェブブラウザの表示を更新して、テキストが

正しく表示されるのを確認します。

タスク確認プロンプトを選択する

ユーザがTanium Consoleで開始する多くのタスクでは、タスク続行前に確認プロンプトに応答する必要があります。Tanium Console

セキュリティ(パスワードプロンプト )またはユーザエクスペリエンス(はい/キャンセルのプロンプト )を最適化するか否かに基づいてプロンプトの

タイプを選択します。

確認プロンプトを管理できるのは､管理者予約済みロールを割り当てられているユーザのみです。

SAML シングルサインオンを有効化する場合、Tanium Serverはプロンプトを自動で[Yes/Cancel (はい/キャンセル)]

プロンプトに変更します。詳しくはLDAPサーバとの統合(ページ340)を参照してください。
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1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Miscellaneous (その他)] > [Confirmation

Prompt (確認プロンプト )] に移動します。

2. [Show a password prompt (パスワードプロンプトを表示)]または [Show a Yes/Cancel prompt (はい/キャンセルプロンプトを表

示)]を選択し、[Save (保存)]をクリックします。

ConsoleのヘルプのURLをカスタマイズする

デフォルトでは、メインメニューにある [Help (ヘルプ)] リンクをクリックすると、URL https://docs.tanium.comで新しいブラウザタブ

またはウィンドウが開きます。そのURLがアクセス不可能な展開の場合(例：Tanium Serverがインターネットアクセス権を保有していな

い場合)、ヘルプURLを変更することができます。

図8：Tanium Consoleヘルプリンク

コンソールのヘルプURLを管理する場合、ユーザには管理者予約済みロールが必要です。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Miscellaneous (その他)] > [Console

Configuration (コンソールの構成)] に移動します。

2. [Help URL (ヘルプのURL)]セクションで、Change URL (URLの変更)]フィールドに新しいURLを入力します。

元のデフォルトのヘルプURLに戻すには[Reset (リセット )]をクリックします。
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3. [Save Change (変更を保存)]をクリックして、変更が適用されるのを2分程待ち、ウェブブラウザの表示を更新します。

4. [Help (ヘルプ)]リンクをクリックし、新しいURLが開くことを確認します。

Consoleのロゴをカスタマイズする

Tanium Consoleのメインメニュー (ヘッダー)およびログインページに表示されるデフォルトのTaniumロゴは、自分の組織のロゴに変更

することができます。Tanium Consoleは、PNG、JPG、SVGなど、ブラウザがサポートするすべての標準画像形式をサポートしていま

す。最大ファイルサイズは2MBです。また、ロゴの高さを調整することもできます(デフォルトは24ピクセル)。Tanium Consoleは高さに比

例しロゴの幅を自動的に拡大縮小します。

図9：メインメニューとログインページのロゴ

コンソールのロゴを管理する場合、ユーザには管理者予約済みロールが必要です。

1. Taniumロゴを置き換える場合は、独自のロゴのファイルを作成します。

2. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Miscellaneous (その他)] > [Console

Configuration (コンソールの構成)] に移動します。

3. (新規ロゴを作成する場合のみ) [Console Logo (コンソールロゴ)]セクションで[Choose File (ファイルを選択)] をクリックし、ロゴ

ファイルを選択して、[Open (開く)]をクリックします。

元のデフォルトのロゴに戻すには[Reset (リセット )]をクリックします。

4. (任意) [Adjust logo size (ロゴサイズを調整)]フィールドでロゴの高さをピクセル単位で指定します。

5. [Save Change (変更を保存)]をクリックして、変更が適用されるのを2分程待ち、ウェブブラウザの表示を更新して、更新したロ

ゴが正しく表示されるのを確認します。
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Consoleのユーザ設定をする

ユーザ設定は、ユーザごとにTanium Consoleの特定の動作を制御します。設定を変更すると、アカウントに割り当てられているすべて

のペルソナに影響を及ぼしますが、他のユーザには影響を与えません。Tanium Serverは、ユーザがコンソールにサインインすると、その

ユーザのユーザ設定を適用します。Tanium Consoleは、[Edit Preferences (ユーザ設定の編集)]ページへのアクセスに使用されるペ

ルソナの実効アクセス権限に基づいて、そのページ上の設定をフィルタリングします。たとえば、そのペルソナがQuestionの実行権限を

持たない場合、設定の多くは表示されません。アクセス権限についての詳細は、「RBACの概要(ページ259)」を参照してください。

1. Tanium Consoleの右上にある <username>横のドロップダウンをクリックし、[Preferences (ユーザ設定)]を選択します。

2. 次の構成設定を行って、[Save (保存)]をクリックします。変更はすぐに適用されます。

設定 ガイドライン

Consider question

results complete at

(Question完了と見な

す結果の割合 )

[Question Results (Questionの結果 )]や [Action Summary (アクションサマリ])ページなどの、Tanium

Clientからの結果を表示するTaniumConsoleページには、応答した登録クライアントの数が指定された

しきい値 (デフォルトは99%)に達したときにすべてのクライアントから応答があったことを示します。Tanium

Serverは、Questionを発行した日時やアクションを展開した日時など、操作を開始した日時に基づい

て、登録クライアント数を計算します。ただし、実際の登録クライアント数は、操作の開始からタイムアウ

トまでの間に変動することがあります。たとえば、Questionが発行された後、タイムアウトになる(デフォルト

は10分 )前にユーザによってノートブックが閉じられることがあります。登録クライアントの算出数と実際の

数が一致しない場合、値を100%未満に設定しておけば、コンソールユーザはすべてのクライアントから

応答があったことを示す情報を無期限に待たなくても良くなります。

表13：ユーザ設定
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設定 ガイドライン

Suspend console

automatically if no

activity detected for (無

活動が検出されてから

自動的にコンソールを

停止するまでの時間 )

デフォルトでは、10分間ユーザのコンソール操作がない場合、TaniumConsoleはユーザセッションを自

動的に終了し、サインインページを表示します。この値は、max_console_idle_seconds設定

([Administration (運用管理 )] > Global Settings (プラットフォームグローバル設定 )])を使用して全ユー

ザに設定するタイムアウトに等しいか、それ以下でなければなりません。グローバル設定のデフォルトは

3,600秒 (1時間 )です。このユーザ設定がグローバル設定より低い値の場合、TaniumServerはユーザ

設定を適用します。

ソリューションのインポートまたは更新操作を開始すると、無活動タイマーが中断されることに注意してくだ

さい。このタイマーはゼロにリセットされ、操作が終了すると再開されます。

デフォルトでは、TaniumConsoleは活動がタイムアウトする60秒前に警告を表示し、

ユーザが現在のセッションを維持できるようにします。警告がもっと早くまたはもっと後に

表示されるようにするには、console_idle_warning_seconds設定 ([Administration

(運用管理 )] > [Global Settings (プラットフォームグローバル設定 )]を使用します。

Submit filter text after

(フィルタテキストの送信

を開始するまでの時

間 )

ユーザがTaniumConsoleのフィルタフィールドへの入力を開始しても、TaniumServerは、指定された期

間が経過するまでテキスト文字列の検索を開始しません。デフォルトは700ミリ秒です。

Hide error results from

questions (Questionの

エラー結果を非表示 )

デフォルトでは有効です｡ [Questions Results (Questionの結果 )]グリッドについて、NULLまたはエラー

値 (例：[no results]や[results currently unavailable])を省略したい場合、このオプションを選択しま

す。このオプションは、有用である可能性が高い回答のみをグリッドが表示する場合に明確性をもたらし

ます。ただし、このオプションの場合、グリッドは、全エンドポイントから受信した回答の完全なセットを表

示できなくなります。

言語 TaniumConsoleに表示されるテキストの言語を選択します。デフォルトは、TaniumConsoleへのアクセス

に使用されるブラウザで選択されている言語です。

表13：ユーザ設定 (続き)

モジュールの概要ページをカスタマイズする

Taniumのモジュールには、それぞれそのモジュールに移動すると表示される [Overview (概要)]ページがあります。[Overview (概要)]

ページには、基本操作の説明、モジュールの健全性に関するレポート、あるいは展開指標に関するレポートなどのセクションに編成さ

れています。モジュールの [Overview (概要)]ページのセクションを表示 /非表示にしたり、並べ替えたりした場合、その変更内容はユー

ザアカウントに割り当てられているすべてのペルソナに適用されます。次の手順は、Taniumのホームページ(ページ26)のカスタマイズに

も該当します。
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1. モジュールの [Overview (概要)]ページの内容を表示します。メインメニューから [Modules (モジュール)] > <module name>を

選択します。

1. デフォルトでは、ページのすべてのセクションが展開され、その内容が見えるようになっています。ページの各セクションは、

縮小 /展開を交互に切り替えることができます。

2. ページに表示しないセクション内の [Hide (非表示)]をクリックします。

次の手順は、必要に応じてこの変更を元に戻す方法を説明しています。

2. [Overview (概要)]ページをカスタマイズするには、[Customize Page (ページのカスタマイズ)]をクリックします。

a. 表示したいセクションを選択します。

b. セクションをクリックしてドラッグして、表示される順序を変更し、[Save (保存)]をクリックします。

Taniumの [Home (ホーム)] ページとInteractの [Overview (概要)]ページには、お気に入りとして選択されたカテゴリと

ダッシュボード、保存済みQuestionが表示されます。お気に入りを変更するには、「お気に入りでフィルタリングする」を

参照してください。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#favorites
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パート6：Tanium Core Platformの設定

Tanium Core Platformの設定

Tanium Consoleを使用し、さまざまなTanium Core Platformコンポーネントの動作に影響する構成設定を行うことができます。

l 1つ以上のTanium Core PlatformサーバおよびTanium Clientに適用されるグローバル設定(通常は、テクニカルアカウントマ

ネージャが指示しない限り、これらの設定を修正することはありません)

l Tanium Clientのダウンロードリクエストに対する許可URL

l プロキシサーバ設定(展開においてプロキシサーバを使用する場合)

l Tanium Client用の分離サブネットおよび隔離サブネット

l Tanium Clientに送信されるデータの帯域幅スロットル

l (Tanium展開の資格付与を有効化する)Tanium Serverライセンス

l Tanium Core Platformコンポーネント間の通信向けのTLSを有効化するTaniumのルート鍵と従属する鍵

l アクティブ/アクティブ展開環境でのTanium Server間の通信および、Tanium ServerとZone Server、Zone Server Hub間の

通信を可能にする信頼関係の承認

l サーバと他のTanium Core Platformコンポーネントまたは外部サーバ間の通信を統制するTaniumサーバ(ローカル)設定

これらの設定に必要なユーザロールとアクセス権限についてはTanium Core Platform設定のアクセス権限(ページ34)を参照してくださ

い。

Tanium Consoleが表示されないTanium Core Platform設定を行うには、その展開に適したガイドを参照してください。

l Windows用Tanium Core Platform展開ガイド

l Tanium Appliance展開ガイド

l Tanium Client Managementユーザガイド

l Tanium Core Platform展開参照ガイド (すべての展開)

グローバル設定の管理

グローバル設定は、Tanium Client、Tanium Server、Tanium Zone Server、Tanium Consoleの動作に影響します。

重要 : Taniumサポートから指示がない限り、グローバル設定を変更しないでください(「Taniumサポートに問い合わせる(ページ375)」を

参照)。

グローバル設定を作成、編集、削除するには、Write Global Settings (グローバル設定の書き込み)アクセス権限を

持つロールが必要です。管理者予約済みロールにはこのアクセス権限があります。

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/index.html
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/index.html
https://docs.tanium.com/client/client/index.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/index.html
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メインメニューから [Administration (運用管理)] >  [Management (管理)] > [Global Settings (グローバル設定)]に移動して、グロー

バル設定を表示します。行を選択すると、[Selected System Setting (選択されたシステム設定)]セクションに設定の詳細が表示され

ます。

Tanium Server(ローカル)設定の管理

Tanium Serverは、サーバと他のTanium Core Platformコンポーネントまたは外部サーバ間の接続の側面を制御します。この設定

は、ログ記録およびTanium Clientピアリングなどの機能も制御します。Tanium Core Platformサーバのインストールでは、通常、これ

らの設定の大部分を設定しますが、[Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Local Settings (ローカル設定)]ペー

ジを使用し、必要に応じてそれら設定は変更することができます。問題のトラブルシューティング時、Taniumサポートから設定を確認す

るよう求められることがありますが、変更するよう求めることはめったにありません。設定に関する説明については、Tanium Core

Platform展開参照ガイド： Tanium Core Platformサーバ設定を参照してください。

アクティブ/アクティブ展開環境では、それぞれのTanium Serverのローカル設定を更新する必要があります。つまり、

サーバがローカル設定の同期を取ることはありません。

Tanium Serverのローカルの構成設定を行うには、Administrator予約ロールが必要です。

TaniumServerの設定を編集する

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Local Settings (ローカル設定)]に移動します。

2. 構成したい設定を選択し、[Edit (編集)]をクリックします。

3. [Setting Value (設定値)]を入力します。

4. [Value Type (値の型)]を文字列(string)、数字(number)、保護(protected)(グリッドの値を隠す場合)のいずれかに設定し、

[Save (保存)]をクリックします。

TaniumServerの設定を作成する

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Local Settings (ローカル設定)]に移動します。

2. [Setting Name (設定名)]と[Setting Value (設定値)]を入力します。

3. [Value Type (値の型)]を文字列(string)、数字(number)、保護(protected)(グリッドの値を隠す場合)のいずれかに設定し、

[Save (保存)]をクリックします。

保護されたTaniumServerの設定を表示する

セキュリティ上の注意事項として、一部の設定には[Value Type (値の種類)]に保護(protected)が設定されています。つまり、[Local

Settings (ローカル設定)]グリッドにその実際の値ではなく保護された値が表示されます。ベストプラクティスとして、保護された設定は、

コンピュータモニタがその設定を閲覧できるアクセス権限を持つユーザにのみ表示される場合に表示させるようにします。保護された設

定を次のように表示します。

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/settings.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/settings.html
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1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Local Settings (ローカル設定)]に移動します。

2. 表示する設定を選択します。このページのグリッドの上部に[View Protected Value (保護された値を表示)]ボタンが表示されま

す。

3. [View Protected Value (保護された値を表示)]をクリックし、確認プロンプトのOKをクリックします。ポップアップウィンドウに値が

表示されます。設定に値がない場合、ポップアップは空です。

プロキシサーバ設定を構成する

一部の組織では、プロキシサーバを内部サーバとインターネット間のトラフィックに使用しています。組織がプロキシを使用しており、その

セキュリティポリシーがTanium Core Platformサーバがインターネットロケーションに直接アクセスすることを許可しない場合、プロキシを

通してアクセスを設定できます。Tanium Serverは、インターネットに接続して、Taniumからはコンテンツアップデートをダウンロードし、

また他の信頼済みサプライヤーからは必要なファイルをダウンロードします。Tanium Module Serverはインターネットに接続して、

Taniumからモジュールソフトウェア更新をダウンロードします。個々のTaniumモジュールも、インターネットにアクセスする必要がある可

能性があります。

Tanium Client 7.4またはそれ以降がHTTPSプロキシサーバ経由でTanium ServerまたはTanium Zone Serverに接続する設定につ

いては、「Tanium Client Managementユーザガイド : HTTPSプロキシサーバ経由で接続する」を参照してください。

[Configuration (構成)] > [Common (共通)] > [Proxy Settings (プロキシ設定)]ページを表示および使用できるの

は､管理者予約ロールを持つユーザだけです。

Tanium Core Platformサーバがアクセスする外部サイト一覧は、『Tanium Core Platform展開リファレンスガイド：』を

参照してください。必要なインターネットURLを参照してください。

送信先サーバは、証明書認証やユーザ認証など、独自の要件を持つ可能性があります。これらの要件に対する高度

なオプションの構成については、TaniumサポートKB：TDownloaderを参照してください。

https://docs.tanium.com/client/client/platform_connections.html#proxy_connection_settings
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/internet_URLs.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/internet_URLs.html
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360021716371-Reference-TDownloader
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図10：プロキシサーバによるTanium展開

プロキシサーバの種類

Tanium Core Platformは、次の2種類のプロキシをサポートします。

l ベーシック:厳密にIPアドレスベースのプロキシサーバは、リストに指定したサーバがプロキシを経由してネットワークまたはイン

ターネットにアクセスすることを許可します｡ プロキシサーバのアクセスリストにTanium ServerおよびModule ServerのIPアドレス

または完全修飾ドメイン名を追加します。プロキシサーバで認証が必要な場合は、アカウント IDとパスワードを設定してくださ

い。

l NTLM: Microsoft NT LAN Manager(NTLM)を使用するようにプロキシサーバを構成していて、プロキシサーバを経由するのに

十分なアクセス権限を持つサービスアカウントのコンテキストでTanium Serverサービスが実行されるように構成している場合､ア

カウント IDとパスワードを設定する必要はありません。

プロキシサーバの構成設定をする

ほとんどの場合、ベストプラクティスは以下のようにしてTanium Consoleを使用し、プロキシ設定を構成することです。ただし、Tanium

Consoleにアクセスする前にプロキシ設定を構成する必要がある場合、Tanium ServerまたはModule Serverホストのプロキシ設定を

構成できます。これについては、Tanium Core Platform展開参照ガイド：プロキシサーバの設定において説明されています。

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/server_proxy_settings.html#proxy_settings_Windows
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プロキシサーバの構成は、Tanium Serverのホストの構成ファイルに保存されます。Tanium Serverはアクティブ/アク

ティブ展開環境で自動的には構成ファイルの同期をとりません。アクティブ/アクティブクラスタでこれらの設定を変更する

場合は、必ず環境の両方のTanium Serverでこの手順を実行します。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Common (共通)] > [Proxy Settings (プロキシ

設定)] に移動します。

2. 以下のTanium Server Proxy Settings (Tanium Serverのプロキシ設定)を設定して、[Save (保存)]をクリックします

設定 説明

プロキシサーバ プロキシサーバのIPアドレス。

プロキシのユーザID プロキシサーバとの接続に使用されるアカウントのユーザ名。[Proxy Type (プロキシの種類 )]が

[Basic (ベーシック)]である場合、このフィールドは必須です。NTLMプロキシは、TaniumServer

サービスを実行するユーザコンテキストの資格情報を使用します。

プロキシの種類 プロキシの種類を選択します。

1. [None (なし)](プロキシサーバの設定を無効化します)

2. ベーシック

3. NTLM

ポート番号 プロキシサーバのポート番号。

プロキシのパスワード プロキシサーバとの接続に使用されるパスワード。パスワードは、レジストリ内にクリアテキストで保

存されます。

プロキシホストリストのバイパス プロキシサーバを構成する場合は、指定ホストとの接続がプロキシサーバを経由しないように例

外を構成する必要があります。

たとえば、アクティブ/アクティブクラスタのTaniumServer間のトラフィックにプロキシサーバを使用しな

いでください。

プロキシサーバは、TaniumServerを送信先とする他のトラフィックで問題で起こす可能性があり

ます。たとえば、パッケージの構成では、TaniumServerに対してローカルなファイルのURIを指定で

きます。そうしたURIではプロキシサーバをバイパスすることが重要です。

この設定を使用して、プロキシサーバを使用しない送信先を指定します。たいていの場合、

localhostと127.0.0.1、すべてのTaniumServerの名前とIPアドレスを指定します。

例：

ts1.example.com、ts2.example.com、localhost、127.0.0.1、

10.10.10.11、10.10.10.15

TaniumCore Platform 7.0.314.6242以降は、ワイルドカードを使用できます。
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設定 説明

CRLチェックホストリストをバイパス この設定を使用して、証明書失効リスト (CRL)をチェックすることなくTaniumServerが信頼する

サーバをリストします。このリストにサーバが指定されていない限り、TaniumServerはCRL検査を

実行し、検査に不合格のサーバからはファイルをダウンロードしません。

信頼済みホストリスト デフォルトでは、TaniumServerは、接続を確立する時にリモートサーバのSSL/TLS証明書を検

証します。特定のサーバの証明書検証をバイパスするには、そのFQDNまたはIPアドレスを入力し

ます。TaniumCore Platform 7.0.314.6242以降は、ワイルドカードを使用できます。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])。

アクティブ/アクティブ展開では、TaniumServerをリストに追加する必要はありません。サーバは自

動的に相互に信頼し、127.0.0.1またはlocalhostからのトラフィックを信頼します。

この設定を変更するにあたっては、Taniumサポートに問い合わせる(ページ

375)参照してください。

[Trusted Host List (信頼済みホストリス

ト )]および[BypassCRLCheckHost List

(CRLチェックホストリストをバイパス)]を

除き、Module Serverへのすべての変

更をミラーします。

このオプションは、Module Serverが、TaniumServerと共有されていない専用ホスト上にある場

合にのみ表示されます。TaniumServerプロキシ設定の値を[Module Server Proxy Settings

(Module Serverプロキシ設定 )]にコピーする場合、このオプションを有効化します。コピーされてい

ない唯一の値は、[Bypass CRL Check Host List (CRLチェックホストリストのバイパス)]と

[Trusted Host List (信頼済みホストリスト )]です。

3. Module Server Proxy Settings (Module Serverプロキシ設定)を設定して、[Save (保存)]をクリックします。

4. [Validate Proxy Settings (プロキシ設定の検証)]フィールドを構成し、[Start Download (ダウンロードを開始)]して、設定をテ

ストします。

設定 説明

Component (コンポーネント ) [TaniumServer]または[Module Server]。

File Source (ファイルソース) 1. From Tanium (Taniumから) - content.tanium.comとの接続には定義済みの設定を使用

します。

2. From Random Site (ランダムサイトから) - www.msftncsi.comとの接続には定義済みの設

定を使用します。

3. Specify URL/Hash (URL/ハッシュを指定 ) -独自のテスト設定を構成します。

URL [Specify URL/Hash (URL/ハッシュを指定 )]を選択した場合は、URLを指定します。

Hash (ハッシュ) [Specify URL/Hash (URL/ハッシュを指定 )]を選択した場合、ハッシュを指定します。

Download Time (ダウンロード時間 ) [Specify URL/Hash (URL/ハッシュを指定 )]を選択した場合は、障害メッセージを返すまでの最

大ダウンロード時間を指定します。
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Tanium Consoleは、成功または失敗を示すメッセージを返します。テストで問題が発生した場合は、プロキシサーバが動作して

おり、正しく構成されていることを確認してください。また、指定したTanium Consoleの設定が、プロキシサーバが想定している

設定と一致していることを確認します。TDownloaderのログには詳細なイベントメッセージが記録されています(Tanium Core

Platform展開参照ガイド：ログを参照)

Tanium Clientサブネットの設定

分割サブネットおよび隔離サブネットは、Tanium Clientのデフォルトのピアリング動作の修正方法になります。デフォルトのピアリング設

定では、Tanium™ リニアチェーンアーキテクチャ上のクライアントのサブネットの境界を定義します。分割サブネットまたは分離サブネット

を構成するにあたっては、デフォルトの設定で定義されている動作と変更による影響を必ず理解しておいてください(「Tanium Client

Managementユーザガイド：Tanium Clientピアリングの設定」を参照)。

Tanium Clientのサブネット構成を表示および管理するための権限については、「Tanium Clientのサブネットを構成設

定する (ページ36)」を参照してください。

Tanium Core Platform 7.4.3以降では、Tanium Serverはサブネット構成をTaniumデータベースに書き込み、アクティブ/アクティブ展

開環境では自動的にそれらの構成の同期をとります。Zone Serverでは、SeparatedSubnets.txtとIsolatedSubnets.txtファ

イルを手動で構成して管理する必要があります。

ほとんどの環境では、分割および分離サブネット構成はすべてのZone ServerとTanium Serverで同じです。混乱を避

けるため、構成はサーバ間で常に同期をとってください。サブネットが重複している複雑な環境では、Zone Serverごと

にサブネットを別々に区別する必要があります。そのような場合は、一意の構成を必要とする各Zone Serverのサブ

ネット構成を変更します。

次の図は、内部Tanium Clientがアクティブ/アクティブ展開環境のTanium Serverと接続し、外部クライアントがZone Serverと接続す

る展開環境を示しています。この例は、デフォルトのピアリング設定によって定義されているリニアチェーン内の分割サブセットネットと分

離サブネットを示しています。

次図は、専用ホストにTaniumデータベースがあるWindows展開環境を示しています。ただし、Taniumアプライアンス

の展開では、このデータベースはTanium Serverと同じホスト上にあります。

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/logs.html#logs_Windows
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/logs.html#logs_Windows
https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html
https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html
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図11：Tanium Clientのピアリング

分割サブネットを設定する

分割サブネット上のTanium Clientは、同じサブネット内にある他のクライアントとのみピアリングできます。分割サブネットを構成すること

で、アドレスマスクまたはプレフィックス設定(「アドレスマスクとプレフィックスの設定」を参照)によって定義されるサブネット境界よりも、

Tanium Clientのピアリングに対してよりきめの細かい例外を指定することができます(「Tanium Client Managementユーザガイド :アド

レスマスクとプレフィックスの設定」を参照)。クライアントは、Tanium Serverに接続するのかZone Serverに接続するのかに基づいて、ピ

アリングのための分割サブネット構成を使用します。各サーバは、この構成を使用して、サーバから登録されているクライアントに対する

ピアリストを管理します。分割サブネットを構成した後、サーバを再起動する必要はありません。

分割サブネットが構成された後、Tanium Clientは、新しい構成に関連付けられたすべての変更の適用を完了するのに2～6時間(ラン

ダムなクライアントリセット間隔)かかります。クライアントの登録後に、分割サブネットが正しく機能していることを確認する方法について

は、「Tanium Client Managementユーザガイド : Tanium Clientのピアリングとリーダ接続を確認する」を参照してください。

https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html#address_mask-prefix_settings
https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html#address_mask-prefix_settings
https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html#verify_peering_leaders
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TANIUM SERVERで分割サブネットを設定する

1. メインメニューから [Administration (管理)] >  [Configuration (構成)] > [Subnets (サブネット )] に移動します。

2. [Separated Subnets (分割サブネット )] セクションで [New Subnets (新規サブネット )] をクリックします。

3. CIDRの形式(192.168.2.0/26など)ですべての分割サブネットを指定します。1行にサブネットを1つ指定します。コメント (任

意)の前には文字「 ;」か「#」を使用します。

Tanium Core Platform 7.3以降はIPv6サブネットをサポートしています(詳細は、Taniumサポート

(support@tanium.com)にお問い合わせください)。IPv6サブネットは角カッコで囲み、プレフィックス

([2001:db8::]/32 など)を付ける必要があります。

例 :

192.168.0.0/26 #これはデータセンターのサブネットです。

192.168.2.0/26 ;これは支店のサブネットです。

[2001:db8::]/32

展開物にZone Serverが含まれる場合は、Zone Serverで分割サブネットを構成するときに使用できるよう、テ

キストフィールドの内容をクリップボードにコピーします。

4. [Save (保存)]をクリックします。

ZONE SERVERで分割サブネットを設定する

展開物にZone Serverが含まれる場合は、Taniumのインフラストラクチャに従って次の手順を実行して、分割サブネットの構成を各

サーバに追加します。

Windowsインフラストラクチャ

1. SeparatedSubnets.txtという名前のプレーンテキストファイルを作成します。

2. Tanium Serverで入力した分割サブネット情報をSeparatedSubnets.txtにコピーします。

クリップボードに情報をコピーしていない場合は、[Administration (管理)] > [Configuration (設定)] > [Subnets (サブネット )] に

移動し、分割サブネット構成を選択します。続いて、[Edit (編集)] をクリックし、テキストフィールドの入力内容をコピーします。

3. 各Zone Serverについて、SeSeparatedSubnets.txtをサーバのインストールディレクトリに移動します(デフォルトのインストー

ルディレクトリは\Program Files (x86)\Tanium\Tanium Zone Server)。独自の構成を必要とするZone Serverについ

ては、必要に応じてそのファイル内容を変更できます。

Tanium Applianceインフラストラクチャ

1. Zone Serverアプライアンス上で、tanadminロールを持つユーザとしてTanOSコンソールにサインインします。

2. tanadminメニューで2を入力し、[Tanium Operations (Taniumの操作)] メニューに移動します。

mailto:support@tanium.com
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3. 2を入力し、[Configuration Settings (設定)]メニューに移動します。

4. 12を入力し、SeparatedSubnets.txtファイルを編集します。

5. このメニューを使用して、CIDR形式でサブネットを指定します。

隔離サブネットを設定する

隔離サブネットを構成することで、指定されたリストに記載されたサブネットおよびエンドポイント IPアドレスに対してクライアントのピアリ

ングを無効にすることができます。Tanium ClientのIPアドレスが分離サブネットにある場合、Tanium Server/Zone Serverは、クライア

ントに空のピアリストを送信することで、そのクライアントがピアリングに参加しないようにします。

分離サブネットの構成後、Tanium Server/Zone Serverを再起動する必要はありません。Tanium Clientは、新しい構成に関連付け

られたすべての変更の適用を完了するのに2～6時間(ランダムなクライアントリセット間隔)かかります。クライアントの登録後に、分離サ

ブネットが正しく機能していることを確認する方法については、「Tanium Client Managementユーザガイド :」 Tanium Clientのピアリン

グとリーダ接続を確認する」を参照してください。

VPN内にあるTanium Clientに対する隔離サブネットを構成します。VPNクライアントは特別なVPNアドレスブロック内

でローカルIPアドレスを有していますが、ホストエンドポイントは実際には互いに近接してはいません。VPNクライアント

がピアリングにWANリンクを使用すると、クライアントとサーバ間の接続よりも遅延時間が著しく長くなります。

その他の場合は、たとえば、ネットワークの問題のトラブルシューティングでピアリングをテストまたはデバッグする場合など

は、隔離サブネットを使用してピアリングを無効にすると便利です。ピアリングを無効にすると、帯域幅とWAN上のクライ

アントとサーバ間の接続の面でTanium Clientは消費するネットワークリソースが増えることに注意してください。トラブル

シューティングの場合は、ベストプラクティスとして、ネットワークの問題を解決したら、隔離サブネット構成からクライアン

トを削除してピアリングを再開できるようにすることをお勧めします。

TANIUM SERVERで分割サブネットを設定する

1. メインメニューから [Administration (管理)] >  [Configuration (構成)] > [Subnets (サブネット )] に移動します。

2. [Isolated Subnets (分割サブネット )] セクションで [New Subnets (新規サブネット )] をクリックします。

3. CIDRの形式(192.168.2.0/26など)ですべての分割サブネットを指定します。1行にサブネットを1つ指定します。コメント (任

意)の前には文字「 ;」か「#」を使用します。

Tanium Core Platform 7.3以降は、IPv6サブネットをサポートしています(Taniumサポート

support@tanium.comにお問い合わせください)。IPv6サブネットは、角カッコで囲み、プレフィックス

([2001:db8::]/32など)を付ける必要があります。

例 :

192.168.0.0/26 #これはデータセンターのサブネットです。

192.168.2.0/26 ;これは支店のサブネットです。

[2001:db8::]/32

https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html#verify_peering_leaders
https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html#verify_peering_leaders
mailto:support@tanium.com
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展開物にZone Serverが含まれる場合は、Zone Serverで分割サブネットを構成するときに使用できるよう、テ

キストフィールドの内容をクリップボードにコピーします。

4. [Save (保存)]をクリックします。

ZONE SERVERで分割サブネットを設定する

展開物にZone Serverが含まれる場合は、すべてのクライアントまたは特定のサブネット上のクライアントとTaniumインフラストラクチャを

分離するかどうかに従って次のいずれかの手順を実行します。

Zone Serverは最も厳しいルールを適用することでクライアントのサブネットを決定します。zs_address_maskまたは

AddressMaskの設定でクライアントを分離するように設定した場合、その設定は、IsolatedSubnets.txtファイル

に設定されているサブネットベースの分離に優先します。

任意のZone Serverに接続されているすべてのクライアントを分離する

Tanium Server上のzs_address_maskグローバル設定([Administration (管理)] > [Management (管理)] > [Global Settings (グ

ローバル設定)])を4294967295に設定します。これで、すべてのZone Serverに対してサブネット境界 /32(単一ホスト )が指定されま

す。

詳細は、『Tanium Client Managementユーザガイド』の「」を参照してください。アドレスマスクとプレフィックスの設定を参照してくださ

い。

特定のZone Serverに接続されているすべてのクライアントを分離する

1. 管理者ユーザとしてTanium Zone Server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. AddressMaskローカル設定で/32サブネット境界(単一ホスト )を指定することができます。

> TaniumZoneServer config set AddressMask 4294967295

詳細は、『Tanium Client Managementユーザガイド』の「」を参照してください。アドレスマスクとプレフィックスの設定を参照してくださ

い。

Windowsインフラストラクチャを利用して特定のサブネット上のクライアントを分離する

1. IsolatedSubnets.txtという名前でプレーンテキストファイルを作成します。

2. Tanium Serverで入力した分割サブネット情報をIsolatedSubnets.txtにコピーします。

クリップボードに情報をコピーしていない場合は、[Administration (管理)] > [Configuration (設定)] > [Subnets (サブネット )] に

移動し、分割サブネット構成を選択します。続いて、[Edit (編集)] をクリックし、テキストフィールドの入力内容をコピーします。

https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html#address_mask-prefix_settings
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/cli.html#Windows
https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html#address_mask-prefix_settings


© 2021 Tanium Inc. AllRightsReserved ページ99

3. 各Zone Serverについて、IsolatedSubnets.txtをサーバのインストールディレクトリに移動します(デフォルトのインストール

ディレクトリは\Program Files (x86)\Tanium\Tanium Zone Server)。独自の構成を必要とするZone Serverについて

は、必要に応じてそのファイル内容を変更できます。

Tanium Applianceインフラストラクチャを利用して特定のサブネット上のクライアントを分離する

1. Zone Serverアプライアンス上で、tanadminロールを持つユーザとしてTanOSコンソールにサインインします。

2. tanadminメニューで2を入力し、[Tanium Operations (Taniumの操作)] メニューに移動します。

3. 2を入力し、[Configuration Settings (設定)]メニューに移動します。

4. 11を入力し、isolatedsubnets.txtファイルを編集します。

5. このメニューを使用して、CIDR形式でサブネットを指定します。

帯域幅スロットルの管理

帯域幅スロットルの概要

スロットルを設定することで、帯域幅および、Tanium Server/Tanium Zone ServerがTanium Clientへのデータの送信に使用する同

時接続数を制限することができます。多くのTanium Clientがサーバと同時に接続してセンサーおよびパッケージをダウンロードする展

開環境では、帯域幅使用量のスパイクが発生することがあります。スロットルは、サーバがTaniumのデータを送信する時に、ネットワー

ク全体または特定のサブネットが指定した帯域幅を決して超えないようにすることによって、スパイクによるネットワークパフォーマンスの低

下を防止します。この制限を適用するため、サーバは、最大帯域幅を超えるデータの送信を遅らせ、許可されている最大数を超える

接続を拒否します。

帯域幅スロットルが制御するのは、Tanium Clientがサーバにデータを送信する速度ではなく、Tanium Server/Zone

ServerがTanium Clientにデータを送信する速度だけです。スロットルは、他のどのTaniumコンポーネント間のデータ

交換にも影響しません。

帯域幅スロットルの構成を表示および管理するためのユーザロール権限については、「帯域幅スロットルを管理する

(ページ36)」を参照してください。

使用を開始する前に

スロットルの設定では、Tanium Server/Zone Serverが合理的な時間枠内にタスクを完了できる程度の十分なリソース(帯域幅と同

時接続数)を提供することと、ネットワークに対するそのタスクの影響を軽減することとの間のバランスを取ります。設定した制限が低すぎ

ると、エンドポイントが必要とするセンサーとパッケージをサーバが送信できず、期限内にQuestionに応答してアクションを実行できなく

なることがあります。制限をあまりに高く設定すると、Taniumトラフィックにスパイクが発生し、エンドポイントが実行する必要がある他の

タスクの妨げになることがあります。このため、ネットワーク管理者とTaniumサポートと協力して(「Taniumサポートに問い合わせる(ペー

ジ375)」を参照)、ネットワークについて以下のことを決定してください。

l 帯域幅の傾向：Tanium Serverがエンドポイントに送信するデータに対する帯域幅のトレンドを評価します。トレンドでは、ネッ

トワークに対するトラフィックの影響を計測し、サーバがデータの送信に必要とするリソースの最大量を割り出すことができます。

サーバが送信するすべてのデータと、センサーまたはパッケージ用のデータのそれぞれにスロットルを設定できます。すべてのデー
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タのスロットルは、センサーとパッケージのデータだけでなく、あらゆる種類のアウトバウンドデータ(登録情報など)に対応する必

要があることに注意してください。ベストプラクティスは、全データスロットルを設定しないで、制限なしにすることです。全データス

ロットルの設定が必要な場合は、センサーとパッケージスロットルの合計より少なくとも150メガビット /秒(Mbps)大きく全データス

ロットルを設定します。たとえば、センサー帯域幅スロットルを200Mbpsに設定し、パッケージ帯域幅スロットルを400Mbpsに設

定している場合は、他のすべての種類のデータに対応できるよう、全データスロットルは750Mbpsまたはそれ以上に設定しま

す。Taniumサポートと協力して(「Taniumサポートに問い合わせる(ページ375)」を参照)、あらゆる種類のデータに必要なスロッ

トルを決定してください。

l サイトスロットル：ネットワークの残りの部分のスロットルより制限された個々のサブネットのスロットルであるサイトスロットルが必

要かどうかを決定します。たとえば、高い優先順位のタスク専用のサイトまたはTanium以外のトラフィックが多いサイトの

Taniumトラフィックに低い帯域幅の制限を設定することもできます。サーバとエンドポイント間の同じ接続に複数のスロットルが

適用されている場合は、制限が大きいスロットルが制限の小さいスロットルに優先することに注意してください。たとえば、サイト

別スロットルを1Mbpsに設定し、グローバル(ネットワーク全体)スロットルを5Mbpsに設定している場合、サイトには1Mbpsのス

ロットルが適用されます。

l Zone Serverのスロットル: Tanium Zone Server展開環境では、Tanium Serverとは異なるスロットルが必要かどうかを判断し

ます。たとえば、外部ネットワーク上のZone ServerとTanium Client間の接続の帯域幅は、内部ネットワーク上のTanium

ServerとTanium Client間の接続と比較して大きくすることもできれば、小さくすることもできます。

l 重複しているIPアドレスの範囲：個別のスロットルが必要なサイトにオーバラップしているIPアドレスがあるかどうかを確認してくだ

さい。複数のサイトの範囲内のアドレスを保有するエンドポイントには、IPアドレスの範囲が最小のサイトのスロットルのみが適

用されます。たとえば、サブネット192.168.2.0/26のエンドポイントは、サブネット192.168.2.0/24のエンドポイントの小さなサブ

セットです。このため、192.168.2.0/26のサイトスロットルは、両方のサブネットにある、IPアドレス192.168.2.1などのエンドポイ

ントに対する192.168.2.0/24のサイトスロットルに優先します。

グローバルスロットルを設定する

Tanium Server/Zone Serverがネットワーク上のすべてのエンドポイントに送信する各種データに対して帯域幅スロットルおよび接続ス

ロットルを設定することができます。この手順は、個別にスロットルを必要とするデータの種類ごとに繰り返します。データの種類には、全

データ(パッケージとセンサー、その他すべての種類)、パッケージファイルのみ、センサーのみがあります。デフォルトでは、グローバルスロッ

トルはTanium ServerとZone Serverの両方に適用されますが、必要に応じてZone Server固有のスロットルを設定することもできま

す。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Bandwidth Throttles (帯域幅スロットル)]に移

動します。

2. [Global Throttles (グローバルスロットル)]セクションで、スロットル調整するデータの種類の横にある [Edit (編集)] をクリックしま

す。

3. 最大帯域幅をMbps単位で入力します。新規のTanium Serverインストール環境に対するデフォルト値は全データが0 (無制

限)、パッケージが45Mbps、センサーが45Mbpsです。既存の設定は、アップグレード後も維持されます。

4. Tanium Serverとエンドポイント間の最大同時接続数を入力し、[Save (保存)]をクリックします。新規のTanium Serverインス

トールの場合、デフォルトの最大値は全データが0 (無制限)、パッケージが300Mbps、センサーが10Mbpsです。既存の設定

は、アップグレード後も維持されます。
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5. (Zone Serverのみ)Tanium Serverに対する設定と異なるグローバルスロットルをZone Serverが必要とする場合は、そのサーバ

ごとにserver-throttles.jsonという名前のJSONファイルを作成します。このファイルはZone Serverのインストールフォルダ

に置く必要があります。(Tanium™ Applianceにこのファイルを移動する手順については、「Taniumサポートに問い合わせる(ペー

ジ375)。)ファイルの内容は、以下の形式である必要があります。帯域幅と接続制限の値は数字(引用符なし)で、帯域幅の単

位は毎秒のバイト数(Bps)です。毎秒の等価ビット (bps)レートを求める場合は、値に8の係数を乗算します。たとえば、

12.5MBpsは100Mbpsになります。

// server-throttles.json
{ "data": [{       
   "bandwidth_bytes_limit" : <maximum bandwidth for all data>,
   "connection_limit" : <maximum number of concurrent connections for all
data>,
   "download_bandwidth_bytes_limit" : <maximum bandwidth for packages>,
   "download_connection_limit" : <maximum number of concurrent connections
for packages>,
   "sensor_bandwidth_bytes_limit" : <maximum bandwidth for sensors>,
   "sensor_connection_limit" : <maximum number of concurrent connections for
sensors>
}]}

このファイルが存在する場合、Zone ServerはTanium Serverからグローバルまたはサイトのスロットル設定を継承しません。フィ

ルに省略されている設定がある場合は、デフォルト値の0(無制限)になります。ファイルの追加、編集、削除後に変更を適用する

ために、Zone Serverサービスを再開する必要はありません。

サイトスロットルを設定する

Tanium Server/Zone Serverが特定のTanium Clientサブネットに送信するデータに対する帯域幅スロットルを設定することができま

す。デフォルトでは、サイトスロットルはTanium ServerとZone Serverの両方に適用されますが、必要に応じてZone Server固有のス

ロットルを設定することもできます。

ローカルまたはNAT変換されたIPアドレスのベーススロットル

帯域幅のスロットリングのサイトを定義する場合は、ローカルまたはNAT変換されたIPアドレスのいずれか一方を指定します。デフォルト

では、Tanium ServerおよびZone ServerはIPアドレスをNAT変換済みのアドレスとして処理します。この設定を変更する必要がある

場合：

1. メインメニューから、[Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Global Settings (グローバル設定)] に移動しま

す。

2. [site_throttles_use_local_ip]を選択し、[Edit (編集)]をクリックします。

3. [Setting (設定)][Value (値)]を0(NAT IPアドレス)または1(ローカルIPアドレス)に設定し、[Save (保存)]をクリックします。

サイトを追加する

Tanium Serverから受信するデータに対して同じ帯域幅スロットルを必要とするTanium Clientのサブネットのグループごとにサイトを追

加します。
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Zone Serverからデータを受信するサブネットについて、サイトのスロットルを追加する(ページ102)をするときにサイトを

構成設定します。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Bandwidth Throttles (帯域幅スロットル)]に移

動します。

2. [Site Throttles (サイトスロットル)]セクションで、[Add Site (サイトの追加)]をクリックします。

3. [Site Name (サイト名)]を入力して、サイトを指定します。

4. [Subnets (サブネット )]をCIDR形式で入力します(192.168.2.0/24、2001:db8::/32など)。1行に1つのサブネットを入力し

ます。

5. サイトのスロットルを[Total bandwidth shared across all subnets in bundle (バンドルのすべてのサブネットで共有する合計帯

域幅)]または[Individual bandwidth of each subnet in bundle (バンドルの各サブネットの個々の帯域幅)]のどちらに適用する

かを選択します。

6. [Save (保存)]をクリックします。Tanium Consoleによって、サイトに追加されたすべてのサブネットが表示されます。

サイトのスロットルを追加する

すべてのデータの組み合わせ(パッケージ、センサー、およびその他のすべてのタイプ)、パッケージファイルのみ、またはセンサーのみに適

用されるサイト固有の帯域幅スロットルを構成します。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Bandwidth Throttles (帯域幅スロットル)]に移

動します。

2. [Site Throttles (サイトのスロットル)]セクションのところまで下にスクロールします。ここには、追加したサイトごとの<site_name>サ
ブセクションがあります。

3. スロットル設定するデータの種類ごとに、<site_name>サブセクションで [Add (追加)]をクリックし、最大帯域幅をMbps単位で入

力し(デフォルトは0で無制限)、[Save (保存)]をクリックします。

4. (Zone Serverのみ)Tanium Serverに対する設定と異なるサイトスロットルをZone Serverが必要とする場合は、そのサーバごとに

site-throttles.jsonという名前のJSONファイルを作成します。このファイルはZone Serverのインストールフォルダに置く必

要があります。Tanium Applianceにこのファイルを移動する手順については、Taniumサポートに問い合わせる(ページ375)。ファ

イルの内容は、以下の形式である必要があります。帯域幅と接続制限の値は数字(引用符なし)で、帯域幅の単位は毎秒の

バイト数(Bps)です。毎秒の等価ビット (bps)レートを求める場合は、値に8の係数を乗算します。たとえば、12.5MBpsは

100Mbpsになります。この例では、サブネットが3つのサイトとサブネットが2つのサイトの2つのサイトを指定しています。all_

subnets_flagは、スロットルを各サブネット (0)に個別に適用するか、すべてのサブネット (1)で共有する合計帯域幅に適用する

かを制御します。

// site-throttles.json
{ "data": [       

{       
      "all_subnets_flag" : [0 | 1],
      "bandwidth_bytes_limit" : <maximum bandwidth for all data>,
      "download_bandwidth_bytes_limit" : <maximum bandwidth for packages>,
      "sensor_bandwidth_bytes_limit" : <maximum bandwidth for sensors>,
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      "subnets" : [       
{       

           "range" : "<subnet CIDR>"
         },

{       
           "range" : "<subnet CIDR>"
         },

{       
           "range" : "<subnet CIDR>"
         }
      ]
   },

{       
      "all_subnets_flag" : [0 | 1],
      "bandwidth_bytes_limit" : <maximum bandwidth for all data>,
      "download_bandwidth_bytes_limit" : <maximum bandwidth for packages>,
      "sensor_bandwidth_bytes_limit" : <maximum bandwidth for sensors>,
      "subnets" : [       

{       
           "range" : "<subnet CIDR>"
         },

{       
           "range" : "<subnet CIDR>"
         }
      ]
   }
]}

このファイルが存在する場合、Zone ServerはTanium Serverからグローバルまたはサイトのスロットル設定を継承しません。フィ

ルに省略されている設定がある場合は、デフォルト値の0(無制限)になります。ファイルの追加、編集、削除後に変更を適用する

ために、Zone Serverサービスを再開する必要はありません。

スロットルの遅延を検証する

エンドポイントに送信するデータにスロットルを適用するためにTanium Serverが適用している現在の遅延(キュー遅延値)を表示するに

は、次の手順に従います。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Bandwidth Throttles (帯域幅スロットル)]に移

動します。

2. 遅延を表示するスロットルの種類のところまでスクロールします。

たとえば、Global Throttle for All Data (全データのグローバルスロットル)の帯域幅制限を400Mbpsに設定していて、Tanium Server

によって400メガビットのデータの送信が開始された場合、[Global Throttle for All Data (全データのグローバルスロットル)]セクションに

は、当初、Queue delay (キューの遅延)として1,000ミリ秒(ms)と表示されます。ダウンロードが完了すると、Tanium Serverによってさ

らにデータが送信されないかぎり、Queue delay (キューの遅延)は0msになります。
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Tanium Consoleには、Tanium Serverのキュー遅延のみが表示されます。Zone Serverに関連するキューの遅延に

ついては support@tanium.comまでお問い合わせください。

Tanium Consoleでは、以下のアイコンを使用してQueue delay (キューの遅延)の重要度レベルが示されます。重要度レベルは、遅

延によって、エンドポイントが必要とするセンサーとパッケージをTanium Serverが送信できず、期限内にQuestionに応答してアクション

を実行できなくなる可能性を示しています。

l 0～9,999ms：Taniumの機能を中断させるリスクがないか、ほとんどありません。

l 10,000～44,999ms：Taniumの機能を中断させるリスクが中程度あります。

l 45,000ms以上：Taniumの機能を中断させるリスクが高いです。

Taniumライセンスの管理

Tanium™ライセンスファイル(tanium.license)は、展開における資格付与を可能にします。こうした資格付与には、ライセンスの有

効期間、管理されたエンドポイントの最大数、利用可能なTaniumソリューション(モジュールなど)、Tanium Consoleへのアクセスに使

用されるIPアドレスまたは完全な資格を有するドメイン名が含まれています。[Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)]

> [Tanium Server] > [Tanium License (Taniumライセンス)]を選択し、現在のライセンスに関する資格付与やその他の情報を表示

するページを開きます。現在のライセンスの期限が間もなく切れる場合、あるいは資格付与の変更がある場合、[Tanium License

(Taniumライセンス)]ページを使用して新しいライセンスを適用します。

1. 新しいライセンスの取得については、Taniumサポートに問い合わせる(ページ375)を参照してください。Tanium Serverをホストす

る物理デバイスまたは仮想デバイスのFQDNまたはIPアドレスを提供しなければなりません。

2. Tanium Consoleへのアクセスに使用するシステムからアクセス可能な場所に新しいライセンスをコピーします。

3. (任意)現在のライセンスをバックアップします。この手順は、Tanium Core Platformのインフラストラクチャによって異なります。

1. Windows：Tanium Serverのインストールフォルダ(デフォルトは\Program Files\Tanium\Tanium Server)に移

動し、現在のTaniumライセンスの名前を変更します。

後日この手順を繰り返す場合を考えて、ファイル名には現在の日付を含めてください

(例：tanium.license_2019-07-30)。

2. Tanium Appliance:自動または手動バックアップの実行については、「Tanium Appliance展開ガイド :アプライアンスの

メンテナンスメニュー」を参照してください。

4. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Tanium Server] > [Tanium License (Taniumラ

イセンス)]に移動します。

5. [Upload (アップロード )]をクリックし、新しいライセンスファイルを選択し、[Open (開く)]をクリックし、[Yes (はい)]をクリックします。

Tanium Serverは数分後に新しいライセンスを自動的にアクティブ化します。

mailto:support@tanium.com
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/appliance_maintenance_menu.html
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/appliance_maintenance_menu.html
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Taniumライセンスに関連する詳細およびタスクについては、KB 記事：Taniumライセンスの管理を参照してくださ

い。

Taniumの鍵の管理

Taniumのキーの概要

TLS通信

Tanium™ Protocolは、図12に示すようにTLS 1.2を使用して、次のプラットフォームコンポーネント間の通信を暗号化します。

1 アクティブ/アクティブ展開環境のTaniumServer間

TaniumデータベースのトラフィックやLDAP同期トラフィックなどのアクティブ/アクティブサーバ間の一部の通信

では、Tanium ApplianceはTanium ProtocolではなくIPsecを使用します。

2 TaniumServerとZone Server Hub間

図12は、Zone Server HubがTanium Serverホストとは別のホストにインストールされていて、接続が暗号

化されている環境を示しています。ただし、たいていのWindows展開環境およびすべてのAppliance展開

環境では、Tanium Serverと同じホストにハブをインストールします。

3 Zone Server HubとZone Server間

4 TaniumClient(外部 )とZone Server間

5 TaniumClient(内部 )とTaniumServer間

6 TaniumClient間 (外部と内部 )

Tanium Client 7.4以降のみがTLSを使用してピア間のトラフィックを暗号化します。

https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360013476292-How-to-Managing-Tanium-licenses
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図12：Tanium Protocol通信

Tanium Core Platform 7.4以降をインストールまたは7.4以降にアップグレードすると、デフォルトでは、プラットフォームコンポーネント間

の通信に対してTLSが有効になります。TLSおよびTLSを有効 /無効にする手順については、「Tanium Core Platform展開リファレンス

ガイド：TLS通信の構成」を参照してください。

TaniumのキーはTaniumのトラフィックのみを保護」を参照してください。ネットワークのエンドポイント間でTanium以外

のトラフィックのセキュリティは、組織の公開キーインフラストラクチャ(PKI)によって管理します。

Taniumの鍵を管理するには管理者予約済みロールが必要です。

Tanium Protocolではなく、Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)を使用してTanium Core Platformのコン

ポーネント間の接続を保護するキーの管理については、「Tanium Core Platform展開リファレンスガイド :」を参照してく

ださい。Tanium Console、API、Module Serverへのアクセスのセキュリティ確保

Tanium Serverにインポートするコンテンツファイルの署名と認証に使用されるキーについての詳細は、「コンテンツファイ

ルの認証(ページ233)」を参照してください。

Tanium Core Platformは、さまざまなTaniumモジュールと共有サービスが必要とする追加接続のTLSをサポートしま

す。詳しくはTanium製品のユーザガイド (https://docs.tanium.com)を参照してください。

ルート鍵

Tanium Serverをインストールすると、公開 /秘密ルート鍵ペアが自動的に生成されます。これらのルート鍵はTaniumの鍵インフラスト

ラクチャの最上部にあり、Tanium Core Platformコンポーネント間をセキュアに接続するためのすべての従属する鍵に必要です。これら

のコンポーネントがTanium Serverとのセキュアな通信を行えるよう、インストールまたはアップグレード時にZone Server、Zone Server

Hub、Tanium Clientにルート公開鍵を展開します。

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/tls.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/tls.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/ssl_certificates.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/ssl_certificates.html
https://docs.tanium.com/
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Tanium Serverは、Tanium ClientとのTLS通信用の独立したルート鍵ペアを、そのバージョンに基づいて使用します。新規インストー

ルまたはアップグレード後の当初、Tanium Client 7.4以降ではサーバ名が<Tanium Server FQDN>Root 0 のルート公開キーを使用

します(図14を参照)。バージョン7.4以降で新規作成するルート公開キーの名前はすべて、<Tanium Server FQDN> Root <#>の形

式の一意のサーバ名です。Tanium Client 7.2のルート公開キーのサーバ名はlegacy-rootです。バージョン7.2の場合、新しい鍵を作

成できません。

従属する鍵

Tanium Server、Zone Server、Zone Server Hub、およびTanium Clientは従属する鍵をローカルに生成し、個々の鍵ペアのデジタ

ル署名を要求します。TLS通信には署名が必要です。Tanium Core Platformは、図13に示すように以下の下位キーを使用します。

l TLS鍵： 各Tanium Core PlatformサーバおよびTanium ClientはTLS鍵を使用して他のサーバやクライアントとのTLS通信を

行えるようにします。Tanium Serverはルート秘密鍵を使用してサーバTLS鍵用の署名を生成します。

l メッセージ署名鍵：Tanium Serverはこれらの鍵を使用して、Tanium Clientに送信するメッセージ(アクションパッケージ向けな

ど)に署名します。Tanium Serverはルート秘密鍵を使用し、メッセージ署名鍵向けの署名を生成します。

l 中間TLS鍵：中間TLS 秘密鍵は、Tanium ClientのTLS鍵の署名を生成するために使用されます。中間TLSキーペアは、展

開環境にZone Serverがある場合はそのZone Serverに、それ以外の場合はTanium Serverに置かれます(図13を参照)。

サーバは、署名と中間TLS公開鍵の両方を個々のクライアントに返し、TLS 通信を行えるようにします。この機能のルート鍵の

代わりに中間TLS鍵を使用すると、クライアントの登録がより速くなり、CPU集中も抑制されます。セキュリティを確保するため

に、ルート鍵から切り離して中間鍵をローテーションさせることができます。
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図13：Taniumの鍵

ルート公開キーのコピーは、Zone Server HubがTanium Serverと同じホストまたは専用ホストのどちらににインストー

ルされているかに関係なく、Zone Server Hubのインストールディレクトリに置かれます(図13を参照)。

Tanium Core Platformサーバ間の通信を有効化するには、信頼も有効化する必要があります。詳しくはTanium

Serverの信頼の管理(ページ114)およびZone Serverとハブの管理(ページ116)を参照してください。
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鍵のローテーション

ルート鍵は期限切れにはなりませんが、ルート鍵をローテーションする、つまり、新しい鍵を生成して古い鍵を破棄することができます。

鍵のローテーションは、組織が鍵の定期的なローテーションに関するポリシーを策定している場合、あるいはアクティブな鍵のセキュリティ

が疑わしい場合に役立ちます。アクティブなルート鍵のセキュリティが疑わしい場合、ローテーションをすぐに行ってください。

組織に鍵のローテーションに関するポリシーがない場合、ベストプラクティスは年に1回以上、6か月に1回未満でルート

鍵のローテーションを行うことです。

Tanium Client 7.2のルート鍵のローテーションは行えません。Tanium Consoleはサーバ値のlegacy-rootで7.2のルー

トキーを識別します(図14を参照)。

ルート秘密鍵のセキュリティを確保するため、Tanium Consoleはルート公開鍵のみを表示します。ただし、公開鍵を生成するか無効

化すると、Tanium Serverは自動的に秘密鍵を生成および無効化します。さらに、ルート鍵をローテーションさせると、Tanium Core

Platformは自動的にすべての従属する鍵をローテーションさせます。ルート鍵をローテーションさせるか否かに関係なく、従属する鍵は

自動的に設定可能な間隔でローテーションされます。

次の手順は、鍵のローテーションに関するワークフローをまとめたものです。

1. (オプションのベストプラクティス)個々のTanium Serverにおいて、ルート鍵、Tanium ServerのTLS鍵、メッセージ署名鍵を含む

pki.dbファイルを暗号化します。これは、鍵への不正アクセスを防ぐために実行する1回限りのタスクです。ルート鍵データベース

を暗号化する(ページ110)を参照してください。

2. (オプションのベストプラクティス)サーバが後に回復不可能な損傷に見舞われる場合に備え、個々のTanium Serverに存在する

pki.dbファイルをバックアップします。ルート鍵をローテーションさせる場合には必ずこれを行ってください。ルート鍵をバックアップす

る(ページ111)を参照してください。

3. 組織が鍵ローテーションポリシーを策定している場合、従属する鍵がポリシーに適合するように自動的なローテーションを設定し

てください。これは、ポリシーが変更されない限り、1回限りのタスクです。下位キーのローテーションを設定する(ページ113)を参

照してください。

4. 新しいルート公開鍵を生成します。Tanium Serverは対応する新しい秘密鍵を自動で生成し、従属する新しい鍵の作成をトリ

ガーします。ルート鍵を生成する(ページ111)を参照してください。

ベストプラクティスとして、古いルート鍵を取り消す前に1週間待ち、すべてのTanium Core Platformコンポーネント用の新しい鍵

の生成プロセスが終了するのを確認します。取り消すと、このプロセスを終了しなかったすべてのコンポーネントについて、新しい

鍵を生成するためにさらに多くの処理リソースとネットワークトラフィックが費やされることになります。ただし、ルート鍵のセキュリティ

が疑わしい場合、新しい鍵の生成後すぐに古いキーを取り消します。

5. 古いルート公開鍵を取り消します。Tanium Serverは、関連する秘密鍵を自動的に取り消し、古いルート鍵および従属する鍵

に関する取り消し指示をすべてのTanium Core Platformコンポーネントに伝えます。詳細についてはルート鍵を取り消す(ページ

111)を参照してください。

ルート鍵の情報を表示する

[Administration (運用管理)] > [Configuration (設定)] > [Tanium Server] > [Root Key Management (ルートキーの管理)]ページ

には、有効なルート公開キーごとにタイルが1つ表示されます。また、取り消されたキーの取り消し詳細を記載したグリッドも表示されま

す。アクティブ/アクティブ展開環境の場合、このページには両方のTanium Server用のキーが表示されますが、表示されるのは、両者
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の間の信頼関係が承認された後でのみです(「Tanium Serverの信頼の管理(ページ114)」を参照)。鍵は、その鍵のハッシュダイジェ

ストである個々の[Fingerprint (指紋)]によって、また、サーバの値によって同定できます。Tanium ServerがTanium Client 7.2とのTLS

通信に使用するルート公開鍵はlegacy-rootのサーバ値を有しています。他のすべての鍵は、Tanium Core PlatformサーバとTanium

Client 7.4以降とのTLS通信に使用されます。

図14：Taniumルート公開鍵

ルート鍵データベースを暗号化する

不正アクセスを防止するためのベストプラクティスとして、Tanium Serverがpki.dbファイルに保存しているルート鍵を暗号化するパス

ワードを指定します。アクティブ/アクティブ展開環境の各Tanium Server上で次のタスクを実行します。

Tanium Consoleは、設定するほとんどの設定の値を表示します。ただし、セキュリティを確保するため、コンソールは

暗号化パスワードを表示しません。ただし、手動で明らかにする場合を除きます。保護されたTanium Serverの設定

を表示する(ページ89)を参照してください。

暗号化パスワードを設定する

PKIDatabasePassword設定を追加してルート鍵を暗号化します。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] >  [Management (管理)] >  [Local Settings (ローカル設定 ] に移動し、[New

Setting (新規設定)] をクリックします。

2. [Setting Name (設定名)]にはPKIDatabasePasswordを入力します。

3. [Setting Value (設定値)]にはパスワードを入力します。

4. [Value Type (値の種類)]をprotectedに設定し、[Save (保存)]をクリックします。

パスワードは安全な場所に保管してください。
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暗号化パスワードを変更する

PKIDatabasePassword設定を追加した後に、以下の方法でパスワードを変更することができます。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Local Settings (ローカル設定)]に移動します。

2. PKIDatabasePassword設定を選択します。

3. [Edit (編集)]をクリックし、[Setting Value (設定値)]に新しいパスワードを入力して、[Save (保存)]をクリックします。

ルート鍵をバックアップする

ルート鍵をローテーションさせる際のベストプラクティスとして、最初にルート鍵を含むpki.dbファイルをバックアップし、さらに、そのファイ

ルを暗号化した場合にはその関連パスワードもバックアップします。Tanium Serverに障害が発生した場合、このバックアップを使用で

きます。<Tanium_Server>/backupsフォルダのpki.dbファイルを、バックアップを保管しているホストにコピーし、安全な場所にパス

ワードを保存します。アクティブ/アクティブ展開環境のTanium Serverのそれぞれに次のタスクを実行します。

また、Tanium Server上でバックアップpki.dbを復元する場合、関連するTaniumデータベースも復元してTanium Clientがその

Tanium Serverに接続できるようにしなければなりません。したがって、pki.dbをバックアップする際には必ずTaniumデータベースをバッ

クアップしてください。

ルート鍵を生成する

Tanium Serverごとに最大で2つのアクティブな公開-秘密ルート鍵ペアを生成できます。アクティブ/アクティブ展開環境の各Tanium

Serverでこのタスクを実行します。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Tanium Server] > [Root Key Management

(ルートキーの管理)]に移動します。

2. 新しい公開-秘密ルート鍵ペアが要求されるTanium Serverの名前の横にある[Create Key (鍵を作成)]をクリックします。[Root

Key Management (ルート鍵の管理)]ページには、ルート公開鍵の詳細が新しいタイルに表示されます。

ルート鍵を取り消す

Tanium Core Platformコンポーネント間の通信が中断しないようにするために、最初に新しい鍵ペアを生成して置き換えるまでルート

鍵ペアを取り消すことはできません。古いルートキーペアを取り消す前に鍵のローテーション(ページ109)のワークフローを確認します。ア

クティブ/アクティブ展開環境の両方のTanium Serverでキーを取り消す必要があります。次の方法で鍵を取り消します。

1. (アクティブ/アクティブ展開環境の場合のみ)キーを取り消すTanium Serverに有効なルートキーペアが1つしかない場合は、その

キーを取り消す前にそのサーバの信頼関係を取り消す必要があります。「Tanium Server間の信頼関係を取り消す(ページ

116)」を参照してください。

2. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Tanium Server] > [Root Key Management

(ルートキーの管理)]に移動します。

3. [Active Root Keys (アクティブなルート鍵)]セクションで、公開鍵のタイルの[Revoke (取り消し)]をクリックし、プロンプトが表示さ

れたら操作を確認します。
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インフラストラクチャ設定ファイル(鍵)をダウンロードする

Zone Server、Zone Server Hub、Tanium Clientは、Tanium Serverを認証してTanium Serverとの通信を有効化しなければなりま

せん。サーバおよびクライアントのバージョン7.4は、認証に向けた初期化バンドル(tanium-init.dat)内にある鍵(ルート公開鍵を含

む)を使用します。Tanium Client 7.2は、認証にルート公開キー(tanium.pub)のみを使用します。Tanium Serverから初期化ファイ

ルまたは公開鍵ファイルをダウンロードすることにより、Tanium Client、Zone Server、Zone Server Hubにファイルを展開できます。

tanium-init.datおよびtanium.pubファイルを、一般アクセス可能なソースコードリポジトリや公共のインターネッ

トからアクセス可能なその他の場所などの組織の外部に配布および保存することを許可することのないよう注意してく

ださい。Tanium Clientの展開では配布を特定の用途に限定します。

これらのファイルには秘密キーは含まれておらず、Tanium環境を制御するために使用することはできませんが、悪意の

あるユーザは、これらのファイルを使用して未承認のクライアントを接続し、この不正アクセスを使用して、組織が

Taniumをどのように使用しているかを知ることができます。

サーバおよびクライアントのバージョン7.4以降では、新規インストールにtanium-init.datが必要です。アップグレー

ドしていて、さらに7.2クライアントを展開する場合は、tanium.pubを使用します。アップグレードし、新規に7.4クライア

ントを展開する場合、ベストプラクティスはtanium-init.datを使用することです。

1. (アクティブ/アクティブ展開環境のみ)アクティブ/アクティブ展開環境のTanium Server間の信頼関係をまだ有効にしていない場合

は、有効にします。信頼の確立にあたり、サーバは必要な鍵を交換し、各サーバ上のtanium-init.datファイルに両サーバの

公開鍵が含まれるようにします。詳しくはTanium Serverの信頼の管理(ページ114)を参照してください。

2. (Tanium Client 7.2のみ) Tanium Client 7.2が認証に使用するTaniumプロトコルを有効にします。

a. メインメニューから [Administration (管理)] >  [Management (管理)] > [Global Settings (グローバル設定)] に移動しま

す。

b. enable_protocol_314_flagを選択し、[Edit (編集)]をクリックします。

c. [Setting Value (設定値)]を1に設定し、[Save (保存)]をクリックします。

3. メインメニューから[Administration (運用管理)] >  [Configuration (構成)] > [Tanium Server] > [Infrastructure

Configuration Files (インフラストラクチャ構成ファイル)] に移動します。
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4. 必要なファイルに従って、[Client v7.4+とZone Server]または[Client v7.2]セクションで [Download (ダウンロード )]をクリックしま

す。

5. オプションで、デフォルトのファイル名を変更し、OKをクリックします。

ファイルは、Tanium Consoleへのアクセスに使用するシステムのDownloadsフォルダに表示されます。

tanium-init.datまたはtanium.pubを展開するには、関連するユーザガイドを参照してください。

l Tanium Client：Tanium Client Managementユーザガイドを参照してください。

l Zone Serverおよびハブ：https://docs.tanium.comへアクセスし、[Tanium Core Platform Servers (Tanium Core Platform

サーバ)]を検索して展開ガイドを見つけます。Zone ServerとHubのインストールまたはアップグレードに関連するタスクを実行し

ます。

下位キーのローテーションを設定する

Tanium Core Platformのコンポーネントは、ローテーションの時期が到来したら従属する新しい鍵ペアを自動で生成します。たとえば、

Tanium Clientは、デフォルトでそれぞれ7日間の有効期間(有効期限の間隔)が終了する4時間前(更新ウィンドウ)に個々のTLS鍵を

更新します。更新ウィンドウによって、コンポーネントが最新の鍵の有効期限切れ前にTanium環境における信頼を再確立できる十分

な時間を確保できます。有効期間と更新ウィンドウを設定し、組織のポリシーに一致させます。組織においてポリシーが策定されてい

ない場合、デフォルトのウィンドウと有効期間を使用することがベストプラクティスです。各タイプの従属する鍵ペアについて次の手順を

実行します。

1. メインメニューから[Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Global Settings (グローバル設定)] に移動して、

グリッド内の設定を選択します(表14を参照)。

2. [Selected System Setting (選択されたシステム設定)]ペインで[Edit (編集)]をクリックします。

3. [Setting Value (設定値)]において、適切な有効期間または更新ウィンドウを入力します。

4. 選択した設定に基づいて、[Affects (影響)] ドロップダウンメニューからオプションを選択します。

1. PKIClientTLSKeyRenewalWindowHours：[Client (クライアント )]を選択します。

2. その他のすべての設定：[Server (サーバ)]を選択します。

5. [Save (保存)]をクリックします。

https://docs.tanium.com/client/client/index.html
https://docs.tanium.com/
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設定 ガイドライン

pki_server_tls_key_duration_days 他方のTaniumServer (アクティブ/アクティブ展開環境の場合 )、またはZone Server Hub、

TaniumClient (Zone Serverのない展開環境の場合 )とのTLS通信にTaniumServerが使用

するキーペアの有効期限。デフォルトは60日です｡

pki_server_tls_key_renewal_window_hours 他方のTaniumServer (アクティブ/アクティブ展開環境の場合 )、またはZone Server Hub、

TaniumClient (Zone Serverのない展開環境の場合 )とのTLS通信にTaniumServerが使用

するキーペアの更新時間枠。デフォルトは4時間です。

pki_message_signing_key_duration_days TaniumServerが、TaniumClientに送信する(アクションパッケージ向けなどの)メッセージに署

名するために使用する鍵ペアの有効期間。デフォルトは180日です｡

pki_message_signing_key_renewal_window_

hours

TaniumServerが、TaniumClientに送信する(アクションパッケージ向けなどの)メッセージに署

名するために使用する鍵ペアの更新ウィンドウ。デフォルトは4時間です。

pki_hub_tls_key_duration_days Zone Server HubがTaniumServerとZone ServerとのTLS通信に使用する鍵ペアの有効期

間。デフォルトは60日です｡

pki_hub_tls_key_renewal_window_hours Zone Server HubがTaniumServerとZone ServerとのTLS通信に使用する鍵ペアの更新ウィ

ンドウ。デフォルトは4時間です。

pki_zoneserver_tls_key_duration_days Zone ServerがZone Server HubとTaniumClientとのTLS通信に使用する鍵ペアの有効期

間。デフォルトは60日です｡

pki_zoneserver_tls_key_renewal_window_

hours

Zone ServerがZone Server HubとTaniumClientとのTLS通信に使用する鍵ペアの更新ウィ

ンドウ。デフォルトは4時間です。

pki_client_tls_ca_key_duration_days Zone Serverまたは(Zone Serverなしの展開における)TaniumServerが新しいTLS鍵ペアの

生成時にTaniumClient向けにデジタル署名を提供するために使用する鍵ペアの有効期間。

デフォルトは180日です｡

pki_client_tls_ca_key_renewal_window_hours Zone Serverまたは(Zone Serverなしの展開における)TaniumServerが新しいTLS鍵ペアの

生成時にTaniumClient向けにデジタル署名を提供するために使用する鍵ペアの更新ウィンド

ウ。デフォルトは168時間 (7日間 )です。

pki_client_tls_key_duration_days TaniumClientが相互に、および(Zone Serverなしの展開における)Zone Serverまたは

TaniumServerとのTLS通信に使用する鍵ペアの有効期間。デフォルトは7日です｡

PKIClientTLSKeyRenewalWindowHours TaniumClientが相互に、および(Zone Serverなしの展開における)Zone Serverまたは

TaniumServerとのTLS通信に使用する鍵ペアの更新ウィンドウ。デフォルトは4時間です。

表14：鍵のローテーションの設定

Tanium Serverの信頼の管理

アクティブ/アクティブクラスタのTanium Serverが通信して同期できるようにするには、Tanium Server間の信頼関係を有効にする必要

があります。以下のユースケースに対応するために信頼を有効化します：
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l Tanium Core Platform 7.3以前のバージョンからアップグレードしましたが、信頼を有効化してマッピングを設定しなければなり

ません。なぜなら、バージョン7.4以降においてサーバでそれらが要求されるからです。

l Tanium Serverの新規インストールを完了したら、Tanium Server間の信頼関係を有効にする必要があります。

l 当初はTanium Serverをスタンドアロン構成で展開していて、アクティブ/アクティブ構成用に2台目のサーバを展開したいとしま

す。

l アクティブ/アクティブ展開環境のTanium Serverの1つを置き換える必要があります。この場合、古いサーバの信頼状態を取り

消し、新しいサーバ向けの信頼を有効化する必要があります。

[Configuration (設定)] > [Tanium Server] > [Trusted Tanium Servers (信頼済みTanium Server)]ページにアクセスすると、有効

化された、および取り消された信頼状態に関する詳細が[Trust History (信頼履歴)]グリッドに表示されています。

Tanium Serverの信頼を管理するには[Administrator (管理)]予約済みロールが必要です。

TaniumServer間の信頼を有効化する

準備

l アクティブ/アクティブクラスタに両方のTanium Serverをインストールします。手順については、Tanium Core Platform Servers

(Tanium Core Platformサーバ)の下にあるTaniumインフラストラクチャに関する展開ガイドを参照してください。2番目の

Tanium Serverを追加すると、サーバは両方ともTaniumデータベースを通じて自動的にもう片方のサーバの存在を検出し、

[Configuration (設定)] > [Tanium Server] > [Trusted Tanium Servers (信頼済みTanium Server)]ページに表示します。

l 個々のTanium Serverにおいてアクティブなルート公開鍵のフィンガープリントを記録します。そのフィンガープリントを使用して

サーバのIDを確認します。フィンガープリントを表示するには、各サーバのTanium Consoleにサインインし、[Configuration (構

成)] > [Tanium Server] > [Root Key Management (ルートキーの管理)]を選択します。

信頼を承認する

1. Tanium ServerのTanium Consoleにサインインします。

コンソールの最上部に、サインインしたサーバのピアのTanium Serverに対する信頼関係の承認が必要であることを示すメッセー

ジが表示されます。

2. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Tanium Server] > [Trusted Tanium Servers

(信頼済みTanium Server)]に移動します。

このページには、サインインしたサーバとの関連で信頼関係を必要とするTanium Serverに関する情報が表示されます。

3. その信頼を要求するTanium ServerのIDを、その[Root Key Fingerprint (ルート鍵のフィンガープリント )]と[IP Address (IPアド

レス)]で検証します。

Tanium Serverの識別子が誤っている場合、そのサーバを廃止してから信頼を拒否します。拒否された信頼

は、Tanium Serverの特定のインスタンスにおいて不可逆的です。その後、信頼を承認するには、サーバをアン

インストールして再インストールし、新しいルート鍵ペアを生成できるようにします。

4. [View More (詳細を表示)]をクリックし、信頼承認ワークフローを開始します。

https://docs.tanium.com/
https://docs.tanium.com/
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5. [Accept (承認)]をクリックし、プロンプトが表示されたら操作を確認します。

[Trust Status (信頼状態)]は、もう片方のTanium Serverの信頼が有効化されるまでは[Pending (保留中)]のままです。

6. もう片方のTanium Server上でこれと同じ手順を繰り返す必要があります。終了すると、[Trust Status (信頼状態)]は[Trusted

(信頼済み)]に変更されます。

TaniumServer間の信頼関係を取り消す

アクティブ/アクティブ展開環境のTanium Serverの一方を置き換える場合は、以下の手順で古いサーバの現在の信頼関係状態を取

り消してから、新しいサーバの信頼関係を有効にします。

1. 信頼関係を取り消すサーバと信頼関係を持っているTanium ServerのTanium Consoleにサインインします。

2. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Tanium Server] > [Trusted Tanium Servers

(信頼済みTanium Server)]に移動します。

3. 信頼を取り消すTanium Serverのタイルで、[Revoke (取り消し)]をクリックし、プロンプトが表示されたら操作を確認します。

Zone Serverとハブの管理

ネットワークセキュリティポリシーで、信頼関係のない外部ネットワーク内上のTanium ClientがTanium Serverとの接続を開始すること

を許可していない展開環境では、DMZにTanium Zone Serverを展開して、クライアントとTanium Server間の通信をプロキシ経由に

することができます。この場合、Tanium ServerはTanium Zone Server Hub経由でZone Serverと通信します。Tanium Serverとハブ

が通信できるよう、両方のサーバとハブの間の信頼関係を有効にする必要があります。また、信頼関係のあるZone Serverのみがハブ

と通信するよう各Zone Serverをハブにマッピングする必要もあります。アクティブ/アクティブ展開環境では、Tanium ServerとZone

Server、Hubごとに信頼関係を有効にして、マッピングを設定します。

Zone Serverのデプロイ

Tanium™ Appliance展開環境では、Zone Server Hubは必ずTanium Serverにインストールします。Windows展開

環境では、通常、ハブはTanium Serverにインストールしますが、専用ホストにインストールすることもできます。

Zone Serverとハブの詳細、およびそれらのインストール手順については、「Tanium Core Platform展開ガイド -

Windows: Tanium Zone Server」を参照してください。。

以降の手順では、以下のユースケースに対応しています。

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/index.html#Tanium_Zone_Server
https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/index.html#Tanium_Zone_Server
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l Tanium Core Platform 7.3以前のバージョンからアップグレードしましたが、信頼を有効化してマッピングを設定しなければなり

ません。なぜなら、バージョン7.4以降においてサーバでそれらが要求されるからです。

l Tanium Server、Zone Server、Zone Server Hubの新規インストールを完了させており、現在、信頼を有効化してマッピング

を設定する必要があります。

l Zone ServerまたはZone Server Hubを既存の展開に追加しなければなりません。

l Zone ServerまたはZone Server Hubを置き換える必要があります。この場合、信頼状態を取り消し、古いハブのマッピングを

削除し、新しいハブの信頼を有効化してマッピングを設定する必要があります。

Zone Serverとハブ間の信頼とマッピングを管理するには、Administrator予約済みロールが必要です。

信頼関係を確立してマッピングを構成する

準備

Tanium Server、Zone Server、Zone Server Hubをインストールします。手順については、Tanium Core Platform Servers (Tanium

Core Platformサーバ)の下にあるTaniumインフラストラクチャに関する展開ガイドを参照してください。Zone Server Hubを追加すると、

Tanium Consoleによって [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Tanium Server] > [Zone Server Hub Trust

(Zone Server Hubの信頼関係)]ページに自動的にタイルとして表示されます。

アクティブ/アクティブ展開環境のそれらのTanium Serverで、以下のタスクを記載順に実行します。

ZONE SERVER HUBの信頼を承認する

各Zone Server Hubに対して、次の手順を実行します。

Zone Server Hubをバージョン7.3以前からアップグレードした場合、そのハブは信頼が承認された後に

ZoneServerList.txtファイルをZone Serverマッピングに移行させます。

1. 後のステップで信頼関係を確立する前にIDを確認できるよう、Zone Server Hubの登録フィンガープリントを表示します。

アプライアンスの展開 :

a. tanadminロールを持つユーザとして、Zone Server HubアプライアンスのTanOSコンソールにログインします。

b. @を入力して [About the Appliance (アプライアンス情報)]ページを開き、[TZS Hub Registration Fingerprint (TZS

Hubの登録フィンガープリント )]フィールドの値をメモします。

Windowsの展開：

a. Zone Server HubのCLIにサインインします。

b. Zone Server Hubインストールディレクトリ(例：\Program Files (x86)\Tanium\Tanium ZoneServer)に移動しま

す。

> cd <Zone Server>

https://docs.tanium.com/
https://docs.tanium.com/
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c. Zone Server Hubの登録フィンガープリントを表示します。

> TaniumZoneServer pki show-registration-fingerprint

2. Tanium ServerのTanium Consoleにサインインします。

3. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Tanium Server] > [Zone Server Hub Trusts

(Zone Server Hubの信頼関係)]に移動します。

このページにはインストールした個々のZone Server Hubのタイルが表示されます。

4. [Fingerprint (フィンガープリント )] およびそのIP アドレスまたはFQDNで個々のZone Server HubのIDを検証します。

Zone Server Hubの識別子が誤っている場合、そのハブを廃止してからその信頼を拒否します。拒否された信

頼は、ハブの特定のインスタンスにおいて不可逆的です。その後、信頼を承認するには、ハブをアンインストール

して再インストールし、新しいフィンガープリントを生成できるようにします。

5. Zone Server Hubのタイルで、[Accept (承認)]をクリックし、[Confirm (確定)]をクリックします。

6. ハブの詳細が正しいことを確認して、[Accept (承認)]をクリックし、サインインパスワードを入力して、[OK]をクリックします。

[Zone Server Hub (Zone Serverハブ)]タイルにおいて、信頼の[Status (ステータス)]は[Approved (承認済み)]に変更されま

す。

ZONE SERVERからZONE SERVER HUBへのマップ

Zone Server Hubの信頼を承認したら、各Zone Serverについて次の手順を実行します。アクティブ/アクティブ展開環境では、両方の

Zone Serverを各Zone Server Hubにマッピングします。

1. 後のステップで信頼関係を確立する前にIDを確認できるよう、Zone Serverの登録フィンガープリントを表示します。

アプライアンスの展開 :

a. tanadminロールを持つユーザとして、Zone ServerアプライアンスのTanOSコンソールにログインします。

b. @と入力して [About the Appliance (Appliance情報)]ページを開きます。[TZS Registration Fingerprint(TZSの登録

フィンガープリント )]フィールドの値をメモします。

Windowsの展開：

a. Zone ServerのCLIにサインインします。

b. Zone Serverのインストールディレクトリに移動します(例：\Program Files (x86)\Tanium\Tanium

ZoneServer)。

> cd <Zone Server>

c. Zone Serverの登録フィンガープリントを表示します。

> TaniumZoneServer pki show-registration-fingerprint

2. Tanium Consoleにサインインします。
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3. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Tanium Server] > [Zone Server Hub Trusts

(Zone Server Hubの信頼関係)]に移動します。

4. Zone Server Hubタイルにおいて[Add Zone Server (Zone Serverの追加)]をクリックします。

5. Zone ServerのIP アドレスまたはFQDNを入力します。Zone Server Hubからのトラフィックに向けてデフォルトの17472ではない

ポートを使用するようにZone Serverを設定した場合、そのポートを<[FQDN] | [IP address]>:<port>の形式で指定しな

ければなりません(例：zs1.example.com:17473または192.168.2.1:17473)。

Zone Server HubとTanium Clientからのトラフィックに別々のポートを設定することは、Zone Serverのセキュリ

ティを改善するためのベストプラクティスです。詳しくはWindows用Tanium Core Platform展開ガイド：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を参照してください。

6. [OK]をクリックし、サインインパスワードを入力して、再度 [OK]をクリックします。

Tanium Consoleは、マッピングの表示に数分かかる場合があります。すると、Zone Serverタイルにおいて、マッピングの[Status

(ステータス)]に(Pending [保留中 ])が表示されます。マッピングはまた、[Zone Servers to Zone Server Hub Mappings (Zone

ServerからZone Server Hubへのマッピング)]グリッドにも表示されます。

7. [Zone Server]タイルにおいて[Accept/Deny (承認 /拒否)]をクリックし、マッピングのワークフローを開始します。

8. [Fingerprint (フィンガープリント )] およびそのIP アドレスまたはFQDNで個々のZone ServerのIDを検証します。

Zone Serverの識別子が誤っている場合、そのサーバを廃止してからその信頼を拒否します。

9. [Accept (承認)]をクリックし、サインインパスワードを入力して、[OK]をクリックします。

[Zone Server (Zone Server)]タイルにおいて、マッピングの[Status (ステータス)]は[Approved (承認済み)]に変更されます。

信頼を取り消し、マッピングを削除する

Zone Server Hubのひとつを置き換える必要がある場合、古いハブの信頼状態とZone Serverのマッピングを取り消し、新しいハブの

信頼とマッピングを確立します。Zone Serverを置き換える必要がある場合、そのハブのマッピングを削除し、新しいZone Serverのマッ

ピングを作成します。アクティブ/アクティブ展開環境の各Tanium Serverでこれらのタスクを実行します。

ZONE SERVER HUBを取り消す

1. Tanium ServerのTanium Consoleにサインインします。

2. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Tanium Server] > [Zone Server Hub Trusts

(Zone Server Hubの信頼関係)]に移動します。

このページには個々のZone Server Hubのタイルが表示されます。

3. Zone Server Hubのタイルで、[Revoke (取り消し)]をクリックし、サインインパスワードを入力して、[OK]をクリックします。

Zone Server Hubセクションにそのハブのタイルは表示されなくなります。

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/installing_tanium_zone_server.html#ZS_separate_ports
https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/installing_tanium_zone_server.html#ZS_separate_ports
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ZONE SERVERを取り消す

1. Tanium ServerのTanium Consoleにサインインします。

2. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Tanium Server] > [Zone Server Hub Trusts

(Zone Server Hubの信頼関係)]に移動します。

このページには個々のZone Serverのタイルが表示されます。

3. Zone Serverのタイルで、[Revoke (取り消し)]をクリックし、サインインパスワードを入力して、[OK]をクリックします。

Zone Serverセクションにそのハブのタイルは表示されなくなります。

ZONE SERVER HUBからZONE SERVERへのマッピングを削除する

1. Tanium ServerのTanium Consoleにサインインします。

2. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Tanium Server] > [Zone Server Hub Trusts

(Zone Server Hubの信頼関係)]に移動します。

[Zone Servers to Zone Server Hub Mappings (Zone ServerからZone Server Hubへのマッピング)]グリッドは各マッピングの

エントリを持っています。

3. マッピングを選択して、[Delete Mapping (マッピングの削除)] をクリックし、サインインパスワードを入力して、[OK]をクリックしま

す。
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パート6：Questionを実行する

Tanium Interactを使用してQuestionを実行すると、エンドポイントの情報を取得できます。たとえば、エンドポイントで重要なセキュリ

ティパッチが存在しないかどうかを判定するQuestionを実行できます。エンドポイントから返されるQuestion結果に基づいて、セキュリ

ティパッチのインストールなどのアクションを展開することができます。

Question結果の操作と分析の詳細は、「パート7：Questionの結果を管理する(ページ139)を参照してください。

アクション展開の詳細は、「アクションのデプロイ(ページ157)」を参照してください。

Questionの実行に必要なユーザロールとアクセス権限については、「Tanium Interactのアクセス権限(ページ37)」を参

照してください。

Questionとは？

TaniumのQuestionは、Tanium Serverから管理対象エンドポイントに発行されるクエリです。ダイナミックQuestionは、Interactのデー

タ探索あるいはQuestionビルダ機能を使用して作成および発行するQuestionです。保存済みQuestionは、これらの機能を使用して

再構成することなく、Questionを再発行することができる設定オブジェクトです。

データ探索機能は、専門的なクエリ言語ではなく、最初に自然なQuestionを使うことから始めることを可能にする自然言語パーサで

す。完全な文章やしっかりした構文でQuestionを入力する必要はありません。大文字と小文字は区別されず、スペルミスがあっても大

丈夫です｡ パーサは入力内容を解釈し、有効なクエリ数を提案するため､それらクエリを利用してTanium Clientに送信するQuestion

を一定の形式にすることができます｡ Interactは、データ探索機能をInteractの [Overview (概要)] ページとTaniumの [Home (ホーム)]

ページ上部にテキスト入力フィールドの形式で提供しています。

次の図は、Interactが自然言語パーサを使用して、ユーザ入力に基づいて有効なクエリを提案するに変換される例を示しています。ま

ず、ユーザはlast logged in userと語句を入力し、[Search (検索)]をクリックします。この入力に対し、Interactは有効な構文で

形成されたクエリのリストを返します。
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図15：自然言語パーサ

Questionには取得する情報を指定するget句と対象エンドポイントを指定するfrom句があります。基本的なQuestionには、以下が

含まれます。

l get句の1つ以上のセンサー名(例 :最後にログインしたユーザ)

l from句のFrom all machines(Tanium Clientをホストするすべてのエンドポイント )

高度なQuestionには、フィルタ句とパラメータ化センサーを含みます。

Question構文の詳細については、参照：Questionの例(ページ376)および関連情報：高度なQuestion構文 (ページ380)を参照してく

ださい。

センサーとは？

センサーは、エンドポイントで実行されてTaniumのQuestionに対する応答を計算するスクリプトです。Tanium Serverは、Tanium

Clientの登録中にセンサーをエンドポイントに配布します。センサーでは、以下のような情報を収集するQuestionを実行ができます。

l ハードウェア/ソフトウェアのインベントリと設定を取得する

l 実行中のアプリケーションとプロセス

l ファイルとディレクトリ

l ネットワーク接続

Tanium Serverのインストールプロセスは、広範な一般的なQuestion用のセンサーを含むTanium™ Default ContentおよびTanium™

Interactコンテンツパックを自動的にインポートします。その他のTaniumソリューションをインポートすると、インポートされたTaniumコンテ

ンツパックまたはTaniumソリューションモジュールに応じて、追加のセンサーが提供されることがあります。Taniumが提供するコンテンツ

内に必要なセンサーが見つからない場合は、カスタムセンサーを作成できます。

詳しくはセンサーの管理(ページ186)を参照してください。
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計数Questionと非計数Question
計数型Questionで返される結果は、特定の応答文字列が複数のエンドポイントに対して同じになる可能性があります。[Question

Results (Questionの結果)] グリッドには、共通する応答を返すエンドポイント数を示す [Count (カウント )] 列が含まれます。計数

Questionには、センサーを1つだけ含めることができます｡ 管理対象のエンドポイントのオペレーティングシステムを返すセンサーを含む計

数型Questionとしては、たとえばGet Operating System from all machinesがあります。エンドポイントによって応答メッセージ

に応答が追加されると、その値に一致する応答の集計値がインクリメントされます｡ Tanium Serverは応答文字列からなる表を管理し

ます。オペレーティングシステムなど、こうしたケースは数多くあり、多くのエンドポイントはいくつかる共通する応答を返すだけなので、

Tanium Server上のこうしたQuestionのフットプリントは比較的小さくなります。

図16：計数Question

非計数Questionには、各エンドポイントから一意の文字列を返すセンサーがあります。たとえば、Get Tanium Client IP

Address from all machinesでは、一意のIPアドレスが返されます。非計数型Questionの場合、Tanium Clientは既存の文字

列の集計値をインクリメントするのではなく、新しい文字列を応答メッセージに追加します。このため、Tanium Server上の非計数型

Questionのデータフットプリントは大きくなることがあります。
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図17：非計数Question

Questionビルダを使用したQuestionの作成では、計数型Questionによって返される結果応答数があまりにも多い場

合に計数型Questionを非計数型Questionに変換するオプションがあります。

複数センサーを使用するQuestion
Questionを作成すると、get句のAND演算子を使用して、複数のセンサーを指定することができます。[Question Results (Question

の結果)]ページは、次の例に示すように、最初のセンサー、次のセンサーというように結果をグループ化します。

図18：複数のセンサーを使用したQuestion
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パラメータ化センサーを使用するQuestion
パラメータ化センサーは、[Explore Data (データ探索)]フィールドまたはQuestionビルダへのQuestionの入力で指定された値を使用し

ます。以下は、Registry Value Dataセンサーの例です。Tanium Consoleは、レジストリのパスと値を指定するよう促します｡

図19：パラメータ化センサー

もう1つの例として、High CPU Processesセンサーがあります。各マシンから返されるCPUプロセス数を表すパラメータを指定できます。

たとえば､CPUの使用率が上位5つのプロセスを確認しようとしているとします。Questionの構文は以下のようになります｡

Get High CPU Process[5] from all machines

複数のパラメータを持つセンサーの場合は、コンマで区切ったパラメータの順序付きリストを渡すことができます。たとえば、ID1を使用し

たアクションのアクションログから最初の10行を表示するには、次のようにパラメータリストを指定します。

Get Tanium Action Log[1,10] from all machines

詳細は、以下を参照してください。例 :パラメータ化センサー

フィルタを使用するQuestion
フィルタを使用すると、デフォルトの「all machines」より少ないエンドポイントに絞り込んだQuestionを作成できます。たとえば、次の

高度なQuestionは、特定のプロセス名または値を持つエンドポイントのみを対象としています。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_example_parameterized_sensor.html
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図20：Questionのフィルタ

左側(get句)は完全で有効なクエリです。右側には「from all machines with 」条件を使用したフィルタがあります。from句の

フィルタは、エンドポイントによって処理されるQuestionの最初の部分です。エンドポイントデータがこのフィルタに一致しない場合、エン

ドポイントはそれ以上Questionを処理しません。Questionに複数のフィルタがある場合、エンドポイントは各フィルタを評価します。フィ

ルタ条件は、ブール値のtrueまたはfalseで評価されます。たとえば、式from all machines with Running Processes

contains exploreは、指定文字列が結果文字列と一致した場合に真、一致しない場合に偽になります。フィルタがtrueに評価さ

れる場合、エンドポイントはQuestionの左側にセンサーを実行し、結果を返します。

File Existsのようなパラメータ化センサーは、結果としてFile Existsを返します。「Filename」または「File does not

exist」というメッセージを返します。このため、フィルタ式にセンサーを入力する際は、注意が必要です。

図21：例：パラメータ化センサーを使用したQuestion

フィルタ式from all machines with File Exists["C:\Program Files\PuTTY\putty.exe"] containing

"Exists"は、結果がFile Existsの場合に真になります。C:\Program Files\PuTTY\putty.exeの場合 true、結果がFile

does not existではfalseと評価され、回答セットをフィルタリングするために使用できます。
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図22：例：パラメータ化センサーを使用したフィルタリング

フィルタ式は文字列または正規表現のどちらでも一致検索できます。下表に、[Question Builder (Questionビルダ)]を使用するときに

表示される通りのサポートされているフィルタ演算子を示します。この表はまた、Questionビルダから演算子が読み込まれるか、または

[Explore Data (データ探索)] フィールドに式が入力された後の演算子の正規化方法も示しています。

フィルタ演算子 使用法

contains (指定文字列を

含む)

センサー値が指定された文字列を含む。

例：running processes contains "explore"

doesnot contain (指定文

字列を含まない)

センサー値が指定された文字列を含まない。

startswith (指定文字列

で始まる)

センサー値が指定された文字列で始まる。

例：starts with "explore"

Questionが読み込まれると、matches演算子を使用して正規表現に変換されます。

doesnot start with (指定

文字列で始まらない)

センサー値が指定された文字列で始まらない。

endswith (指定文字列で

終わる)

センサー値が指定された文字列で終わる。

例：ends with "explore.exe"

Questionが読み込まれると、matches演算子を使用して正規表現に変換されます。

doesnot end with (指定

文字列で終わらない)

センサー値が指定された文字列で終わらない。

matches (指定文字列と

一致する)

センサー値が指定された正規表現と一致する(ブースト構文 )。

doesnot match (指定文

字列と一致しない)

センサー値が指定された正規表現と一致しない。

表15：フィルタ演算子

http://www.boost.org/doc/libs/1_54_0/libs/regex/doc/html/boost_regex/syntax/perl_syntax.html
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フィルタ演算子 使用法

in (リストの1つに一致 ) センサー値が指定された文字列の1つに一致する。文字列は空白なしでコンマ区切りします。Questionを読み込む

と、Questionフィールドに表示される式には、inの代わりにequalsとor演算子が使用されています。

例：Questionビルダのフィルタin "10.10.10.10,10.10.10.11"は、Questionを読み込むとIP Address

equals 10.10.10.10 or IP Address equals 10.10.10.11となります。

is equal to (指定文字列と

等しい)

センサー値が指定された値または文字列と等しい。Questionを読み込むと、Questionフィールドに表示される式に

は、is equal toの代わりにequalsが使用されています。

指定文字列と等しくない センサー値が指定された値または文字列と等しくない。Questionを読み込むと、Questionフィールドに表示される式

には、is not equal toの代わりにnot equalsが使用されています。

is less than (指定値より小

さい)

センサー値が指定された値より小さい。Questionを読み込むと、Questionバーに表示される式には、演算子の単語

の代わりに記号 (<)が使用されています。

例：installed application version [chrome] < 12

is less than or equal to (指

定値以下である)

センサー値が指定された値以下である。Questionを読み込むと、Questionバーに表示される式には、演算子の単

語の代わりに記号 (<=)が使用されています。

例：installed application version <= 12

is greater than (指定値よ

り大きい)

センサー値が指定された値より大きい。Questionを読み込むと、Questionバーに表示される式には、演算子の単語

の代わりに記号 (>)が使用されています。

例：installed application version [chrome] > 12

is greater than or equal to

(指定値以上である)

センサー値が、指定された値以上である。Questionを読み込むと、Questionバーに表示される式には、演算子の単

語の代わりに記号 (>=)が使用されています。

例：installed application version >= 12

表15：フィルタ演算子 (続き)

数列センサーのQuestionを含む複雑なフィルタ式の例については、関連情報：高度なQuestion構文 (ページ380)を参照してください。

[Explore Data (データを探索 )] フィールドからQuestionを発行する

Interactの [Explore Data (データを探索)] は、ダイナミックQuestionをすばやく作成できるテキスト入力フィールドです。このフィールド

は、シンプルなQuestionを発行するとき、あるいはTanium Questionの構文を十分理解していてフィルタや正規表現、演算子を含む

高度なQuestionを手動で入力するときに特に有用です。

Question作成中にガイダンスを作成したい場合は、Questionビルダを通してQuestionを送信する(ページ130)を参照

してください。Question構文の詳細については、参照：Questionの例(ページ376)および関連情報：高度なQuestion

構文 (ページ380)を参照してください。
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1. TaniumのホームページまたはInteractの [Overview (概要)] ページに移動します。

2. ページ上部にある[Explore Data (データを探索)] フィールドにQuestionを入力します。

Interactは自然言語パーサを使用して入力情報を解釈します。Questionテキストには自然な英語で、完全な文章、大文字と

小文字の区別、厳密に正しいスペルは必要ありません。

Questionでfrom句を指定しない限り、Interactはデフォルトのfrom all machinesを使用します。このデフォルト値は、コン

ピュータグループ管理権限があるすべての管理対象ポイントがQuestionに返事をするよう指示します。

3. [Search (検索)]をクリックします。

Interactは、一連の提案されたQuestionを有効な構文で、Questionテキストにどれだけ近いかという順序で上から下にリストしま

す。たとえば、last logged in Userを指定した場合、最上位のQuestionはGet Last Logged In User from all

machinesになります。

Questionテキストにパラメータ化されたセンサーが含まれている場合、Interactは提案された各Questionのパラメータ数を示しま

す。
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4. 提案されたQuestionをクリックして問題を解決します。Questionにパラメータ化されたセンサーがある場合は、[Expand (展開)]

をクリックし、パラメータ値を入力して、[Ask Question (Questionを実行)]をクリックして、Questionを発行します。

[Question Results (Questionの結果)]ページが開き、エンドポイントから回答が表示されます。

Questionの結果に関連する詳細とタスクについてはパート7：Questionの結果を管理する(ページ139)を参照してくださ

い。

Questionビルダを通してQuestionを送信する

[Question Builder (Questionビルダ)]は、ダイナミックQuestionを作成するためのガイド付き方法を提供します。フィルタをはじめとし

て､get文とfrom句を完成するのに役立つフォームフィールドがあります。

図23：Questionビルダ
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1. [Question Builder (Questionビルダ)]ページを開きます。

1. 新規Questionを作成するには、Taniumホームページの [Explore Data (データを探索)]フィールド横の [Build

Question (Questionの作成)] をクリックします。

2. 発行したQuestionに絞り込むには、[Questionの結果 ] ページのQuestionフィールド横の [Copy to Question Builder

(Questionビルダにコピー)] をクリックします。

3. [Questionビルダ] ページには、Interactのメニューからアクセスすることもできます。

2. Get the following dataの下にある [+Add (+追加)]をクリックして、get文を作成します。センサー名を入力するためのテキスト

フィールドを含む行が表示されます。
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3. センサー名のフィールドに入力を開始して、タイプヘッドを使用してセンサーを選択し、[Apply (適用)] をクリックします。

もう1つの方法として、センサー名のフィールドの下にある[Browse all Sensors (すべてのセンサーを参照)] をクリックして、

[Browse Sensors (センサーを参照)] ダイアログを開いてセンサーを選択することもできます。ダイアログの下部にセンサーの説明

が表示されます。

4. 複数の[Question Results (Questionの結果)]列にデータを配信するセンサーでは、列データの一致に基づいてフィルタを追加

できます。Questionビルダで、センサーフィールドの下にある[Add Filter (フィルタを追加)]をクリックして、フィルタを設定します。

フィルタの一致はデフォルトで単一列に適用され、その列はセンサー名の下にある最初のドロップダウンリストで選択します。単一

列のフィルタは、センサー定義が単一の文字(例：「|」)で列区切り文字を指定する場合にのみ使用できます。複数の文字(例：
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「|:」)では使用できません。センサーのすべての列の一致検索をするには、[Row filter (行フィルタ)]を選択します。

一致演算子を選択し、一致文字列の正規表現を指定します。部分文字列で一致検索するには、[Substring (部分文字列)]

ボックスを選択して、開始位置(0は1文字目)と文字数(長さ)を指定します。

5. (任意)次のデータを入手するまたはコンピュータからセクションでフィルタを追加する場合、フィルタの下の高度なセンサーオプショ

ンをクリックして、次の設定を構成します。

設定 ガイドライン

Case Sensitivity (大文字

/小文字の区別 )

文字列をグループ化：

1. Ignore case (大文字 /小文字を無視 ):大文字と小文字を区別しないで結果の値をグループ化してカウ

ントします。

2. Match case (大文字 /小文字を区別 ):大文字と小文字を区別して結果の値をグループ化してカウントし

ます。

表16：高度なセンサー設定
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設定 ガイドライン

Matching (一致条件 ) このオプションは [from computers with]でのみ使用できます。

一部のセンサーでは、TaniumClientが複数の結果を返すことがあります｡センサーがfrom句でフィルタとして使

用される場合、結果の一部または全部がフィルタに一致するかを指定します：

1. Match Any Value (任意の値に一致 ):回答内の任意の値が､Questionで指定された値と一致している

必要があります。

2. Match All Values (すべての値に一致 ):回答内のすべての値が､Questionで指定された値と一致している

必要があります。

たとえば、IPアドレスセンサーに対する回答では、TaniumClientはIPv4アドレスとIPv6アドレスの両方を返すこと

ができます。たとえば、192.168を含むIPアドレスセンサーに基づくQuestionで､IPv4アドレスには一致しても、

IPv6アドレスには一致しない可能性があるとしましょう｡ この場合は、[Match Any Value (任意の値に一致 )]オ

プションを利用することもできます。

表16：高度なセンサー設定 (続き)
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設定 ガイドライン

Treat Data As (適用する

データ型 )

Interactは、ユーザが指定した種類のデータとしてセンサー値を処理します。

タイプ 例

日付 /時刻 (BES) 2021年1月29日金曜日 13:14:39 -0500

日付 /時刻 (WMI) 20210129131439.999999-500

ファイルサイズ 8192 KB

1～100 MB

500 MB

34 GB

整数 -100

0

64428

100000000

IPアドレス 10.70.144.52

fe80::8c22:fed6:7720:3c96

数値 -100.77

0,25

1

3.1415926534

10.20.30.40

512:17472:192.168.2.187_512:0:98.30.236.25

1.0e-10

テキスト (任意の有効な文字列を指定可能 )

時間 42分

8時間

1日未満

2週間

36日

2年、3ヶ月、18日、4時間、22分、3.67秒

バージョン 7.4.4.1250

表16：高度なセンサー設定 (続き)
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設定 ガイドライン

MaximumData Age (最

大データ経過時間 )

TaniumClientがキャッシュされた結果を使用してQuestionに回答できる最大時間。たとえば、ファイルサイズセ

ンサーの最大データ経過時間はデフォルトで15分です。TaniumClientはファイルサイズセンサーを実行する

Questionを送信されると、結果がキャッシュされます。次の15分の間にTaniumClientにファイルサイズセンサーを

含むQuestionが入力された場合は、そのキャッシュ結果が回答として返されます。15分の経過後にファイルサイ

ズセンサーを含むQuestionを受けた場合は、センサースクリプトを再度実行して新しい回答を計算します。

ステータスや使用率センサーなど、頻繁に変更がある値を返すセンサーには､経過時間値を小さくします｡筐

体の種類やActive Directoryドメインのメンバーシップなど、通常は頻繁には変更のない値には、経過時間値

を大きくします。

表16：高度なセンサー設定 (続き)

6. from句を作成するには、from computers withの下にあるオプションの1つを選択して、[Apply (適用)]をクリックします。

1. +追加 :エンドポイントが一致する必要がある1つ以上の条件を追加します。センサーあるいはコンピュータグループ(管

理グループまたはフィルタグループ)で一致検索をすることができます(Select Attribute (属性を選択))。

2. +グループ化 :このオプションを使用すると、ブール演算子を入れ子構造にして、[+ Add (+追加)]を使用して入れ子構

造の式を作成することができます。

入れ子のフィルタをはじめとして、複数のフィルタを構成できます。たとえば、コンピュータにインストールされているウェブブラウザを

調べる場合は、from句で BooleanのANDまたはORを使用することで、最新のブラウザを対象にすることができます。

7. (任意) Tanium Clientからの応答にコンピュータIDを強制的に含めさせることで、単一センサーの計数型Questionを非計数型

Questionに変換する場合は、[Advanced Question Options (詳細Questionオプション)] をクリックして、[Force Computer ID

(Computer IDを強制)] を有効にします。このオプションを選択すると、[Question Results (Questionの結果)] ページにコン

ピュータIDが含まれなくなることに注意してください。非計数Questionに変換することは、計数Questionがtoo many results

という回答を返す場合の回避策として使用できます。詳細については、KB記事エラーのトラブルシューティング/情報メッセージ

(結果が多すぎる)を参照してください。

8. [Ask Question (Questionの実行)]をクリックして、Questionを発行します。

[Question Results (Questionの結果)]ページが開き、エンドポイントから回答が表示されます。

Questionの結果に関連する詳細とタスクについてはパート7：Questionの結果を管理する(ページ139)を参照してくださ

い。

Questionの有効期限

ダイナミックまたは保存済みQuestionを発行すると、Tanium ServerはそのQuestionにQuestionIDを割り当てます。ウェブブラウザの

URLフィールドにQuestionIDが表示されます。たとえば、URL https://10.20.30.40/#/interact/q/376では、QuestionIDは

376です。

QuestionIDは10分後に「期限切れ」となり、そのURLは無効になります。つまり、ページを更新したり、リンクを共有したりできるのは、そ

の10分間だけです。

10分後にこのURLに移動すると、InteractはQuestion Expiredメッセージを表示して、このQuestionを再発行できるようそのテキス

トをQuestionフィールドにコピーするオプションを提供します。

https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/231604407-Troubleshooting-Errors-Informational-Messages-e-g-TSE-Error-
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/231604407-Troubleshooting-Errors-Informational-Messages-e-g-TSE-Error-
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Question履歴

[Question History (Question履歴)]ページでは、手動でQuestionを再発行したり、Questionの発行履歴、構文、その他の詳細(実

行者や有効期限のタイムスタンプなど)を表示したりできます。デフォルトでは、Tanium Serverは、履歴のQuestionのエントリを7日間

保持します。

デフォルトでは、Questionの有効期限の日時は、Tanium Consoleへのアクセスに使用するシステムのローカル時間に基づいています

が、協定世界時(UTC)に切り替えることができます。

[Question History (Question履歴)]ページを表示するには、Question履歴読み取りアクセス権限を持つロールが必

要です。ただし、このアクセス権限は、[Question History (Questionの履歴ページ)]ページからQuestionを読み込む

ことはできません。Administrator予約ロールを持つユーザは、[Question History (Question履歴)] ページを表示した

り、そのページからQuestionを読み込んだりできます。

Questionを再実行する

Questionを再発行するには、グリッドでそのQuestionを選択し、[Load (読み込み)] をクリックします。Tanium Consoleの [Question

Results (Questionの結果)] ページに結果が表示されます。

Question履歴をエクスポートする

[Question History (Question履歴)]グリッドの内容をCSVファイルの形式でエクスポートすることで、その形式をサポートするアプリケー

ションで表示することができます。Administrator予約ロールを持っている場合は、JSONファイルの形式でエクスポートすることもできま

す。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] >[Management (管理)] > [Question History (Question履歴)] に移動しま

す。

2. 特定のQuestionの情報のみをエクスポートするには、グリッドで行を選択します。すべてのQuestionの情報をエクスポートする場

合は、この手順を省略します。

3. [Export (エクスポート )] をクリックします。

4. (任意)デフォルトのエクスポートファイル名を編集します。

ファイルのサフィックス(.csvまたは.json)は、選択された [形式 ] に基づいて自動的に変更されます。

5. [データのエクスポート ] オプションを選択します。グリッド内のすべてのQuestion、または選択したQuestionのみの情報をエクス

ポートできます。

6. ファイルの形式を選択します。CSV(デフォルト )またはJSON (Administrator予約ロールのみ)のいずれかです。

7. [Export (エクスポート )]をクリックします。

Tanium Serverは、Tanium Consoleへのアクセスに使用されたシステムのDownloadsフォルダにファイルをエクスポートします。
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Question履歴の詳細をコピーする

Question履歴の詳細をクリップボードにコピーして、メッセージやテキストファイル、スプレッドシートに貼り付けることができます。グリッド

の各行は、コンマで区切られた値の文字列です。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] >[Management (管理)] > [Question History (Question履歴)] に移動しま

す。

2. 次のいずれかの手順を実行します。

1. 行情報をコピー:行を選択して [Copy (コピー)] をクリックします。

2. セル情報をコピー:セルの上にカーソルを重ねて、[Options (オプション)] をクリックし、[Copy (コピー)] をクリックします。

保存済みQuestion
ダイナミックQuestionを発行した後、Questionフィールドの上にある [Save (保存))]をクリックすると、関連する設定を含む構成オブジェ

クトとしてそのQuestion構文を保存することができます。これにより、[Explore Data (データを探索)]フィールドやQuestionビルダで同じ

Questionを再作成することなく再発行することができます。インポートしたTaniumコンテンツパックは、事前定義の保存済みQuestion

を提供します。設定可能なスケジュールに基づいて保存済みQuestionを手動で発行できます。Tanium XML APIを使用するTanium

モジュールやカスタムアプリケーションを使用して保存済みQuestionを発行することもできます。詳細については、保存済みQuestionの

管理(ページ211)を参照してください。
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パート7：Questionの結果を管理する

Questionの結果の概要

Tanium Interactを使用してダイナミックQuestionを発行した後、[Question Results (Questionの結果)]ページが開き、エンドポイント

からの回答(結果)をグリッドに表示します。このページには、ライブ更新、キャッシュ結果、フィルタなどの表示オプションが用意されてお

り、結果の分析が容易になります。ページを使用して、Questionをマージし、結果にドリルダウンすることによって、エンドポイントから追

加情報を取得することもできます。

結果グリッドの各行は、同じ応答を報告したエンドポイントの集計です。計数型Questionの場合、[Count (カウント )] 列は、図24に

示すように同じ応答をしたTanium Client数を表示します(「詳細は計数および非計数型Question」を参照)。

保存済みQuestionまたはQuestionのダッシュボードを発行すると、Tanium ConsoleはそれぞれQuestionの結果ページまたはダッシュ

ボードの結果ページを開きます。これらのページは [Question Results (Questionの結果)] ページに似ていますが、追加のオプション

があります(「保存済みQuestionを発行する」および「保存済みQuestionのダッシュボードを発行する」を参照)。

図24：Questionの結果グリッド

行の選択

グリッドを操作して目的の結果を表示すると、結果行の一部またはすべてを選択して[Deploy Action (アクションを展開)] をクリックする

ことで、エンドポイントにアクションを展開することができます。全体の手順については、アクションの展開を参照してください。

l グリッドの最大100行までを選択できます。

l ドリルダウンやコピー、エクスポート、またはアクション展開で複数の連続する結果行をすばやく選択するには、最初の行のチェッ

クボックスをクリックし、Shift キーを押しながら最後の行のチェックボックスをクリックします。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_questions.html#counting_questions
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#reissue_questions
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#issue_dashboard
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html
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l ヘッダー行横のチェックボックスをクリックすると、画面に表示されている最初の行から100 行が選択されます。行がすでに選択さ

れている場合は、上限の100行に達するまで行が選択されます。チェックボックスをもう一度クリックすると、選択した行が選択

解除されます。

ライブアップデートを有効 /無効にする

[Question Results (Questionの結果)] グリッドツールバーの左上には、結果を報告したTanium Clientの割合が示されます。デフォ

ルトでは、このライブ更新機能は有効であり、つまり、Tanium ConsoleはTanium Clientからの結果報告に応じてグリッドを更新しま

す。

[Pause (一時停止)] をクリックすると、グリッドの更新が停止し、[Play (再生)] をクリックすると、更新が再開されます。

100%のTanium Clientから報告があったとしても、不完全な結果と思える回答行が表示されることがあります。
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[no results]

この結果は、Tanium Clientが回答するように指示されたものの、センサーフィルタと一致する値がないことを示します。これは、

フィルタをget句に適用した場合に発生します。from句ではありません。たとえば、QuestionがGet IP Address ending

with 2 from all machinesのQuestionの場合、すべてのエンドポイントが応答を報告し、IPアドレスの最後の数字が2

でないエンドポイントは[no results]を返します。ベストプラクティスとして、このフィルタはfrom句で利用します。たとえば、

Get IP Address from all machines where IP Address ends in 2と入力すると､想定外の[no results]行

は返されません。センサーから値が返されなかったり、センサーがスクリプトを実行できなかったりした場合は、[no results]と

表示されることがあります。

[Current Result Unavailable]

センサーの評価に通常よりも時間がかかる場合、当初、エンドポイントはリニアチェーンを通って最終的にはTanium Serverに

渡される応答メッセージにその応答[current results unavailable]を供給します。ただし、センサープロセスは、当初

の応答の提供後もエンドポイントで動作し続け、プロセスが完了すると、エンドポイントは更新した応答を送信します。こうし

て、Tanium Serverによって [Question Results (Questionの結果)]グリッドが更新されます。

[Results Currently Unavailable]

この結果は、Tanium Serverが応答を正しく解析できないことを示します。この場合は、Taniumサポートに問い合わせてくださ

い。

オンラインおよびオフラインのエンドポイントの結果を表示する

[Question Results (Questionの結果)] ページが開くと、最初に現在の結果のみが表示されます。これは、Questionを発行した時点

でオンラインだったエンドポイントからの応答です。オンラインから現在オフラインになっているエンドポイントにクエリを発行したときに

Tanium Serverが保存した最近の結果またはキャッシュ結果を表示することもできます。

図25：現在、最近、およびキャッシュの結果

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/troubleshooting.html#support
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/troubleshooting.html#support
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保存されている結果を表示するオプションを使用すると、管理対象エンドポイントのより完全なビューを表示できます。たとえば、オンラ

インのエンドポイントとオフラインのエンドポイントの両方のセキュリティ状態の評価では、重要なパッチが適用されているエンドポイント、

あるいは特定のサードパーティ製アプリケーションがインストールされているエンドポイントに関するQuestionについて、現在の結果と保

存結果の両方を表示することができます。表示する結果の種類に対応するボタンをクリックします。

l 現在 :デフォルトでは、グリッドには、現在オンラインのエンドポイントの結果のみが表示されます。

l 最近(保存済みQuestionのみ):サーバが最後にQuestionを発行した後も結果がTanium Serverに残っている場合、このオプ

ションを有効にすると、オンラインのエンドポイントからの結果に加えて、オフラインのエンドポイントの結果も含まれます。デフォル

トでは、サーバは保存済みQuestionの結果を7日間保持します。サーバは、センサーではなく、特定の保存済みQuestionに

最近の結果を関連付けることに注意してください。つまり、複数の保存済みQuestionで同じセンサーが使用されていても、発

行するQuestionとコンピュータ管理グループアクセス権限によって、そのセンサーについて結果グリッドに表示される最近の結果

は異なる場合があります。最近の結果は、保存済みQuestionの作成アクセス権限を持つユーザのみが閲覧できます。

l キャッシュ:グリッドには、「特定のセンサーについてすべての管理対象エンドポイントを定期的にクエリする」でTanium Serverが

収集した結果が表示されます。このオプションは、収集対象としてすべてのセンサーが登録されているQuestionにのみ表示され

ます。デフォルトでは、サーバは結果を30日間保持します。サーバはセンサーごとに結果を保存するため、使用するセンサーが

同じダイナミックQuestionまたは保存済みQuestionが発行されると、グリッドには同じセンサー結果が表示されます。グリッドに

は、最近収集された結果のみが表示されます。データ収集登録書き込みアクセス権限を持つユーザのみがセンサーを登録で

きます。詳細は、センサー結果のコレクションを管理するを参照してください。

オフラインのエンドポイントの場合は、[Recent (最近)]ではなく[Cached (キャッシュ)] 結果を表示するのがベストです。

キャッシュ結果の場合は、Tanium Serverによって応答するエンドポイントがより正確に識別されるため、すべてのユー

ザが結果を見られるようになり、ダイナミックQuestionと保存済みQuestionの両方の結果が返されます。

Questionの結果をフィルタリングする

[Question Results (Questionの結果)]グリッドのヘッダーのフィルタコントロールを使用すると、指定した基準に一致する結果のみを表

示することができます。

図26：Questionの結果グリッドのフィルタ

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_sensors.html#manage_sensor_collection
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[Question Results (Questionの結果)]グリッドには複数のグリッドフィルタがあります。Tanium Serverは、

Boolean ANDでフィルタを組み合わせます。たとえば、コンピュータグループフィルタを選択し、詳細フィルタも設

定した場合は、サーバは両方のフィルタの論理を組み合わせます。

テキストフィルタを使用する

[Filter By Text (テキストでフィルタ)] フィールドを使用すると、すべてのグリッド列の値に基づいて[Question Results (Questionの結

果)] グリッドをフィルタリングできます。Tanium ServerはQuestionを再発行することなくグリッドをフィルタリングします。[Contains (含

む)]または[Does not contain (含まない)]を選択し、検索文字列を入力して、[Search (検索) ]をクリックします。

コンピュータグループのフィルタを使用する

[Filter by Computer Group (コンピュータグループでフィルタ)] ドロップダウンリストでエントリが選択された場合は、Tanium Serverはそ

のフィルタが追加された新しいQuestionが発行します。All Computers、No Computers、またはユーザ設定のコンピュータグループを

選択します。コンピュータグループのリストが長い場合、[Computer Group (コンピュータグループ)]ドロップダウンリストでテキストフィルタ

を使用して、グループ名でフィルタリングできます。Questionを保存した場合、Questionのテキストにはコンピュータグループフィルタが含

まれますが、ドロップダウンリスト内のテキストフィルタは含まれません。
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[Filter by Computer Group (コンピュータグループでフィルタ)] ドロップダウンリストには、割り当てまたは継承を使用し

て自ユーザアカウントから使用できるグループ(管理グループ)、または、自アカウントのロールにアクセス権限があるコンテ

ンツセットに割り当てられているグループ(フィルタグループ)のみが表示されます。詳細は、コンピュータグループの管理を

参照してください。

高度なフィルタを使用する

高度なフィルタを使用して、列値を含めて、条件に一致するQuestionの結果をフィルタリングします。

1. [Question Results (Questionの結果)] グリッドのヘッダーで [Filters (フィルタ)]をクリックします。

2. 以下のいずれかのボタンをクリックして、フィルタ条件を追加します。

1. + Row (+行):条件を追加して、[Apply (適用)] をクリックします。

2. + Grouping (+グループ化):ブール演算子を入れ子構造にするには、このオプションを選択します。[+ Row (+行)] また

は [+ Grouping (+グループ化)] を使用して入れ子構造の式を作成し、[Apply (適用)] をクリックします。

[Apply (適用)]をクリックすると、グリッドが更新されます。

結果グリッドの外観を管理する

[Question Results (Questionの結果)] グリッドの行を、特定の列の値に基づいてアルファベット順または数値順に並べ替えるには、

列のヘッダーをクリックします。

グリッドに表示されている列を変更するには、グリッドのツールバーにある [列のカスタマイズ] をクリックし、列のチェックボックスを選択(表

示)または選択解除(非表示)します。

テキストの折り返しを切り替えるには、グリッドのツールバーにある [Wrap (折り返す)] または [Unwrap (折り返しを解除)] をクリックしま

す。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_computer_groups.html
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図27：[Question Results (Questionの結果)]グリッドの並べ替え、列の可視性、テキスト折り返しコントロール

結果をエクスポートおよびコピーする

[Question Results (Questionの結果)]ページには、結果グリッドの内容をコピーおよびエクスポートするための幾つかのオプションがあ

ります。グリッドのツールバーの右側にある [Export (エクスポート )] をクリックすると、すべての結果をエクスポートできます。また、特定の

結果を選択して、グリッドの上にある [Copy (コピー)]または [Export (エクスポート )]をクリックすることもできます。

図28：Questionの結果のコピーまたはエクスポート
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Questionの結果をクリップボードにコピー

Questionの結果をクリップボードにテキスト形式でコピーすることができます。コピーされたテキストにセンサー名(列ヘッダーとしてグリッド

に表示)を含めるには、Tanium Consoleユーザ設定を指定するを参照してください。

l 特定の結果をコピーするには、対応するチェックボックスを選択して [Copy (コピー)]をクリックします。

l 1つのグリッドセルの内容をコピーするには、そのセルの上にカーソルを重ねて、[Options] をクリックし、[Copy Cell Value (セル

値をコピー)] をクリックします。

l グリッドセルの内容をコピーするには、[Alt]キー(Windows)または[Option]キー(macOS)を押しながらコピーするグリッドセルをク

リックします。Tanium Consoleは、クリップボードにセル内容のコピーがあることを示すメッセージを表示します。この操作は、

Tanium Consoleのほとんどのグリッドで使用できます。

Questionの結果をエクスポートする

Questionの結果をCSVファイルにエクスポートできます。

1. 次のエクスポートオプションのいずれかを選択します。

1. 特定の結果をエクスポートするには、対応するチェックボックスを選択して、[Export (エクスポート )] をクリックします。

2. 結果全体をエクスポートするには、グリッドのヘッダーにある [Export (エクスポート )] をクリックします。

2. CSVファイルのファイル名を入力します。

3. CSVファイルにセンサー(グリッドの列のヘッダー)を含めるには、[Include headers in export (エクスポートにヘッダーを含める)]を

選択します。

エクスポート対象としてする結果の一部のみを選択した場合は、[Export (エクスポート )] をクリックし、残りの手順を省略します。

以下では、結果全体をエクスポートする場合にのみ使用できるオプションについて説明しています。

4. 応答があったエンドポイントのそれぞれに1つのセンサーによって複数の結果が生成された場合のCSVファイルでのQuestionの結

果の表示方法を選択します。たとえば、Get Computer Name and High CPU Processes [5] from all machines

というQuestionで、High CPU Processesセンサーからエンドポイントのそれぞれに5つのプロセスが返されたとします。デフォルト

では、CSVファイルには、エンドポイントに対してセンサーが生成したすべての結果が1行で表示されます。このQuestion例では、

このことはエンドポイント (コンピュータ名で識別)ごとに上位5つのプロセスのすべてが1行に表示されることを意味します。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_customizations.html#User_preferences
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センサーが生成する結果ごとに1行が表示されるようにするには、[Flatten rows (行を平坦化)] を選択します。このQuestion例

でエクスポートを平坦化すると、High CPU Processessセンサーから返されたプロセス1つにつき1行、つまり、エンドポイント1つに

つき5行が表示されることになります。このオプションは、Question内の1つのセンサーに複数の結果がある場合のみ機能します。

[Flatten rows (行を平坦化)] を選択すると、[Fail on errors (エラー時失敗)] チェックボックスが表示されます。[Fail on erros

(エラー時失敗)] を選択した場合は、複数の値を持つ複数の列(センサー)が結果に含まれていると、すべての結果のエクスポート

が失敗します。この例では、1つのエンドポイントからComputer NameとHigh CPU Processesの両方で複数の結果が返された

場合にエラーになります。デフォルトでは、[Fail on errors (エラー時失敗)] は無効であり、エラーがあってもエクスポートは続行さ

れます。ただし、出力にはエラーが含まれます。関係する結果を平坦化しないと、複数の値を持つ複数の列のそれぞれに複数の

行が使用されることはありません。

5. [Export (エクスポート )]をクリックします。

Questionをマージする

結果が別のQuestionにつながることはよくあることです。たとえば、コンピュータ名と実行中のプロセスを返すQuestionの結果に、一部の

エンドポイントでの不審なプロセスの実行が示されているとしましょう。このQuestionを別のQuestionとマージすることで、最終ログイン

ユーザなどの別の情報を得ることができます。Tanium ServerによってマージQuestionがバックグラウンドで発行されると、Tanium

Consoleが、そのマージQuestionが指定していたセンサーの結果を含む列が追加された [Question Results (Questionの結果)]グ

リッドを再表示します。
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マージ操作は、すべての結果に自動的に適用されます。マージする前にグリッドの行を選択する必要はありません。

1. [Question Results (Questionの結果)] グリッドのツールバー右側の [Merge (マージ)] をクリックして、[Select Merge

Questions (マージQuestionの選択)] ダイアログを開きます。

2. いずれかのタブを使用してQuestionを追加し､[Merge (マージ)] ボタンをクリックします。

1. Saved Questions (保存されたQuestion)：保存済みQuestion読み取りアクセス権限を持つコンテンツセットに割り当て

られた保存済みQuestionを一覧表示します。また、このQuestionは、Display this question in the list of questions

that are available to merge (マージ可能なQuestionのリストにこのQuestionを表示)設定が有効になっている必要があ

ります。

[Visibility (可視性)] がOnly the Owner and Admins can see this objectに設定されている保存済

みQuestionのみが含まれるようにリストをフィルタリングするには、[Hide public questions (パブリック

Questionを非表示)] を選択します。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#SQ_merge
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#SQ_merge
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2. Create a Question (Questionを作成)：Interactの [Explore Data (データ探索)] フィールドで同じ構文を使用して

Questionを入力します(「 [Explore Data (データ探索)]フィールドを使用してQuestionを発行する」を参照)。

3. Build a Question (Questionを構築)：InteractのQuestionビルダと同じフィールドを使用してQuestionを作成します

(「Questionビルダを使用してQuestionを発行する」を参照)。

get句にセンサーを追加して、from句にフィルタを追加しないことに注意してください。[Merge (マージ)]をクリックすると、

from句が[Question Results (Questionの結果)]グリッドで選択された行に基づいて自動的に設定されます。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_questions.html#Question_Bar
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_questions.html#Question_Builder
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[Merge (マージ)]をクリックすると、[Question Results (Questionの結果)]グリッドが更新された結果を表示します。グリッドのヘッ

ダーには、マージの設定を変更するための [Edit (編集)] ボタンがあります。

結果にドリルダウンする

[Question Results (Questionの結果)] グリッドでは、選択した結果をドリルダウンすることで、関係するエンドポイントのさらに詳しい

情報を見ることができます。ドリルダウンQuestionを効果的に追加することは、そのセンサーを使用して選択した結果をフィルタリングす

ることを意味します。典型的なユースケースとしては、アクションのためにエンドポイントを少なめに絞り込みます。のより小さなグループを

対象としています。たとえば、すべてのエンドポイントについてシャーシタイプとオペレーティングシステムのリストを返すQuestionを最初に

発行したとます。特定の結果を返すエンドポイントの識別情報を確認するには、[Computer Name (コンピュータ名)]センサーで結果を

ドリルダウンします。

1. [Question Results (Questionの結果)]グリッドで、追加情報が欲しい結果のチェックボックスを選択します。[Drill Down (ドリル

ダウン)]ボタンがグリッド上に表示されます。

2. [Drill Down (ドリルダウン)]をクリックして、[Select Drilldown Question (ドリルダウンQuestionの選択)] ダイアログを開きます。

3. 次のいずれかのタブを使用してドリルダウンQuestionを指定し、[Drill Down (ドリルダウン)] をクリックします。

1. Saved Questions (保存されたQuestion)：保存済みQuestion読み取りアクセス権限を持つコンテンツセットに割り当

てられた保存済みQuestionを一覧表示します。デフォルトでは、このリストには、Display this question in the list of

questions that are available for drilling down (ドリルダウンが可能なQuestionのリストにこのQuestionを表示)設定が

有効なQuestionのみ含まれます。この設定が有効になっていないQuestionを含めるには、[Show all questions (すべ

てのQuestionを表示)] を選択します。

[Visibility (可視性)] がOnly the Owner and Admins can see this objectに設定されている保存済

みQuestionのみが含まれるようにリストをフィルタリングするには、[Hide public questions (パブリック

Questionを非表示)] を選択します。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#SQ_drill_down
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#SQ_drill_down
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2. Create a Question (Questionを作成)：Interactの [Explore Data (データ探索)] フィールドで同じ構文を使用して

Questionを入力します(「 [Explore Data (データ探索)]フィールドを使用してQuestionを発行する」を参照)。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_questions.html#Question_Bar
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3. Build a Question (Questionを構築)：InteractのQuestionビルダと同じフィールドを使用してQuestionを作成します

(「Questionビルダを使用してQuestionを発行する」を参照)。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_questions.html#Question_Builder
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[Drill Down (ドリルダウン)] をクリックすると、そのドリルダウンQuestionに対する新しい [Question Results (Questionの結果)]

グリッドを含む結果の進行状況がInteractに表示されます。さらにドリルダウンしたり、アクションを展開したり、Questionを保存し

たり、[Copy to Question Bar (Questionバーにコピー)]をクリックしてさらに絞り込んだりすることができます｡

エンドポイントに関するAssetの詳細を表示

Tanium™ Assetは、運用やモニタリング活動に役立つ可能性がある各エンドポイントに関する多数の詳細を保存します。たとえば、アク

ションをデプロイする前に、エンドポイントに関するCPUとストレージの詳細を表示することができます。Assetバージョン1.7またはそれ以

降をインストールしていて、Assetレポート読み取りアクセス権限を持つユーザとしてTanium Consoleにログインすると、帯域幅やプロ

セッサリソースを消費量が増える追加のQuestionを発行することなく、[Question Results (Questionの結果)] グリッドでその詳細を確

認することができます。以下のセンサーのいずれかを含むQuestionを発行すると、グリッドにエンドポイントのAssetアイコンが表示されま

す。

l コンピュータ名

l コンピュータID

l Tanium ClientのIPアドレス

l Assetコンピュータのシリアル番号

l Assetプライマリユーザの詳細

エンドポイントのAssetの詳細のサマリを表示するには、グリッドのAssetアイコンをクリックして、Assetの詳細ポップアップを表示します。

Assetデータベースが同じエンドポイントに複数のエントリを持っている場合は、ポップアップの上部にある[Multiple results found (複数

の結果が見つかりました)]矢印をクリックして、特定のエントリのAssetの詳細を検索します。
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図29：Assetの詳細

エンドポイントのすべてのAssetの詳細を表示するには、[Asset Details (Assetの詳細)]ポップアップで[View Details in Asset (Asset

の詳細を表示)]をクリックします。次に、AssetはエンドポイントのコンピュータのAssetレポートを開きます。
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図30：コンピュータAssetレポート
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パート9：アクションの管理

アクションの概要

Tanium Interactを使用してQuestionを発行し、Questionの結果を分析し、管理アクションが必要なエンドポイントを特定すると、

Tanium Clientが関連づけれたパッケージを実行できるよう、そのエンドポイントにアクションを展開することができます。Taniumの展開

において、パッケージは管理対象のエンドポイントに対するアクションの実行に必要なコマンド1つ、スクリプト1つ、関連ファイルで構成さ

れています。たとえば、Clean Stale Tanium Client Dataという名前のパッケージには､Tanium Clientディレクトリから古いデータを削除

し、古いセンサーやアクションプロセスを安全に終了するVisual Basicスクリプトを実行するWindowsのコマンドラインコマンドが含まれて

います。Tanium Serverは、Tanium Clientのリニアチェーンに基づいてエンドポイントにパッケージファイルを配布します(参照 : Tanium

Client Managementユーザガイド：ファイルの配布)。エンドポイントでは、アクションのすべてのパッケージファイルが<Tanium_

Client>/Downloads/Action_<ID>フォルダに保存されます。<ID>はアクションIDです。アクションを実行すると、Tanium Console

において監視できるステータスインジケータが生成され、障害のトラブルシューティングに使用できるクライアント側ログが生成されます。

パッケージの詳細についてはパッケージの管理(ページ204)を参照してください。

アクションの管理に必要なユーザロールのアクセス権限についてはアクション管理のアクセス権限(ページ48)を参照して

ください。

以下は、アクションに関連する主な用語と概念です。

アクショングループ

アクショングループの目的は、Tanium Serverがアクションを適切なコンピュータ管理グループにのみ発行できるようアクションの

対象を絞ることを目的としています。たとえば、Windowsコンピュータ用のコンピュータグループを作成し、そのコンピュータグルー

プを対象とするアクショングループを作成することができます。Windowsコマンドを使用するパッケージを展開するスケジュール済

みアクションの設定では、サーバがWindowsコマンドの対象のアクショングループにのみアクションを発行するよう指定することが

できます。詳細および関連手順は、「アクショングループの管理(ページ174)」を参照してください。

アクションロック

アクションロックは、エンドポイントでアクションを実行できないようにします。たとえば、エンドポイントで予期しない動作が発生

し、デバッグ中にアクションを一時的に実行されないようにしたい場合、アクションロックを展開できます。詳細および関連手順

は、「アクションロックの管理(ページ179)」を参照してください。

スケジュール済みアクション

スケジュール済みアクションは、指定されたスケジュールに基づいてTanium Serverが発行するアクションです。スケジュール済み

アクションには、サーバが初めてアクションを発行する時間を指定した開始時間と、サーバがアクションを再発行する頻度を指

定する再発行間隔(任意)があります。スケジュール済みアクションにはまた終了時間(任意)があり、その時間になると、サーバは

再発行間隔に関係なくアクションの再発行を停止します。スケジュール済みアクションは、ポリシーの適用や、環境内で健全な

サイバー・ハイジーン(衛生管理)維持目的でよく使用されます。たとえば、Tanium™のDefaultコンテンツパックには、エンドポイ

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_packages.html
https://docs.tanium.com/client/client/client_concepts.html#File_distribution
https://docs.tanium.com/client/client/client_concepts.html#File_distribution
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html#action_status
https://docs.tanium.com/client/client/troubleshooting.html#Action_logs
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ント上のツールを定期的に更新し、構成設定が適切に配置されていることを確認して、展開のTanium Clientの全体的な健

全性を維持するスケジュール済みアクションがいくつか含まれています。詳細および関連する手順は、「スケジュール済みアク

ションを管理する(ページ161)」を参照してください。

エンドポイントの絞り込みにスケジュール済みアクションが使用している保存済みQuestionが削除されても、そのアク

ションはそのQuestionを使用し続け、Tanium Serverは引き続きQuestion履歴ログにQuestionを記録しつづけます。

アクションの承認

組織によっては、アクションの展開に承認プロセスを求めるポリシーがあるところもあります。アクション承認が有効な場合、サイ

ンインして、スケジュール済みアクションを展開するユーザがそのアクションを承認することはできません。この場合、アクションは

別のユーザによって承認されるまで保留中になります。承認するユーザは、アクション承認権限を持つロールを持っている必要

があります。スケジュール済みアクションに対する承認は、アクション構成が編集されない限り、アクションの予定終了日まで有

効です。詳細および関連する手順は、「Action Approvalの管理(ページ182)」を参照してください。

アクションのデプロイ

Tanium Interactを使用してQuestionを発行し、Questionの結果を分析して、管理アクションが必要なエンドポイントを決定すると、そ

れらのエンドポイントへのアクションを展開できます。

対象エンドポイント数を前提にアクションの影響範囲、個々のエンドポイントへの影響、および環境への影響を完全に

理解してから、アクションを展開してください。さらに、組織からアクションを実行する許可を与えられていることを確認し

てください。組織によっては、アクションの確認と承認のための2人目の管理者が必要になります。「Action Approvalの

管理(ページ182)」を参照してください。

アクションの展開に必要なユーザロールのアクセス権限についてはアクション管理のアクセス権限(ページ48)を参照して

ください。
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1. Questionを発行します。

2. [Question Results (Questionの結果)]グリッドで、アクションを必要とするエンドポイントの行を選択して[Deploy Action (アク

ションをデプロイ)]をクリックします。

Interactでは[Deploy Action (アクションをデプロイ)]ページを表示します。

3. [Deployment Package (デプロイパッケージ)]検索ボックスのインクリメンタル検索機能を使用してパッケージを選択します。

あるいは、[Browse Packages (パッケージ参照)]をクリックしてパッケージの説明をレビューしてパッケージを選択することもできま

す。

4. [Action Details (アクションの詳細)]セクションを完了します。

設定 ガイドライン

名前 アクションを識別する名前を指定します。指定した名前は、予定済みアクション、アクション履歴、およ

びアクションの承認ページのアクション履歴に表示されます。

説明 (任意 )説明があると、他のユーザがアクションの目的を理解するのに役立ちます。

タグ (任意 )コントロールを使用して名前 /値ペアのタグを追加します。

これらのタグは、アクションを実行するエンドポイントではなくアクションそのものに適用さ

れ、[Action Summary (アクションサマリ)]ページの [Action Details (アクションの詳

細 )]ページに表示されます。エンドポイントにタグを割り当てるには、Custom Tagging

- Add TagsまたはCustom Tagging - Add Tags (Non-Windows)パッケージを展開

する必要があります。
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5. [Schedule Deployment (デプロイのスケジュール)]セクションを完成します。

[Start at (開始日時)]と [Reissue every (再発行間隔)]値を持つアクションを保存した後、新しい値を指定し

ないでそれらの設定を選択解除した場合、変更は破棄されます。アクションの展開を中止するには、そのアク

ションを無効にするか、削除します。スケジュール済みアクションを管理するを参照してください。

設定 ガイドライン

Start at / End at (開始時刻 /終

了時刻 )

メンテナンス中に対象クライアントにアクションを展開することが重要である場合は、必要に応じて開始

日時を指定します。のシステムクロックの時刻は、TaniumClientのホストシステムではなく、Tanium

Serverのホストシステムの協定世界時 (UTC)を意味します。たとえば、アクションを午前1時に展開する

よう指定した場合、そのアクションは、TaniumServerのシステムクロックの時刻が午前1時のときに展開

されます。次の動作に注意してください：

1. 開始時刻を指定しないと、アクションをデプロイするワークフローが完了し次第、アクションが発行さ

れます。

2. 開始日時を指定せず、Action Approvalを有効にした場合、アクションは承認の受けた後ただちに

展開されます(他のアクション条件によってTaniumServerがアクションを展開するのを妨げられない

場合 )。

3. 開始時刻を指定し、アクションの承認が有効な場合、アクションは承認後の次の開始時刻に発

行されます。たとえば、アクションを毎日午前1時にデプロイするように設定し、午前2時に承認され

た場合は、翌日の午前1時にデプロイされます。

スケジュール済みアクションに再発行間隔を設定した場合は、無期限に再発行する

種類のアクションでないかぎり終了日時を指定してください。よくわからない場合は、

無期限に実行するよりは、6か月で終了するようにスケジュールを構成する方が良い

でしょう。

Distribute over (時間分散 ) TaniumServerは、TaniumClientにパッケージをバッチ分散します。このオプションは、ネットワークまたは

その他のリソース使用率の急増を避けるために、指定した時間にわたって配信をランダムに行います｡た

とえば、アクションがActive Directory (AD)にクエリを発行するセンサーに依存する場合、時間を分けて

配信しないアクションによって、ADサーバへのトラフィックが急増する可能性があります。同様に、すべて

のクライアントがリソースを集中使用するプログラムを同時に実行するようになっている場合、仮想マシン

ファームのクライアントを対象とするアクションによって共有CPUや共有メモリリソースを使い切られる可能

性があります。シフト配信は、大規模な調整によってネットワーク環境または仮想環境が受ける影響を

軽減します。

数字と単位を指定します( [Minuites (分 )]、[Hours (時間 )]、[Days (日数 )])。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html#Administering_Scheduled_Actions
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/action_approval.html
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設定 ガイドライン

Reissue every (再発行頻度 ) アクションを一定間隔で繰り返すようにスケジュールすることができ、これは以下の場合に適切です：

1. アクションの承認が有効で、アクションが期限切れになる前に承認されるかわからない場合。

2. ソフトウェアまたは構成の更新が、現在オンラインのクライアントばかりでなく、指定した再発行間隔

で定義した時間内に予想通りにオンラインになる現在オフラインのクライアントにも適用されたことを

確認したい場合。

3. アクションが継続的な衛生プラクティスである場合。たとえば、クライアントサービスが実行中である

こと、あるいはクライアント構成が特定の値であることを定期的にチェックしたい場合などです。

数字と単位を指定します( [Minuites (分 )]、[Hours (時間 )]、[Days (日数 )])。

[Reissue every (再発行の頻度 )]の間隔は、アクションの有効期限を越える値であ

る必要があります。これは、以下の計算結果の大きい方です：

1. パッケージの[Command Timeout (コマンドタイムアウト )] + [Download

Timeout (ダウンロードタイムアウト )]値

2. パッケージの[Command Timeout (コマンドタイムアウト )] +予定済みア

クションの[Distribute Over (シフト配信)]値

6. [Targeting Criteria (対象基準)] セクションで、アクションを実行する必要のあるエンドポイントを指定します。

保存済みQuestionに基づく繰り返しアクションでは、[Starting Question (開始Question)]の最新結果に一致するエンドポイン

トでのみアクションが発行されます。

[Reissue every interval (再発行間隔)] を選択するか、アクションの承認が有効になっている場合は、アクショ

ングループを指定する必要があります。アクショングループを指定しないと、[Question Results (Questionの結

果)] グリッドで選択したエンドポイントのみを対象にしても、アクショングループはAll Computersコンピュータグ

ループに設定され、変更できなくなります([Action Group (アクショングループ)]ドロップダウンが表示されない)。
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7. [Show preview to continue (プレビューを表示して続行)]をクリックして、影響を受けるエンドポイントを確認し、[Deploy Action

(アクションをデプロイ)]をクリックします。

8. 影響を受けるエンドポイントの推定番号が構成済みのしきい値(デフォルトは100)を超えている場合は、その番号を入力しま

す。Tanium Serverは、この確定手順を適用することで、アクションがネットワークに与える影響を把握できるようにします。

Tanium ConsoleでユーザにEstimated Number (予測数)の入力を求めるかどうかを制御するしきい値を変更

するには、prompt_estimate_threshold設定([Administration (管理)] > [Management (管理)] > [Global

Settings (グローバル設定)])を編集します。この値を0に変更すると、影響を受けるエンドポイント数に関係なくア

クションが展開されるたびに、Tanium Consoleからはユーザにプロンプトが表示されます。

9. ステータスで予想通りの結果であることを確認します。詳細については、アクションサマリとステータスの表示を参照してください。

繰り返しアクションか、[Start At (開始日時)]の日付が未来のアクション、または承認が必要なアクションでは、展開ワークフローによっ

てスケジュール済みアクション設定オブジェクトが作成され、アクションは [Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)]と [Action

History (アクション履歴)]ページ、[Action Approval]ページ(該当する場合)に表示されます。ただちに展開された非繰り返しアクション

は、[Action History (アクション履歴)]ページにのみ表示されます。詳細は、「スケジュール済みアクションと履歴の管理」および「アク

ション承認の管理」を参照してください。

スケジュール済みアクションとアクション履歴の管理

[Question Results (Questionの結果)]ページからアクションが展開され、Start At (開始)日が指定されるか(ただちに展開ではなく)、

Reissue every (再発行)間隔が設定されると、Tanium Serverは、スケジュール済みアクションを作成します(「アクションのデプロイ

(ページ157)」を参照)。スケジュール済みアクションの設定には以下のコンポーネントがあります。

l パッケージ

l 開始時間と終了時間、再発行間隔、配布期間などのスケジュール設定

l アクションを実行するエンドポイントを指定する対象絞り込み条件

Tanium Serverをインストールすると、Defaultコンテンツパックをインポートする過程で一連のスケジュール済みアクションが自動的に作

成されます。これらの定義済みアクションは、Tanium環境のハイジーンに関連しています。その他のTaniumソリューションをインポート

されると、Tanium Serverは追加のスケジュール済みアクションを作成します。

スケジュール済みまたはスケジュールなし(ワンタイム展開)アクションが初めて展開されると、[Action History (アクション履歴)]ページに

そのステータスが表示されます。

スケジュール済みアクションの管理およびアクション履歴の表示に必要なユーザロールのアクセス権限については、「アク

ション管理のアクセス権限(ページ48)」を参照してください。

スケジュール済みアクションを管理する

既存のスケジュール済みアクションを管理するには、次の手順を実行します。スケジュール済みアクションを新規作成については、「アク

ションのデプロイ(ページ157)」を参照してください。アクションのインポートについては、「アクションをインポートする(ページ165)」を参照し

てください。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html#action_status
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/action_approval.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/action_approval.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_packages.html
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1. メインメニューから、[Administration (運用管理)] > [Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)]

に移動します。

2. (任意) 特定のアクションの検索については、次のフィルタのいずれかを設定します。

1. テキスト文字列 : [Filter Items (フィルタ項目)]フィールドにテキスト文字列を入力することで、任意の列の任意の値テキ

ストでグリッドをフィルタリングします。

2. 日付範囲 : Last Issue Time (前回発行時間)が特定の日付範囲内のアクションのみを表示するようグリッドをフィルタリ

ングします。デフォルトのAll (すべて)は、日付フィルタが適用されないことを意味します。

3. アクショングループ: [Select Action Group (アクショングループの選択)] ドロップダウンリストからアクショングループを1つず

つ選択することで、1つ以上のアクショングループをフィルタとして追加できます。

4. 属性 : [Filters (フィルタ)]セクションを展開し、[Add (追加)]をクリックします。続けて、アクション属性 ([Issuer (発行者)]

など) と演算子 (is equalt toなど)を選択し、属性値 (管理者など)を入力して、[Apply (適用)]をクリックします。複数

の属性を追加した場合は、ブールAND演算子が適用されます。属性の指定を終えたら[Apply All (すべて適用)]をク

リックしてグリッドをフィルタリングします。

3. 管理するアクションを選択します。

すべてのアクションをエクスポートする場合、この手順は省略できます。

グリッドの上に管理タスクのアクションボタンが表示されます。利用可能なボタンは選択した行によって異なります。たとえば、

[Status (ステータス)]列の緑色のチェックマークはアクションが有効であることを示し、赤色のマイナス記号はアクションが無効で

あることを示します。有効なアクションの[More (その他)]ドロップダウンリストを開くと、[Disable Action (アクションを無効化)]オプ

ションはありますが、[Enable Action (アクションを有効化)]オプションはありません。ステータス列が無効なアクションであることを示

している場合、[More (その他)]リストには[Enable Action (アクションを有効化)]はありますが、[Disable Action (アクションを無

効化)]はありません。



© 2021 Tanium Inc. AllRightsReserved ページ163

4. ボタンまたはメニューをクリックして、次のタスクのいずれかを実行します。

スケジュール済みアクションの展開を中止するには、Start At (開始)値とRe-issue every (再発行間隔)値をクリ

アするのではなく、[More (その他)] メニューを使用して無効にするか、削除する必要があります。

ボタン/タスク ガイドライン

再発行 [Reissue Action (アクションの再発行 )]ページを表示します。このページでは、アクションを再発行する前に名

前とスケジュール、対象絞り込み条件を変更できます。「アクションのデプロイ(ページ157)」を参照してください。

編集 [Edit Action (アクションの編集 )]ページを表示します。このページでは、スケジュールと対象絞り込み条件を変

更できます。「アクションのデプロイ(ページ157)」を参照してください。

Status アクションパッケージに関連付けられているすべてのファイルの詳細を表示します。ファイルが古いことで問題が発

生した場合は、このダイアログを使用してパッケージファイルを再度ダウンロードできます。「パッケージファイルを再

ダウンロードする(ページ205)」を参照してください。

スケジュール済みアクションに対する管理タスク
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ボタン/タスク ガイドライン

コピー 選択された行の情報をクリップボードにコピーして、情報をメッセージやテキストファイル、スプレッドシートに貼り

付けることができます。グリッドの各行は、コンマで区切られた値の文字列です。

セルの情報をコピーするには、そのセルにカーソルを重ねて、[Options (オプション)] をクリック

し、[Copy (コピー)] をクリックします。

[More (その他 )] >

[Enable/Disable Action

(アクションを有効 /無効 )]

アクションを有効または無効にするよう求められます。

[More (その他 )] >

[Change Group (グルー

プの変更 )]

スケジュール済みアクションの新しいアクショングループを選択するよう求められます。

[More (その他 )] > [Copy

Action (アクションのコ

ピー)]

スケジュール済みアクションを新しいアクショングループにコピーするよう求められます。

[More (その他 )] >

[Delete (削除 )]

[Delete Action (アクションの削除 )]ページを表示します。削除する前にアクションの構成を確認することができ

ます。

エクスポート アクションをエクスポートする(ページ164)。

スケジュール済みアクションに対する管理タスク (続き)

アクションをエクスポートする

CSVファイルの形式でアクションをエクスポートすることで、その形式をサポートするアプリケーションでアクションを表示することができま

す。ユーザアカウントにExport Content (コンテンツのエクスポート )アクセス権限を持つロールがある場合は、JSONファイルの形式でアク

ションをエクスポートすることで別のTanium Serverにインポートすることもできます。Administrator予約ロールにはそのアクセス権限があ

ります。

1. エクスポートするアクションを選択します。

すべてのアクションをエクスポートする場合、この手順は省略できます。

2. エクスポート をクリックします。

3. (任意)デフォルトのエクスポートファイル名を編集します。

ファイルのサフィックス(.csvまたは.json)は、選択された [形式 ] に基づいて自動的に変更されます。

4. [データのエクスポート ] オプションを選択します。グリッド内のすべてのアクション、または選択したアクションのみ。
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5. ファイルの形式を選択します。JSONまたはCSV。

6. [Export (エクスポート )]をクリックします。

Tanium Serverは、Tanium Consoleへのアクセスに使用されたシステムのDownloadsフォルダにファイルをエクスポートします。

アクションをインポートする

本番環境にコンテンツをインポートする前に、ラボ環境でコンテンツの開発とテストを行ってください。

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

1. コンテンツファイルにデジタル署名して、署名を検証するための公開鍵があることを確認します。コンテンツファイルの認証を参照

してください。

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

3. [Content (コンテンツ)]セクションまでスクロールし、 [Import Content (コンテンツのインポート )] をクリックします。

4. [Choose File (ファイルを選択)] をクリックして、コンテンツファイルを選択し、[Open (開く)]をクリックします。

5. [Import (インポート )]をクリックします。

ファイル内のオブジェクト名が既存のオブジェクトと同じである場合、Tanium Consoleは競合項目を箇条書きして、各項目の解

決オプションを提供します。

6. 競合項目の解決策を選択する競合およびベストプラクティスのガイダンスを参照してください。

7. もう一度 [Import (インポート )]をクリックして、インポートが終了したら[Close (閉じる)]をクリックします。

完了した、または進行中のアクションを管理する

[Action History (アクション履歴)]ページには、承認され(承認が必要な場合)、少なくとも1回展開された開始済み、完了、スケジュー

ル済みアクションの時系列の履歴が表示されます。このページを使用して、アクションの詳細(ステータスや発行者など)やアクションログ

データの表示、進行中のアクションの停止、アクションの再発行を行うことができます。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Actions (アクション)] > [Action History (アクション履歴)] に移動します。こ

のページには各アクションのステータスが表示されます。

1. Open：アクションの有効期間内です｡ 有効期限は、次の計算結果のうちの大きい方の値です：

1. 選択したパッケージのコマンドタイムアウト値とダウンロードタイムアウト値の合計

2. アクションに対して構成したパッケージのコマンドタイムアウト値と任意のDistribute over (時間分散)設定値の

合計

2. Closed：有効期間を過ぎました｡ アクションが再発行されると、グリッドには新しい開始時間に基づく新しい行が表示さ

れます。

3. Stopped：管理者がアクションを停止しました。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_packages.html#package_command-download_timeout
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html#action_distribute_over
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2. (任意) 特定のアクションの検索については、次のフィルタのいずれかを設定します。

1. テキスト文字列 : [Filter Items (フィルタ項目)]フィールドにテキスト文字列を入力することで、任意の列の任意の値テキ

ストでグリッドをフィルタリングします。

2. 日付範囲 : Start Time (開始時間)が特定の日付範囲内のアクションのみを表示するようグリッドをフィルタリングしま

す。デフォルトの [All (すべて)]は、日付フィルタが適用されないことを意味します。

3. アクショングループ: [Select Action Group (アクショングループの選択)] ドロップダウンリストからアクショングループを1つず

つ選択することで、1つ以上のアクショングループをフィルタとして追加できます。

4. 属性 : [Filters (フィルタ)]をクリックし、[Add (追加)]をクリックします。続けてアクションの属性 (Issuer (発行者)など) と

演算子 (is equal toなど)を選択して、属性値 (管理者など)を入力し、[Apply (適用)]をクリックします。複数の属性

を追加した場合は、ブールAND演算子が適用されます。属性の指定を終えたら[Apply All (すべて適用)]をクリックして

グリッドをフィルタリングします。

3. 管理するアクションを選択します。

すべてのアクションをエクスポートする場合、この手順は省略できます。
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4. ボタンをクリックすると、次のタスクのいずれかを実行できます。

ボタン/タスク ガイドライン

ステータスの表示 [Action Summary (アクションサマリ)]ページを表示します。その他のステータス詳細情報、アクションログの情

報の表示ができます。「アクションサマリとステータスを表示する(ページ167)」を参照してください。

停止 ステータスがOpen (オープン)のアクションを停止します。

再発行 [Reissue Action (アクションの再発行 )]ページを表示します。アクションを再発行する前に名前、スケジュー

ル、絞り込み条件を変更できます。「アクションのデプロイ(ページ157)」を参照してください。

コピー 選択された行の情報をクリップボードにコピーして、情報をメッセージやテキストファイル、スプレッドシートに貼り

付けることができます。グリッドの各行は、コンマで区切られた値の文字列です。

セルの情報をコピーするには、そのセルにカーソルを重ねて、[Options (オプション)] をクリック

し、[Copy (コピー)] をクリックします。

エクスポート [Action History (アクション履歴 )]ページからアクションをエクスポートする手順は、ユーザアカウントにアクション

をJSONファイル形式でエクスポートするAdministrator予約ロールが必要であることを除けば、[Scheduled

Actions (スケジュール済みアクション)]ページと同じです。「アクションをエクスポートする(ページ164)」を参照し

てください。

表17：アクション履歴の管理タスク

アクションサマリとステータスを表示する

[Action Summary (アクションサマリ)] ページには、完了した、または進行中のアクションの詳細情報が表示され、以下を行うことができ

ます。

l パッケージファイルを再ダウンロードする

l アクションログの参照

l スケジュール済みアクション設定の編集。[Source ID (情報元 ID)の横にある [Edit (編集)]をクリックします。

l アクションに関連付けられているパッケージの編集。[Files (ファイル)]の横にある [Edit (編集)]をクリックします。

アクション構成で [Start At (開始)]日時を設定するのではなく、アクションをただちに展開すると、ページが自動的に開きます。少なくと

も1回は展開されたスケジュール済みアクションの場合は、[Administration (運用管理)] > [Actions (アクション)] > [Action History (ア

クション履歴)] で アクションを選択し、[Show Status (ステータスの表示)] をクリックすることでページを開くこともできます。

図31：アクションサマリページ

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_packages.html#Re-download_Package_files
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html#view_action_logs
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アクションの状態

Tanium Clientは、クライアントを対象にしたアクションを受け取ると、次のアクション状態を報告します。アクションサマリページでこれら

の状態を見ることで、アクションの進捗状況をを監視することができます。

アクションのタイムアウトは、いくつかのアクションの状態を制御します。Tanium Serverは、アクションが展開された時、

または承認が必要な場合は、アクションが承認された時を基準にタイムアウトを計算します。サーバは、開始時間に

Distribute Over (時間分散)値(アクション構成で設定されている場合)と、関連付けられているパッケージに設定されて

いるCommand Timeout値とDownload Timeout値の合計を加算します。対象のすべてのTanium Clientは、サーバ

から同じタイムスタンプを受け取ります。

アクションの状態 説明

Waiting (待機中 ) Distribute over (時間分散 )値がゼロ以外のアクションの初期状態です。Distribute over (時間分散 )がゼロの場合、アク

ションはWaiting (待機 )状態になりません。Waiting (待機 )状態のアクションは、次の状態に進む前に最大Distribute over

(時間分散 )値の時間の間待機します。

Downloading (ダ

ウンロード中 )

クライアントはパッケージファイル(ページ208)のダウンロード中です。ただし、これはアクションからパッケージファイルの要求が

あった場合であり、そうでない場合は、Downloading (ダウンロード中 )状態にならず、実行中状態になります。

Downloading (ダウンロード中 )状態のアクションは、次のいずれかのイベントが発生すると次の状態に移行します。

l アクションがタイムアウトする前にクライアントがファイルのダウンロードを終了した。次の状態はRunning (実行中 )になりま

す。

l ファイルのダウンロードを終了する前にアクションがタイムアウトした。次の状態はExpired (時間切れ)になります。

Running (実行中 ) クライアントは、関連パッケージに設定されているコマンド(ページ207)の実行中です。次のいずれかのイベントが発生すると、

アクションは次の状態に移行します。

l アクションのタイムアウト前にコマンドの実行が終了した。次の状態はCompleted (完了 )になります。

l 実行終了する前にコマンドがアクションのタイムアウトに達した。次の状態はExpired (時間切れ)になります。

l アクションタイムアウト前およびコマンドの実行終了前にコマンド実行時間がCommand Timeout (コマンドタイムアウト )

に達した。コマンドは途中終了し、次の状態は失敗になります。

l タイムアウトになる前にコマンドが実行失敗した(たとえば、クライアントがコマンドを実行するための新しいプロセスの生成

に失敗 )。次の状態はFailed (失敗 )になります。

Completed (完了 ) コマンドの実行が終了したことを示します。この状態は、コマンドが期待された結果を生成したかどうかに関係なく適用されま

す。たとえば、エラーが発生しても、コマンドは実行終了になります。パッケージに検証クエリ(ページ209)(結果の検証 )が指

定されている場合、次の状態はPending Verification (検証保留中 )になります。それ以外の場合は、最終状態の

Completed (完了 )になります。

期限切れ これは、クライアントが次のいずれかのプロセスを完了する前にアクションタイムアウトに達した場合の最後の状態になります。

l コマンドの実行

l パッケージファイルのダウンロード

表18：アクションの状態

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html#action_distribute_over
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_packages.html#package_command-download_timeout
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アクションの状態 説明

失敗 次のいずれかのイベントが発生すると、アクションはこの状態になります。

l アクションタイムアウトまたはコマンドタイムアウトの前にコマンドの実行が失敗した

l アクションのタイムアウト前およびコマンドの実行終了前にコマンドがコマンドタイムアウトに達した

l コマンドは実行完了したが、クエリのタイムアウト前にクライアントから検証クエリ結果の報告がなかった

TaniumClient 7.4以降では、Failed (失敗 )は最終状態になります。TaniumClient 7.2の場合、次の状態はWaiting to

Retry (再試行待ち)になります。

Waiting to Retry

(再試行待ち)

(TaniumClient 7.2のみ)Waiting (待機中 )状態と同じですが、Failed (失敗 )状態から、クライアントが再試行 (コマンドの再

実行 )中になったアクションにのみ適用されます。クライアントは、Expired (時間切れ)(アクションがタイムアウト )または

Completed (完了 )状態になるまでアクションを再試行します。

確認待ち 関連パッケージに検証クエリが指定されている場合、アクションはCompleted (完了 )状態からPending Verification (検証

の保留中 )状態に移行します。次に、クライアントは検証クエリセンサーを実行して、クエリがクライアントを対象にしているかど

うかを判断します。

l Yes (はい):次の状態はVerified (検証済み)になります。

l No (いいえ):次の状態はFailed Verification (検証失敗 )になります。

クライアントは、センサーの [Max Sensor Age (センサーの古さ)]設定に関係なく、センサーキャッシュを読

み取るのではなく、検証クエリ内のすべてのセンサーを実行します。

確認済み 関連パッケージに検証クエリが指定されていて、クエリ結果が真 (クエリがクライアントを対象にしている)の場合、アクションは

Completed (完了 )状態からVerified (検証済み)状態に移行します。

失敗した検証 関連パッケージに検証クエリが指定されていて、クエリ結果が偽 (クエリがクライアントを対象にしていない)の場合、アクション

はCompleted (完了 )状態から最終状態のFailed Verification (検証失敗 )状態に移行します。

表18：アクションの状態 (続き)

アクション関連の問題を調査する

Tanium Clientはアクションログを生成し、アクションコマンドに関連付けられたCLI出力を記録します。ログレコードを表示し、アクション

に関連する問題を調査できます。レコードを表示するには、Client Managementコンテンツセットに対するRead Sensor (センサー読み

取り)アクセス権限が必要です。次の手順を実行して、アクションのログレコードを表示します。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Actions (アクション)] > [Action History (アクション履歴)]に移動して、アク

ションを選択し、[Show Status (ステータスの表示)]をクリックして[Action Summary (アクションサマリ)] ページを開きます。

2. [Show Client Status Details (クライアントステータスの詳細を表示)]をクリックしてプレビューリストで50個以内のエンドポイント

を選択し、[Get action log for selected machines (選択したマシンのアクションログを取得)]をクリックします。

Interactの [Explore Data (データの探索)]フィールドを使用して、Tanium ServerがQuestion[Get Computer Name and

Tanium Action Log[<action_ID>, 100] from all machines with (Computer Name equals <computer_

name>)を発行します。アクションを実行したエンドポイントは、対応するアクションログの最初の100行に対応します。アクションを
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実行しなかったエンドポイントについては、[Error: Cannot read Action_<ID>.log (エラー：Action_.logを読み込めませ

ん)]で応答します。

アクションIDを追跡する

Tanium Serverは、デプロイされる各アクションにアクションIDを割り当てます。IDを知っておくと、アクションの詳細を確認する際に役立

ちます。たとえば、アクションに関連する予期しない結果(実行に失敗したパッケージスクリプトなど)を調査する場合は、アクションIDを使

用してアクションログとアクション履歴ログのエントリを探して確認できます。Tanium Consoleは、複数の場所にアクションIDを表示しま

す。

l [Administration (運用管理)] > [Actions (アクション)] > [Actions History (アクション履歴)]ページには、アクションID列が表

示されます。
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l [Action Summary (アクションサマリ)] ページの [Details (詳細)]セクションには、アクションIDが表示されます(「アクションサマリと

ステータスを表示する(ページ167)」を参照)。

管理対象エンドポイントでは、Tanium ClientはアクションIDをアクションステータスファイルとログファイルに表示します。次のファイルパス

<Tanium Client>は、Tanium Clientのインストールフォルダを表しています。
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l In the <Tanium Client>\Downloads\config\ActionStatuses.astファイルでは、アクションIDによって、各アクション

はそのステータスにマッピングされています。
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l <ClientInstallationFolder>\Downloads (ダウンロード)フォルダの各アクションログには、そのファイル名に関連付け

られているアクションIDが含まれています。

l <ClientInstallationFolder>\Logsフォルダのアクション履歴ログでは、アクションIDによってアクションが識別されます。

アクショングループの管理

アクショングループは、アクション対象にする管理対象エンドポイントの定義です。アクショングループを作成、編集、削除する前に、関

連付けられているアクショングループのベストプラクティス(ページ178)を確認します。
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アクションを発行したとき、デフォルトのアクション対象はDefault - All Computersアクショングループになります。このアクショングループ

は、All Computersコンピュータグループのみを含むように事前に設定されていますが、この構成は編集することができます。

Defaultアクショングループは、No Computersコンピュータグループのみを含めるように事前に設定されています。このことは、Defaultア

クショングループがアクション対象の場合は、Tanium Serverはどのエンドポイントにもアクションを展開しないことを意味します。Tanium

Serverにコンテンツパックをインポートすると、一部のパック(Tanium™ Core Contentなど)には、Defaultアクショングループを対象とする

スケジュール済みアクション(Distribute Hardware Toolsなど)が含まれています。これらのアクションをエンドポイントに展開するには、

対象のアクショングループを変更する必要があります。詳細は、「Taniumアクションを専用のグループに移動する(ページ178)」を参照し

てください。

[Administration (運用管理)] > [Actions (アクション)] > [Action Group (アクショングループ)]ページのアクショングルー

プを表示するには、Read Action Group (アクショングループ読み取り)権限が必要です。アクショングループを作成、編

集、削除するにはアクショングループの書き込み権限が必要です。Administrator予約ロールには、それらのアクセス権

限があります。

アクショングループを表示する

1. メインメニューから [Administration (管理)] >  [Actions (アクション)] >[Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)] に移

動します。

このページには、各アクショングループのID と名前が表示されます。

2. (任意) 特定のアクショングループを探すには、フィルタを利用します。

1. Filter by text (テキストでフィルタ): IDまたは名前の値でグリッドをフィルタリングするには、[Fiter items (フィルタ項目)]

フィールドにテキスト文字列を入力します。

2. Filter by attribute (属性でフィルタ): IDまたは名前などの属性でグリッドをフィルタリングします。[フィルタ]セクションを展

開し、[Add (追加)]をクリックします。続けて、属性と演算子を選択し、属性値のすべてまたは一部を含むテキスト文字

列を入力し、[Apply (適用)]をクリックします。複数の属性フィルタを追加すると、Boolean AND演算子が適用されま

す。属性の指定を終えたら[Apply All (すべて適用)]をクリックしてグリッドをフィルタリングします。

3. (任意) アクショングループのRBAC可視性設定、割り当てられたコンピュータグループ、アクショングループに関連付けられているア

クションを表示するには、をクリックし、アクショングループを選択して、[Edit (編集)]をクリックします。

アクショングループを作成する

コンピュータ管理グループおよびフィルタグループはアクショングループの基本要素です。したがって、以下の手順を実行する前に必要な

コンピュータグループ(コンピュータグループの管理(ページ300)を参照)を作成しなければなりません。



© 2021 Tanium Inc. AllRightsReserved ページ176

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Actions (アクション)] > [Action Group (アクショングループ)]に移動して、

[New Group (新規グループ)]をクリックします。

2. 次の構成設定を行って、[Save (保存)]をクリックします。

設定 説明

名前 アクショングループを識別するための[Name (名前 )]を入力します。

可視性 Visibility (可視性 )オプションを選択します。

1. Only administrators can see this group (管理者のみに表示を許可 ): AdministratorまたはContent

Administrator予約ロールを持つユーザのみ、このアクショングループを見ることができます。

2. すべてのユーザにこのアクショングループが表示されます

3. Limit visibility to specific user groups (特定のユーザグループに制限 )このアクショングループを見ること

ができるユーザグループを選択します。

コンピュータグループ [Computer Groups (コンピュータグループ)]を選択して、ANDまたはORのBoolean一致を選択します。

表19：アクショングループの設定

アクショングループを編集する

1. メインメニューから [Administration (管理)] >  [Actions (アクション)] >[Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)] に移

動します。

2. をクリックし、アクショングループを選択して、[Edit (編集)]をクリックします。

3. 表19に示す設定を編集します。

4. アクションが関連付けられているグループを確認して変更の影響を評価し、[Save (保存)]をクリックします。

アクショングループ割り当てを変更する

アクションの割り当てを別のアクショングループに変更するには、次の手順に従います。

1. メインメニューから、[Administration (管理)] > [Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)]に移

動します。

2. 割り当て変更するアクションを選択します。

3. [More (その他)] > [Change Group (グループの変更)]を選択します。

4. アクショングループを選択し、[Confirm (確認)]をクリックします。

アクショングループをエクスポートおよびインポートする

以下の手順では、特定のアクショングループまたはすべてのアクショングループの構成をエクスポートおよびインポートする方法を説明し

ます。
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本番環境にコンテンツをインポートする前に、ラボ環境でコンテンツの開発とテストを行ってください。

アクショングループをエクスポートする

CSVファイルの形式でアクショングループをエクスポートすることで、その形式に対応しているアプリケーションでそれらの設定を表示する

ことができます。Administrator予約ロールを持っている場合は、JSONファイルの形式でアクショングループをエクスポートすることで、別

のTanium Serverにインポートすることもできます。

1. メインメニューから [Administration (管理)] > [Actions (アクション)] >[Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)] に移動

します。

2. 特定のアクショングループのみをエクスポートするには、グリッドで行を選択します。すべてのアクショングループをエクスポートする

場合、この手順は省略できます。

3. エクスポート をクリックします。

4. (任意)デフォルトのエクスポートファイル名を編集します。

ファイルのサフィックス(.csvまたは.json)は、選択された [形式 ] に基づいて自動的に変更されます。

5. [データのエクスポート ] オプションを選択します。グリッド内のすべてのアクショングループ、または選択したアクショングループのみ。

6. ファイルの形式を選択します。JSON (Administrator予約ロールのみ)またはCSV。

7. [Export (エクスポート )]をクリックします。

Tanium Serverは、Tanium Consoleへのアクセスに使用するシステム上のDownloadsフォルダにファイルをエクスポートします。

アクショングループをインポートする

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

1. コンテンツファイルにデジタル署名して、署名を検証するための公開鍵があることを確認します。コンテンツファイルの認証を参照

してください。

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

3. [Content (コンテンツ)]セクションまでスクロールし、 [Import Content (コンテンツのインポート )] をクリックします。

4. [Choose File (ファイルを選択)] をクリックして、コンテンツファイルを選択し、[Open (開く)]をクリックします。

5. [Import (インポート )]をクリックします。

ファイル内のオブジェクト名が既存のオブジェクトと同じである場合、Tanium Consoleは競合項目を箇条書きして、各項目の解

決オプションを提供します。

6. 競合項目の解決策を選択する競合およびベストプラクティスのガイダンスを参照してください。

7. もう一度 [Import (インポート )]をクリックして、インポートが終了したら[Close (閉じる)]をクリックします。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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アクショングループの構成詳細をコピーする

[Action Groups (アクショングループ)]ページの情報をクリップボードにコピーすることで、その情報をメッセージやテキストファイル、スプ

レッドシートに貼り付けることができます。グリッドの各行は、コンマで区切られた値の文字列です。

1. メインメニューから [Administration (管理)] > [Actions (アクション)] >[Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)] に移動

します。

2. 次のいずれかの手順を実行します。

1. 行情報をコピー:行を選択して [Copy (コピー)] をクリックします。

2. セル情報をコピー:セルの上にカーソルを重ねて、[Options (オプション)] をクリックし、[Copy (コピー)] をクリックします。

アクショングループを削除する

DefaultおよびDefault - All Computers以外のアクショングループはどれも削除することができます。削除するアクショングループを対象

にしたスケジュール済みアクションがある場合は、削除ワークフローでそれらのアクションを別のアクショングループに移すことができます。

1. メインメニューから [Administration (管理)] >  [Actions (アクション)] >[Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)] に移

動します。

2. アクショングループを選択し、[Migrate and Delete (移行して削除)]をクリックします。

3. アクションに関連付けられているグループグリッドまでスクロールします。次の手順は、アクショングループを対象にしたアクションの

有無によって異なります。

1. 関連アクションがない場合 :ダイアログの最後までスクロールし、[Delete Action Group (アクショングループの削除)]をク

リックします。

2. 関連アクションがある場合 :

a. 現在のアクショングループに割り当てられているコンピュータグループを確認して、新しいアクショングループにアク

ションを移した場合の影響を把握します。

b. [Migrate existing scheduled actions to selected action group (既存のスケジュール済みアクションを以下に

選択したアクショングループに移動)] ドロップダウンリストで新しいアクショングループを選択します。

c. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]をクリックして、新しいアクショングループの影響を受け

るコンピュータグループとエンドポイントを確認します。

d. 影響を評価したら、[Transfer Actions and Delete Action Group (アクションを移動してアクショングループを削

除)]をクリックします。

アクショングループのベストプラクティス

TANIUMアクションを専用のグループに移動する

Tanium Serverのインストール後に初めてTanium Consoleにサインインすると、サーバはデフォルトでDefaultアクショングループ(デフォ

ルトではNo Computersコンピュータグループ)を対象にしたいくつかのスケジュール済みアクションをインポートします。このことは、

Tanium Serverがエンドポイントのどれにもそれらのアクションを展開しないことを意味します。それらアクションのリストを表示するには、

[Administration (運用管理)] > [Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)]に移動し、[Action
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Groups (アクショングループ)]パネルで [Default]をクリックします。これらのスケジュール済みアクションは、エンドポイントがいくつかのコ

アセンサーおよびパッケージ用の機能の実行に必要なツールを配布します。アクションをまだ受け取っていない、次のようなエンドポイン

トがないよう、すべてのエンドポイントに定期的にこのアクションを展開する必要があります。

l Tanium Serverが最後にアクションを展開した後にネットワークに導入されたエンドポイント

l 再構築されたエンドポイント

l ツールがアンインストールされたエンドポイント

l 定期的に更新される仮想デスクトップインフラストラクチャ(VDI)のエンドポイント

エンドポイントにアクションを展開するには、次のいずれかの手順を実行します。

l (ベストプラクティス)Taniumモジュールと共有サービスを初めてインストールする場合は、[Install with Recommended

Configurations (推奨構成でインストール)]ワークフローを実行します。「パート4：Taniumソリューションの管理(ページ62)」を

参照してください。ワークフローの過程で、Tanium Serverは、以前にDefault - All Computersアクショングループを対象にして

いたすべてのスケジュール済みアクションの対象として、Default - All Computersアクショングループを自動的に設定します。こ

の移行の実行から5分後、対象が変更されたこれらのスケジュール済みアクションは自動的に展開されます。

l [Tanium Recommended Installation (Tanium推奨インストール)]ワークフローを実行しなかった場合は、All Computersコン

ピュータグループを含むアクショングループを手動で作成し、現在Defaultアクショングループを対象にしているスケジュール済み

アクションの対象を変更します。

アクショングループごとに特定の使用法を定義する

アクショングループは、1つまたは複数のコンピュータ管理グループで構成されます。1つの種類のイベント用のアクショングループを作成

し、最初にテストグループ、次にオペレーティングシステムまたは地域に基づくグループというようにコンピュータグループを追加していくこと

ができます。

アクショングループの編集アクセスを制限する

関係するすべての管理者の間でアクショングループ構成に対する変更を調整してください。管理者は、予定済みアクションを最後に構

成したときに存在したアクショングループに属していた一連のコンピュータを対象にする予定済みアクションを構成していることもありま

す。

アクショングループの複雑さを最小限に抑える

Tanium Serverによる繰り返しアクションの発行では、長くて複雑な対象絞り込み条件のアクショングループが使用するリソースおよび

ネットワークトラフィック量は、短くて簡単な条件のグループより多くなります。リソースとトラフィックの使用を減らすには、各アクショング

ループに関連付けられているコンピュータグループの数を最小限に抑えて、コンピュータグループの定義をできるだけ簡単にします。コン

ピュータグループを簡素化するオプションについては、Taniumサポートに問い合わせる(ページ375)を参照してください。

アクションロックの管理

Tanium Clientが特定のエンドポイントに対してTaniumパッケージスクリプトを実行しないようにする場合は、アクションロックをデプロイ

できます。アクションロックは、[Ignore action lock (アクションロックを無視)]オプションが有効化されたパッケージに関連するものを除くす

べてのアクションの実行を抑止します(パッケージを作成する(ページ207)を参照)。デフォルトコンテンツパックには、Windowsおよび
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Windows以外のエンドポイント用のアクションロックパッケージが含まれます。このコンテンツパックには、[Action Lock Status (アクション

ロックステータス)]というセンサーおよびこのセンサーを使用する保存されたQuestionも含まれます。これにより、アクションロックがオンに

なっているTanium Clientを追跡できます。

アクションロックをオンにする

1. Get Computer Name and Action Lock Status from all machinesなど､対象を絞ったQuestionを実行します。

2. アクションロックが必要なエンドポイントの結果行を選択し、[Deploy Action (アクションのデプロイ)]をクリックします。

3. [Tanium Client - Set Action Lock On (Tanium Client -アクションロックをオン)]パッケージを選択し、適切な[Action Group

(アクショングループ)]を選択します。

4. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]をクリックして、[Deploy Action (アクションをデプロイ)]をクリックしま

す。

5. アクションステータスを監視します。アクションロックをテストする場合は、[Action ID (アクションID)]を記録し、アクションが完了す

るまで待ちます。

アクションロックをテストする

1. 保存されたQuestionの[Clients That Cannot Take Actions - Action Lock On]を発行します。

2. Questionの結果に含まれるエンドポイントにサインインし、設定を確認します。アクションロックをオンにすると、エンドポイントに

ActionLockFlagの設定が作成され、値が1に設定されます。Windowsのエンドポイントでは、この設定はレジストリキーになりま

す。
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3. エンドポイントで、関連するアクションログを開き、アクションロックがオンになっていることを示すメッセージを探します。アクションロ

グは、<Tanium_Client_installation_directory>/Downloadsフォルダにあります。何のアクションのログであるかは、ロ

グファイル名(Action_<ID>.txt)で識別できます。このファイル名には、[Action Summary (アクションサマリ) ] ページまたは

[Administration (運用管理)] > [Actions (アクション)] > [Action History (アクション履歴)] ページに表示されるAction ID (アク

ションID)が含まれます。

4. アクションをエンドポイントにデプロイします(アクションのデプロイ(ページ157)を参照)。[Action Summary (アクションサマリ)] ペー

ジが開いた後、アクションは最終的にタイムアウトし、ステータスはExpired (期限切れ)に変わります。[Actions History (アクション

履歴)]ページには、アクションが期限切れになった後に[Status (ステータス)]がClosedとして表示されます。

アクションロックをオフにする

1. 保存されたQuestionの[Clients That Cannot Take Actions - Action Lock On]を発行します。

2. アクションロックをオフにするエンドポイントの結果行を選択し、[Deploy Action (アクションのデプロイ)]をクリックします。

3. [Tanium Client - Set Action Lock Off (Tanium Client -アクションロックをオフ)]パッケージを選択し、適切な[Action Group

(アクショングループ)]を選択します。

4. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]をクリックして、[Deploy Action (アクションをデプロイ)]をクリックしま

す。

5. アクションのステータスを監視し、アクションが完了するのを待ちます。「アクションサマリとステータスを表示する(ページ167)」を参

照してください。

この後の手順を実行して、アクションロックがオフになっていることを確認します。

6. 保存されたQuestion[Clients That Cannot Take Actions - Action Lock On (アクションを実行できないクライアント -アクション

ロックオン)]を発行して、アクションロックをオフにしたエンドポイントが結果に含まれていないことを確認します。

7. Questionの結果に含まれていないエンドポイントにサインインして設定を確認します。アクションロックをオフにすると、エンドポイン

トのActionLockFlagの設定が削除されます。

8. エンドポイントで、関連するアクションログを開き、アクションロックがオフになっていることを示すメッセージを探します。アクションログ

は、<Tanium_Client_installation_directory>/Downloadsフォルダにあります。何のアクションのログであるかは、ログ

ファイル名(Action_<ID>.txt)で識別できます。このファイル名には、[Action Summary (アクションサマリ) ] ページまたは

[Administration (運用管理)] > [Actions (アクション)] > [Action History (アクション履歴)]ページに表示されるAction ID (アク

ションID)が含まれます。
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Action Approvalの管理

組織によっては、アクションの展開に2人体制を敷いているところがあります。この体制は、1人のユーザがアクションを開始しても、別の

ユーザが承認するまで、そのアクションを展開できないことを意味します。保留中のアクションは、開始されているもののまだ承認されて

いないアクションです。承認者には、Administrator予約ロールを持つユーザ、またはアクション承認アクセス権限を付与するロールを持

つユーザがなることができます。承認要件に対する例外を許可する場合は、アクションの承認をバイパスアクセス権限を付与するロール

を設定することができます。

アクション承認者のロールを作成する

アクション承認権限を付与するロールを持つユーザは、指定されたコンテンツセット内のパッケージに関連付けられた保留中のアクション

を承認できます。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Roles (ロール)]に移動します。

2. 指定したコンテンツセットでアクション承認アクセス権限を付与する高度なロールを作成する(ページ288)を行い、[Save (保存)]

をクリックします。

「アクションの承認をバイパス」ロールを作成する

アクションの承認をバイパス権限を付与するロールを持つユーザが、指定したコンテンツセット内のパッケージに関連付けられているアク

ションを展開した場合は、承認要件の対象になることはありません。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Roles (ロール)]に移動します。

2. 指定したコンテンツセットでアクションの承認をバイパスアクセス権限を付与する高度なロールを作成する(ページ288)を行い、

[Save (保存)]をクリックします。

Action Approvalとバイパスのロールを割り当てる

ペルソナ、ユーザ、ユーザグループに対してAction Approvalとバイパスのロールを割り当てることができます。

l ペルソナに対するロール割り当てを管理する(ページ337)

l ユーザに対するロール割り当てを管理する(ページ315)

l ユーザグループの管理(ページ326)

Action Approvalを有効化または無効化する

1. メインメニューから [Administration (管理)] > [Management (管理)] > [Global Settings (グローバル設定)] に移動します。

2. [require_action_approval]設定を選択し、[Edit (編集)]をクリックします。

3. 設定値を1 (有効)または0 (無効)に変更し、[Save (保存)]をクリックします。

アクションの承認を無効にしたときに保留中のアクションが存在していた場合、そのアクションは展開できません。このこ

とを回避するには、この機能を無効にする前に、保留中のアクションを削除するよう承認者に依頼します。または、機

能を無効にした後で、[Administration (運用管理)] > [Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (スケジュール済

みアクション)]に移動し、保留中のアクションを確認して、まだ必要なアクションを再発行します。

https://en.wikipedia.org/wiki/Two-man_rule
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保留中アクションを確認および管理する

アクション承認が有効な場合、Administrator予約ロールを持つユーザは、[Administration (管理運用)] > [Actions (アクション)] >

[Pending Approval (承認待ち)]ページを表示できます。このページには、[Administration (管理運用)] > [Actions (アクション)] >

[Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)]ページと同じフィールドとアクションボタンがありますが(「スケジュール済みアクションを

管理する(ページ161)」を参照)、表示されるのは承認待ちのアクションだけです。

図32：[All Pending Approvals (すべての承認待ち)] ページ

保留中のアクションを承認する

スケジュール済みアクションを承認すると、その承認は、そのアクション構成が変更されない限り、設定された終了日時まで有効です。

1. Administrator予約ロールまたはアクション承認者ロールを持つユーザとしてサインインします。

Tanium Consoleのメインメニューに、承認を必要とするアクション数が表示されます。

2. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Actions (アクション)] > [Actions I Can Approve (承認可能なアクション)]に

移動します。

3. (任意) 特定のアクションを検索するには、次のフィルタのいずれかを設定し、[Apply All (すべて適用)]をクリックします。

1. アクショングループ: [Select Action Group (アクショングループの選択)] ドロップダウンリストからアクショングループを1つず

つ選択することで、1つ以上のアクショングループをフィルタとして追加できます。

2. テキスト文字列 : [Filter Items (フィルタ項目)]フィールドにテキスト文字列を入力することで、任意の列の任意の値テキ

ストでグリッドをフィルタリングします。

3. 日付範囲 : 開始日が特定の日付範囲にあるアクションのみを表示するようグリッドをフィルタリングします。デフォルトのAll

(すべて)は、日付フィルタが適用されないことを意味します。
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4. 属性 : [Filters (フィルタ)]をクリックし、[Add (追加)]をクリックして、アクションの属性(Issuer (発行者)など)を選択しま

す。続けて演算子(is equal toなど)、属性値(administrator (管理者)など)を入力し、最後に[Apply (適用)]をクリック

します。属性の指定を終えたら[Apply All (すべて適用)]をクリックしてグリッドをフィルタリングします。

4. (任意) 日時値を持つアクションの設定の表示に使用する標準時を指定します。

1. 現地時間 : Tanium Consoleへのアクセスに使用しているシステムにローカルの時間です。

2. UTC: UTCは協定世界時のことです。

5. 承認するアクションを選択し、[Approve (承認)]をクリックします。

6. アクションの構成を確認し、[Approve Action (アクションの承認)]をクリックします。

Tanium Consoleは、アクションを作成したユーザが入力するアクションが影響を及ぼすエンドポイントの推定数を示します。

Tanium Serverは承認ワークフロー中にこの推定値を再計算しません。表示される数は、実際のエンドポイントのカウントがその

後いかに変更されようとも、アクション作成者がアクションを設定した時の数と同じです。

7. 影響を受けるエンドポイントの予測数が設定されているしきい値(デフォルトは100)を超える場合は、その予測数を入力して、

[Confirm (確定)]をクリックします。

Tanium Serverは、この確認手順によってアクションがネットワークに与える影響が理解されていることを確認します。

Tanium ConsoleでユーザにEstimated Number (予測数)の入力を求めるかどうかを制御するしきい値を変更

するには、[Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Global Settings (グローバル設定)]に移

動して、prompt_estimate_threshold設定を編集します。値を0に変更すると、影響を受けるエンドポイント数

にかかわらず、Tanium Consoleが承認者にプロンプトを表示することに注意してください。
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パート10：コンテンツの管理

コンテンツの概要

Tanium™展開環境では、コンテンツはセンサーやパッケージ、保存済みQuestion、ダッシュボード、カテゴリ、フィルタグループ、プラグイ

ンのことを意味します。Taniumでは、事前に定義したコンテンツをコンテンツパックの形で提供します。コンテンツパックはユーザが手動

でインポートするか、あるいはTanium Serverによって自動的にインポートされます(「共有サービスとコンテンツを管理する(ページ73)」を

参照)。特定の環境または目的に合わせてTaniumソリューションを拡張するカスタムコンテンツを作成することもできます。たとえば、ユー

ザがその環境において新しいアプリケーションの使用を開始する場合、コンテンツ作成者は、アプリケーションに関するデータを維持する

センサースクリプトまたは、アプリケーションを開始または停止させるパッケージスクリプトを記述できます。

コンテンツ作成者には以下の知識と経験が必要です。

l Taniumプラットフォームに対する理解

l エンドポイントのオペレーティングシステムに関する専門知識

l VBScript (Windows)、シェルスクリプト (Windows以外)、またはPythonでのスクリプトの作成およびテスト経験

定期的な間隔で再発行したり、パッケージに関連付けてアクションを展開したりできる保存済みQuestionを作成するコンテンツ作成者

がチームにいるとしましょう。こうしたコンテンツ作成者は必ずしもスクリプトを記述する必要はありませんが、エンドポイントで実行される

システムやプロセスを認識し、スケジュール済みのQuestionやアクションがエンドポイントに与えかねない影響を理解し、必要に応じて

調整を行わなければなりません。たいていのお客様は、Taniumコンテンツパックやソリューションモジュールに提供されているコンテンツを

可能な限り活用し、Taniumサポートと協力して(「Taniumサポートに問い合わせ」を参照」)カスタマイズや新しいユースケースに取り組

んでいます。

Tanium Core Platformのコンテンツを作成する際、最良の結果を得られるようにテストされたコードおよび設定の例と

して、Taniumコンテンツパックのコンテンツを検討します。カスタムコンテンツの見本には、テスト済みのセンサーおよび

パッケージを使用してください。ベストプラクティスとして、Taniumコンテンツパックで提供されるコンテンツを編集しない

で、カスタムコンテンツを作成してください。詳しくは、「推奨4：カスタマイズをTaniumのコンテンツに限定する(ページ

79)」を参照してください。

もう1つのベストプラクティスは、カスタムコンテンツは、ラボ環境で作成、テストしてから、Tanium Core Platform展開環

境の本番サーバに配布することです。Tanium Consoleを使用して、Tanium Server間でコンテンツをエクスポートおよ

びインポートすることができます。「共有サービスとコンテンツを管理する(ページ73)」を参照してください。

Taniumは、サードパーティプロバイダからパッケージファイルを提供できます。各パッケージの詳細については、そのパッケージで参照され

ているREADME.txtファイルを参照してください。

すべてのコンテンツはコンテンツセットに割り当てます。コンテンツセットに対するアクセス権をユーザに付与するには、高度ロールとモ

ジュールロールでコンテンツセットアクセス権限を指定し、そのロールをユーザやユーザグループに割り当てます。詳しくはコンテンツセット

の管理(ページ270)を参照してください。

デフォルトでは、ユーザは自分が作成したコンテンツを所有しますが、ユーザがアクティブでない場合は、必要に応じて他のユーザに所

有権を転送できます。詳細は、「非有効ユーザのコンテンツを削除または所有権を移行する(ページ322)」を参照してください。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html
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センサーの管理

センサーの概要

センサーは、エンドポイントで実行されてTaniumのQuestionに対する応答を計算するスクリプトです。Tanium Serverは、Tanium

Clientの登録中にセンサーをエンドポイントに配布します。センサーでは、以下のような情報を収集するQuestionを実行ができます。

l ハードウェア/ソフトウェアのインベントリと設定を取得する

l 実行中のアプリケーションとプロセス

l ファイルとディレクトリ

l ネットワーク接続

Tanium Serverのインストールプロセスは、広範な一般的なQuestion用のセンサーを含むTanium™ Default ContentおよびTanium™

Interactコンテンツパックを自動的にインポートします。その他のTaniumソリューションをインポートすると、インポートされたTaniumコンテ

ンツパックまたはTaniumソリューションモジュールに応じて、追加のセンサーが提供されることがあります。Taniumが提供するコンテンツ

内に必要なセンサーが見つからない場合は、カスタムセンサーを作成できます。

センサー構成には、設定、スクリプトの内容、およびスクリプトのパラメータが含まれます。センサーは、独自的なコーディング構文ではな

く業界標準のスクリプト言語を使用します。ベストプラクティスは、多くの管理対象エンドポイントで利用可能なスクリプトエンジンをセン

サーが使用することです。Windowsのエンドポイントでは、Windows 98以降のMicrosoft Windowsのすべてのデスクトップリリースおよ

びWindows NT 4.0 Option Pack以降のすべてのWindows ServerリリースにデフォルトでインストールされているVBScriptが、一般に

最も包括的で「追加設定不要」の機能を提供します。MacOSまたはLinuxのエンドポイントでは、一般にシェルスクリプトが最も包括

的で「追加設定不要」な機能を提供します。もちろん、オペレーティングシステムがサポートする他の任意のスクリプト言語(Windows

PowerShellなど)もセンサーの作成に使用できます。ただし、関連するスクリプトエンジンがエンドポイントにすでに存在している場合、

またはインストールされていないエンドポイントにエンジンをデプロイして構成できる場合に限ります。Taniumの予約済みセンサーは、コ

ンピュータ名、アクションステータス、コンピュータID、ダウンロードステータスを含むコアシステムセンサーであるため、これらの構成を編集

することはできません。

センサーの管理に必要なロールアクセス権限についてはコンテンツ管理のアクセス権限(ページ52)を参照してください。

センサーの詳細を表示する

センサー構成の属性と実行時間の指標を表示する。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Sensor (センサー)]に移動します。

[Sensors (センサー)]グリッドには、表20で説明しているセンサー属性の大半が表示されます。

2. (任意)デフォルトでは非表示の属性を表示するには、[Customize Column (列のカスタマイズ)] をクリックして、その属性を選択

します。

3. (任意) [Runtime (実行時間)]オプションで [Show (表示)]をクリックするとセンサーの実行時間の指標が表示され、[Hide (非表

示)](デフォルト )をクリックすると非表示になります。

各種センサーの [Runtime (実行時間)]列には、センサーが実行時間しきい値を超えたかどうかを示すアイコンと実行時間平均

(ミリ秒)が表示されます。アイコンおよび実行時間しきい値の設定手順についての詳細は、「センサーの実行時間しきい値の管

理(ページ226)」を参照してください。
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4. (任意) 特定のセンサーを探すには、フィルタを利用します。

1. Filter by text (テキストでフィルタ): センサーの名前、カテゴリ、説明のいずれかでグリッドをフィルタリングするには、[Filter

items (フィルタ項目)]フィールドにテキスト文字列を入力します。

2. 属性でフィルタ: コンテンツセットの割り当てなどの属性でグリッドをフィルタリングします。 [Filters (フィルタ)]セクションを

展開し、[Add (追加)]をクリックして、属性および演算子を選択し、属性値のすべてまたは一部を含むテキスト文字列

を入力して、[Apply (適用)]をクリックします。複数の属性フィルタを追加すると、Boolean AND演算子が適用されま

す。属性の指定を終えたら[Apply All (すべて適用)]をクリックしてグリッドをフィルタリングします。

5. (任意) 表20で説明しているすべての属性を表示するには、センサーを選択して、[Edit (編集)] をクリックします。

センサーを編集する

ベストプラクティスとして、Taniumからインポートされたコンテンツパックを介して提供される定義済みのセンサーは編集

しないでください。詳しくは、推奨4：カスタマイズをTaniumのコンテンツに限定する(ページ79)を参照してください。

Tanium提供のセンサーを編集する場合は、Taniumサポートに問い合わせる(ページ375)。または、Taniumが提供す

るセンサーのクローンを作成し、そのコピーを編集できます(センサーのクローンを作成する(ページ187)を参照)。最初

から作成したカスタムセンサーを編集することもできます。

同じセットに属している複数のパッケージのコンテンツセット割り当てを変更する場合は、「コンテンツセット間でセンサー

を移動させる(ページ187)」を参照してください。

センサーを編集するには：

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Sensor (センサー)]に移動します。

2. 検索および列ソート機能を使用して、編集するセンサーを検索します。

3. センサーの行を選択し、[Edit (編集)]をクリックします。

4. 表20の説明に従って構成設定して、[Save (保存)]をクリックします。

コンテンツセット間でセンサーを移動させる

Tanium展開のRBAC設定に対する変更に対応するために、必要に応じてコンテンツセット間のセンサーを移動できます。たとえば、特

定のセンサーを非常に権限の高いユーザのみがアクセスできるコンテンツセットに移動させることができます。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Sensor (センサー)]に移動します。

2. センサーを選択して、[Move to Content Set (コンテンツセットに移動)] > <content_set_name>を選択します。

センサーのクローンを作成する

クローン作成は、以下のことが必要な場合に役立ちます。
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l Taniumコンテンツパックから定義済みのセンサーの変更されたバージョンを作成します。

元のTaniumセンサーは変更しないでください。

l 設定が多少異なる既存のセンサーを使用して新しいセンサーを作成します。多くの場合、このほうが最初から新しいセンサー

を作成するより簡単です。

センサーのクローンを作成するには次の手順を実行します。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Sensor (センサー)]に移動します。

2. 検索および列ソート機能を使用して、クローンを作成するセンサーを検索します。

3. センサーを選択し、[Clone (クローンを作成)]をクリックします。

4. 表20の説明に従って構成設定して、[Save (保存)]をクリックします。

センサーを作成する

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Sensor (センサー)]に移動します。

2. [New Sensor (新規センサー)]をクリックし、次の構成設定を行って [Save (保存)]をクリックします。

設定 ガイドライン

名前 アクションを識別するための名前を指定します。名前は、TaniumConsole上のセンサーリストに表示されま

す。自分や他の管理者が簡単に探せるよう、すでにある命名方法に従ってください。センサーのサブ列の区

切り文字であるアンダースコア文字 (_)は使用しないでください。センサー名にアンダースコアがあると、センサー

ソースパッケージでセンサーをセンサー変数として使用できなくなります。

重要 :名前を変更する場合は、必ず名前を参照するコンテンツを再構成してください。たとえば、以前の名

前で構成されたすべての保存されたQuestionに含まれるセンサー名を変更する必要があります。

説明 詳細を入力します。フォーマットした結果の例を含めます。この説明は、[Sensors (センサー)]ページと

[Question Builder (Questionビルダ)]の[Browse Sensors (センサーの参照 )]ダイアログに表示されます。

コンテンツセット コンテンツセットに割り当てます。リストには、センサー書き込みアクセス権限を持つすべてのコンテンツセットが

表示されます｡

カテゴリ [Sensors (センサー)]ページおよび[Question Builder (Questionビルダ)]のセンサーの[Browse Sensors (セン

サーの参照 )]ダイアログに表示されるカテゴリのひとつを指定します。

表20：センサーの構成に関するガイドライン
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設定 ガイドライン

結果の種類 [Question Results (Questionの結果 )]グリッドでは、センサーが返す値は、以下のような指定されたデータ

型として扱われます。

l 日付 /時刻 (RFC822)

l 日付 /時刻 (WMI)

l ファイルサイズ

l 整数

l IPアドレス

l 数値

l テキスト

l 時間

l バージョン

MaxSensor Age (センサーの寿

命 )

センサーを使用するQuestionに回答する時にTaniumClientがこのセンサーのキャッシュ結果を使用できる最

大時間を入力します。たとえば、デフォルトではFile Sizeセンサーのデータの寿命は15分です。TaniumClient

は、[File Size (ファイルサイズ)]センサーを実行するQuestionを受信すると、その結果をキャッシュします。次の

15分間にTaniumClientが[File Size (ファイルサイズ)]センサーを含むQuestionを受信したら、そのキャッシュ結

果が回答として返されます。15分経過後に[File Size (ファイルサイズ)]センサーを含むQuestionを受信した場

合、センサースクリプトを再度実行して新しい回答を計算します。

ステータスや使用率センサーなどの頻繁に変更される値を返すセンサーの経過時間値は短くします。筐体

の種類やActive Directoryドメインのメンバーシップなど、通常は頻繁には変更のない値には、経過時間値を

大きくします。

Max Sensor Age (センサー寿命 )は、TaniumClient上の結果キャッシュにのみ影響し、

Tanium™Data ServiceがTaniumServerに保存する結果キャッシュには影響しません(「収

集したセンサー結果を管理する(ページ197)」を参照 )。

MaxStringsAge (文字列の寿

命 )

Questionの結果がTaniumServerのディスクスペースにもたらす影響を抑えたい場合、[Enable (有効化 )]を

選択し、サーバが回答の文字列を削除する前に文字列が到達できる最大経過時間を指定します。デフォ

ルトは1週間です。文字列の経過時間は、TaniumServerがその文字列を最後に使用した時、または

TaniumClientからその文字列を受信した時を起点とする分数に基づいています。詳しくはセンサー文字列

の増大を管理する(ページ393)を参照してください。

Max String Age (文字列の寿命 )は、TaniumData ServiceがTaniumServerに保存する

結果キャッシュには適用されません(「収集したセンサー結果を管理する(ページ197)」を参

照 )。

表20：センサーの構成に関するガイドライン (続き)



© 2021 Tanium Inc. AllRightsReserved ページ190

設定 ガイドライン

最大文字列 Questionの結果がTaniumServerのディスクスペースにもたらす影響を抑えたい場合、[Enable (有効化 )]を

選択し、最も古い文字列の削除前にこのセンサーについてサーバが保存する回答の最大文字列数を入力

します。このサーバは、ソースセンサーの文字列カウントを計算する際、一時センサーの文字列カウントを含

めます。デフォルトは0で、この場合、制限は指定されません。文字列の経過時間は、TaniumServerがその

文字列を最後に使用した時またはTaniumClientからそれを受信した時によって決まります。

重要 :文字列の増大を制限する場合、ベストプラクティスは[Max Strings (最大文字列 )]ではなく[Max

Strings Age (最大文字列の経過時間 )]を設定することです(センサー文字列の増大を管理する(ページ

393)を参照 )。各種センサーで文字列数の制限が必要となる極端なケースでのMax Strings (最大文字

列 )の設定については、事前にTaniumサポートに問い合わせる(ページ375)。

Max Strings (最大文字列 )は、TaniumData ServiceがTaniumServerに保存する結果

キャッシュには適用されません(「収集したセンサー結果を管理する(ページ197)」を参照 )。

結果値の大文字と小文字を無

視する

大文字と小文字を区別しないで結果の値をグループ化してカウントします。

センサーリストと解析結果でこの

センサーを非表示にする

ユーザインターフェイス全体でセンサーリストからこのオブジェクトを除外する場合は、このオプションを選択しま

す。

複数の列に分割 (複数列センサーのみ) センサースクリプトが複数の結果を返す場合は、[Question Results (Questionの結

果 )]グリッドの複数の列に表示されます。スクリプトの結果値を区切るために使用する区切り文字を指定しま

す。列名と対応する結果の型を入力して、結果グリッドに表示する順序通りに配置します｡ [Hide (隠す)]オ

プションを選択すると、結果グリッドのデフォルトビューに列が表示されないようにできます｡次の図は、

[Running Applications (実行中のアプリケーション)]センサーの設定を示しています。

:多列センサーをフィルタリングするQuestionの作成の各列のフィルタリングは、センサーの

定義で複数の文字 (例 :|:)ではなく、1文字 (例：|)の列区切り文字が指定されている場

合にのみ機能します。

表20：センサーの構成に関するガイドライン (続き)

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_example_multicolumn_sensor.html
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設定 ガイドライン

スクリプト 各種対象オペレーティングシステム(OS)ごとに以下の手順を実行します。

1. [+]をクリックして対象のOSを追加します。

2. [Query Type (クエリタイプ)]を目的のスクリプトエンジンに設定します。

3. スクリプトのテキストを入力します。

パラメータ入力 (パラメータ化センサーのみ) [+]をクリックし、[Add Parameter (パラメータの追加 )]をクリックして、パラメータを

設定します。

パラメータは次のとおりです。

l [Checkbox (チェックボックス)] —ユーザは、ボックスをチェックすることによって設定を有効化します。0または

1が変数に入力されます。選択された場合は1、選択されなかった場合は0が返されます。

l [Date (日付 )]、[Date Time (日付時刻 )]、[Date Time Range (日付時間範囲 )] -ユーザは日付と時

刻、または範囲を選択します。日時は、ミリ秒単位のエポックタイムの形式です。範囲では、ユーザはパ

イプで区切って2つの日時を指定します。

l [Drop Down List (ドロップダウンリスト )] -ユーザはリストから1つのオプションのみを選択します。

l [List (リスト )] -ユーザは1つ以上の値を選択します。複数の値はパイプで区切ります。

l [Numeric (数値 )] -ユーザは数値を入力します。入力は最小値と最大値で制御できます。ステップサイ

ズを指定すると、指定した値で入力を割り切れるように指定できます。スナップ間隔は、上下ボタンが押

されたときの数字の増減量です。ステップサイズの値は、スナップ間隔が0でなければ、スナップ間隔の値

の倍数にする必要があります。ユーザが選択した数字が変数に入力されます。

l [Numeric Interval (数値間隔 )] -ユーザはリストから数字と項目を選択します。リスト項目は数値を1つ

とります｡変数に入力される値は、乗算の結果です。たとえば、ユーザが2を選択してHigh(高 )(値は3)を

選択すると、変数の値は6になります。

l [Plugin (プラグイン)] -ほとんどの場合､ユーザの使用に適しません｡使用の詳細は、Taniumサポートに

問い合わせる(ページ375)。

l [Separator (セパレータ)] -セパレータは、ユーザ入力フォーム内のセクションを区切るグラフィカルな方法

です。

l [Text Area (テキスト領域 )] -ユーザは大量のテキストを入力します。テキストは変数に入力されます。

l [Text Input (テキスト入力 )] -ユーザはテキストを入力します。許可されるエントリは、正規表現で制御で

きます。ユーザ入力は変数に入力されます。

l [Time (時刻 )] -ユーザはドロップダウンリストから時刻を選択します。入力は制限することができます。

表20：センサーの構成に関するガイドライン (続き)

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_example_parameterized_sensor.html
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設定 ガイドライン

センサのプレビュー 少数の非重要エンドポイントでセンサー結果をプレビューすることにより、Questionやセンサーのハーベスティン

グに使えるようにする前にセンサーをテストできます。プレビューは、エンドポイントに悪影響を及ぼす可能性の

ある不具合がセンサースクリプトにある場合に有用な対策です。

コンピュータグループを選択するか、[Add (追加 )]をクリックしてセンサーを作成してから、[Preview (プレ

ビュー)]をクリックすると､センサーのテスト結果を確認することができます。

表20：センサーの構成に関するガイドライン (続き)

センサーの構成をエクスポート /インポートする

以下の手順では、特定のセンサーまたはすべてのセンサーの構成をエクスポートおよびインポートする方法を説明しています。

本番環境にコンテンツをインポートする前に、ラボ環境でコンテンツの開発とテストを行ってください。

センサーをエクスポートする

CSVファイルの形式でセンサーをエクスポートすることで、その形式をサポートするアプリケーションでその設定を表示することができま

す。ユーザアカウントにExport Content (コンテンツのエクスポート )アクセス権限を持つロールがある場合は、JSONファイルの形式でアク

ションをエクスポートすることで別のTanium Serverにインポートすることもできます。Administrator予約ロールにはそのアクセス権限があ

ります。

センサーに加えてその他の種類のコンテンツをエクスポートまたはインポートする場合は、「共有サービスとコンテンツを管

理する(ページ73)」を参照してください。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Sensors (センサー)]に移動します。

2. 特定のセンサーのみをエクスポートするには、グリッドで行を選択します。すべてのセンサーをエクスポートする場合、この手順は

省略できます。

3. エクスポート をクリックします。

4. (任意)デフォルトのエクスポートファイル名を編集します。

ファイルのサフィックス(.csvまたは.json)は、選択された [形式 ] に基づいて自動的に変更されます。

5. [データのエクスポート ] オプションを選択します。グリッド内のすべてのセンサー、または選択したセンサーのみ。

6. ファイルの形式を選択します。JSONまたはCSV。

7. [Export (エクスポート )]をクリックします。

Tanium Serverは、Tanium Consoleへのアクセスに使用されたシステムのDownloadsフォルダにファイルをエクスポートします。



© 2021 Tanium Inc. AllRightsReserved ページ193

センサーをインポートする

センサーをインポートするには、署名付きコンテンツのインポート権限とセンサーの読み取り権限が必要です。Administratorまたは

Content Administrator予約ロールは、すべてのセンサーをインポートできます。

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

1. コンテンツファイルにデジタル署名して、署名を検証するための公開鍵があることを確認します。コンテンツファイルの認証を参照

してください。

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

3. [Content (コンテンツ)]セクションまでスクロールし、 [Import Content (コンテンツのインポート )] をクリックします。

4. [Choose File (ファイルを選択)] をクリックして、コンテンツファイルを選択し、[Open (開く)]をクリックします。

5. [Import (インポート )]をクリックします。

ファイル内のオブジェクト名が既存のオブジェクトと同じである場合、Tanium Consoleは競合項目を箇条書きして、各項目の解

決オプションを提供します。

6. 競合項目の解決策を選択する競合およびベストプラクティスのガイダンスを参照してください。

7. もう一度 [Import (インポート )]をクリックして、インポートが終了したら[Close (閉じる)]をクリックします。

センサーの構成詳細をコピーする

[Sensors (センサー)]ページの情報をクリップボードにコピーすることで、その情報をメッセージやテキストファイル、スプレッドシートに貼り

付けることができます。グリッドの各行は、コンマで区切られた値の文字列です。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Sensors (センサー)]に移動します。

2. 次のいずれかの手順を実行します。

1. 行情報をコピー:行を選択して [Copy (コピー)] をクリックします。

2. セル情報をコピー:セルの上にカーソルを重ねて、[Options (オプション)] をクリックし、[Copy (コピー)] をクリックします。

センサー隔離を管理する

センサーの隔離の概要

センサーが前のQuestionまたはアクションで実行時間タイムアウトを超えていた場合、センサー隔離を実施すると、現在のQuestionま

たはアクションでセンサーは実行されなくなります。隔離は、Questionやアクションが長時間実行されるセンサーを使用する場合に、

CPU使用率などのエンドポイントリソースに対する影響を限定するのに有用です。設定できないタイムアウトは1分に設定されます。

デフォルトでは、隔離は実施されません。センサーがタイムアウトを超えて、実行を停止した後、センサーは隔離済みステータスになりま

すが、以降のQuestionやアクションを実行できるよう完了またはタイムアウトするまで引き続き実行されます。この場合、Tanium Client

は隔離済みステータスを使用して、センサーがタイムアウトしたことを記録します。

施行を有効にするかどうかに関わらず、Tanium Clientは、タイムアウトを超えるとあらゆるセンサーを停止します。各クライアントはセン

サーを隔離し、個別の隔離を実行します。その結果、エンドポイントによってセンサー隔離されたり、隔離されなかったりします。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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Tanium Clientがセンサーを隔離する場合、Tanium Consoleは以下のメッセージを[Question Results (Question結果)]グリッドに表

示します。TSE-Error：Sensor evaluation timed out (センサー評価タイムアウト)。すでに隔離を受けており施行が有効と

なっているセンサーを使用してQuestionを出すと、[Question Results (Questionの結果)]グリッドにTSE-Error:を表示します。The

sensor is quarantined (このセンサーは隔離されています)。センサーを隔離する、またはすでに隔離されているセンサーが実行

されないようにする場合、Tanium Clientはエントリをクライアントログおよびセンサー履歴ログに追加します。

一時センサーが1分のタイムアウトを超えた場合、Tanium Clientはもとのセンサーを隔離し、もとのセンサーに基づく現在および将来の

一時センサーすべてを隔離します。

実施を有効にして、エンドポイントを対象にしたセンサーが隔離された場合は、そのセンサーがコンピュータグループに

含まれていたとしても、実行されなくなります。ただし、隔離されたセンサーは、from all machines with Is Windows
not equals trueなどの曖昧なfrom句を持つQuestionのターゲットを歪める可能性があります。この場合、Is

Windowsセンサーが検疫されるWindowsエンドポイントは、応答がTSE-Error:になるため、not equals true条

件に一致します。隔離されているセンサーはむしろtrueです。このような結果を避けるには、対象の句をできるだけ具

体的に指定し、not equals trueなどの否定形の一致検索条件を使用しないでください。

隔離センサーを表示する

隔離されたセンサーの属性を表示する

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Quarantined Sensors (センサーの隔離)]に移動

します。

[Quarantined Sensors (隔離センサー)]グリッドには、表20で説明しているセンサー属性の大半が表示されます。

2. (任意)デフォルトでは非表示の属性を表示するには、[Customize Column (列のカスタマイズ)] をクリックして、その属性を選択

します。

3. (任意) 特定のセンサーを探すには、フィルタを利用します。

1. Filter by text (テキストでフィルタ): センサーの名前または説明でグリッドをフィルタリングするには、[Filter items (フィルタ

項目)]フィールドにテキスト文字列を入力します。

2. Filter by attribute (属性でフィルタ) : [コンテンツセットの割り当て]などの1 つ以上の属性でグリッドをフィルタします。[

Filters (フィルタ)]セクションを展開して、[Row (行)]または [Grouping (グループ化)] (ブール演算子でグループ化)をク

リックし、[Apply (適用)]をクリックして属性と演算子を選択し、属性値のすべてまたは一部を含むテキスト文字列を入

力して、[Apply (適用)]をクリックします。属性の指定を終えたら[Apply All (すべて適用)]をクリックしてグリッドをフィルタ

リングします。

4. (任意) 表20で説明しているすべての属性を表示するには、センサーを選択して、[Edit (編集)]をクリックします。

隔離にセンサーを追加する

センサーを実行するとエンドポイントにマイナスの影響を与えることが予想される場合、手作業でエンドポイントのセンサーを隔離できま

す。

センサーの隔離によって、隔離の実施を自動的に有効にすることはできません。
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1. Tanium Consoleへのアクセスに使用するブラウザのURLフィールドにhttps://<Tanium

Server>/hash/<sensor>.https:///hash/を入力します。<Tanium Server>の場合は、Tanium ServerのFQDNまたはIPア

ドレスを入力します。<sensor>はTanium Consoleが表示しているセンサー名と大文字小文字とスペースに関して合致している

必要があります。

ブラウザはセンサーに関連するハッシュ値を表示しています。

2. エンドポイントでオペレーティングシステムのCLIにアクセスし、ディレクトリ(cd)をTanium Clientのインストールフォルダに変更しま

す。

3. 次のコマンドを入力します。

1. Windows：TaniumClient quarantine add <sensor_hash>

2. Windows以外：./TaniumClient quarantine add <sensor_hash>

センサーの隔離を解除する

Default Content (以前のInitial Content - Base)のバージョン7.1.10.0000またはそれ以降をインポートした場合は、Tanium Console

を使用して一部またはすべてのエンドポイント上のセンサーを隔離解除できます(「共有サービスとコンテンツを管理する(ページ73)」を

参照)。センサーの隔離を解除した後、Tanium Clientはそれ以降のQuestionとアクションの実行を許可しますが、タイムアウトを超え

るとセンサーは再び停止、隔離されます。

センサーを修正すると、その新しい定義を受け取るTanium Clientはそのセンサーの隔離を自動的に解除します。

Tanium Serverが、オフラインのエンドポイント上のセンサーを隔離解除することはできません。いくつかのエンドポイント

が後にオンラインになる可能性があることが分かっている場合、[Un-Quarantine Sensor (センサーの隔離解除)]また

は[Un-Quarantine Sensor (Non-Windows) (センサーの隔離解除) (Windows以外)]パッケージを使用するアクショ

ンの計画を検討します(アクションのデプロイ(ページ157)を参照)。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Quarantined Sensors (センサーの隔離)]に移動

します。

2. センサーを選択して[Unquarantine (隔離解除)]をクリックします。

3. センサーの隔離を解除するエンドポイントを含む[Action Group (アクショングループ)]を選択します。

4. 影響を受けるエンドポイントを確認してから[Unquarantine (隔離解除)]をクリックします。

センサー隔離の適用を有効 /無効にする

隔離の施行を有効化すると、Tanium Clientは、隔離センサーを使用するQuestionには回答せず、それらのセンサーはアクションに対

して実行されません。施行を無効にした後、クライアントは依然としてセンサーとログの隔離イベントを検疫しますが、これらのセンサー

が実行されないようにすることはできません。

隔離の適用を有効または無効にするユーザアカウントには、グローバル設定書き込みアクセス権限を持つロールが必

要です。管理者予約ロールを割り当てられたユーザには、このアクセス許可があります｡

https://docs.tanium.com/popups/client/installation_path.html
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適用を初めて有効化する場合、[EnableSensorQuarantine]設定を以下のようにTanium Server上でグローバル設定に追加する必

要があります。デフォルトで、適用は無効化されており、設定はTanium Consoleで表示されません。設定を追加後、Tanium Server

はこの設定をすべてのTanium Clientに適用します。

1. Tanium Consoleにアクセスする。

2. メインメニューから、[Administration (運用管理) > [Management (管理)] > [Global Settings (グローバル設定)] に移動し、

[New Setting (新規設定)]をクリックします。

3. 以下の値を入力して[Save (保存)]をクリックします。

1. Setting Name (名称設定) = EnableSensorQuarantine

2. Setting Value (設定値) = 1

3. Affects (影響) = Client

4. Value Type (値の種類) = Numeric

グローバル設定に追加した後に施行設定を変更したい場合、

1. メインメニューから、[Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Global Settings (グローバル設定)]に移動しま

す。

2. [EnableSensorQuarantine]を選択して、[Edit (編集)]をクリックします。適用を有効にする場合は値に1、適用を無効にする

場合は値に0に設定して、[Save (保存)]をクリックします。

すべてのクライアントではなく特定のTanium Clientにおける適用設定を変更したい場合は、そのクライアントのローカル

構成のEnableSensorQuarantine設定を追加したり、変更したりできます(参照 : Tanium Client Managementユー

ザガイド：Tanium ClientのCLIとクライアント設定)。

センサー隔離の詳細をエクスポートする

CSVファイルの形式でセンサー隔離情報をエクスポートすることで、その形式をサポートするアプリケーションで表示することができます。

特定のセンサー隔離の詳細をエクスポートするには、それらセンサーのコンテンツセットに対するセンサーの書き込み権

限が必要です。AdministratorまたはContent Administrator予約ロールを持つユーザは、すべてのセンサー隔離の詳

細情報をエクスポートできます。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Quarantined Sensors (センサーの隔離)]に移動

します。

2. 次のエクスポートオプションのいずれかを選択します。

1. 特定のセンサー隔離の詳細をエクスポートするには、対応するチェックボックスを選択して、[エクスポート ]をクリックしま

す。

2. 特定のセンサー隔離の詳細をエクスポートするには、[Export (エクスポート )] をクリックします。

3. CSVファイルのファイル名を入力します。

https://docs.tanium.com/client/client/cli_reference.html
https://docs.tanium.com/client/client/cli_reference.html
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4. CSVファイルにグリッドの列ヘッダーを含めるには、[Include headers in export (エクスポートにヘッダーを含める)]を選択します。

[Flatten Rows (行をフラット化)]オプションをスキップします。このオプションはセンサーの隔離には適用されません。

5. [Export (エクスポート )]をクリックします。

Tanium Serverは、Tanium Consoleへのアクセスに使用されたシステムのDownloadsフォルダにファイルをエクスポートします。

センサー隔離の詳細をコピーする

[Quarantined Sensors (センサーの隔離)]ページの情報をクリップボードにコピーすることで、その情報をメッセージやテキストファイル、

スプレッドシートに情報を貼り付けることができます。グリッドの各行は、コンマで区切られた値の文字列です。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Quarantined Sensors (センサーの隔離)]に移動

します。

2. 次のいずれかの手順を実行します。

1. 行情報をコピー:行を選択して [Copy (コピー)] をクリックします。

2. セル情報をコピー:セルの上にカーソルを重ねて、[Options (オプション)] をクリックし、[Copy (コピー)] をクリックします。

収集したセンサー結果を管理する

Tanium Data Serviceでは、Questionの発行時にオフラインであったエンドポイントの保存済みセンサー結果を表示することができま

す。収集用のセンサーを登録すると、サービスはすべての管理対象エンドポイントにクエリを実行して、それらセンサーの結果を収集し

てTaniumデータベースに保存します。結果を最新に維持するため、サービスは登録センサーを含むQuestionを定期的に再発行しま

す。Interactの [Question Results (Question結果)]グリッドには、最新の収集結果のみが表示されます。結果の表示についての詳

細は、「オンラインおよびオフラインのエンドポイントの結果を表示する(ページ141)」を参照してください。

登録するセンサーを決める時は、結果の収集では、ネットワーク帯域幅やエンドポイントのリソース、Tanium Serverのディスク容量な

どのリソースが消費されること考慮してください。センサーのカーディナリティが大きくなるほど、リソースの消費量は増大します。たとえば、

IP Addressセンサーはエンドポイントごとに一意の結果文字列を生成するのに対し、Operating System (OS)センサーは、同じOSを

持つすべてのエンドポイントに対して同じ文字列を生成します。この場合、IP Addressセンサーのカーディナリティは大きく、Operating

Systemセンサーよりも多くの帯域幅、CPU使用率、ストレージを必要とします。

リソース消費を最適化するには、日報など、よくアクセスされる結果が生成されるカーディナリティの低いセンサーについ

てのみ収集の設定をするようにします。たとえば、オンラインおよびオフライン両方の健全性またはセキュリティ態勢を評

価するには、Applicable Patchesセンサーの結果に基づいてレポートを生成するようにします。これに対し、Hight

CPU Processesセンサーの結果は変動が大きすぎるため、オフラインのエンドポイントのアクティビティの計測には信頼

できません。

結果収集に関連するリソース消費の監視についての詳細は、「センサー結果収集時のリソースの使用状況を監視する(ページ373)」

を参照してください。

Tanium Serverは、収集用のセンサーを自動的に登録します。たとえば、サーバは、エンドポイントを識別するセンサーやコンピュータ管

理グループのメンバーシップを定義するセンサーを自動的に登録します。「デフォルトで登録されているセンサー(ページ203)」の全一覧

を参照してください。
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センサー収集の管理に必要なユーザロールのアクセス権限については、「 Tanium Data Serviceのアクセス権限(ペー

ジ45)」を参照してください。

Tanium Data Serviceがセンサー結果の収集に使用するサービスアカウントの変更については、「Tanium Interactユー

ザガイド :サービスアカウントを設定する」を参照してください。

Max Sensor Age (センサーの寿命)、Max String Age (文字列の寿命)、およびMax Strings (最大文字列数)の設

定は、Tanium Data Serviceが収集および保存するセンサー結果には適用されません。これらの設定についての詳細

は、表20を参照してください。

センサー収集の登録詳細を表示する

各センサーの登録ステータスとその他の詳細を表示します。

1. Interact [Home (ホーム)] ページに移動し、[Settings (設定)] をクリックします。

[Registration & Collection (登録と収集)]タブの [Registered (登録)]列は、センサーが収集用に登録されていて収集が有効

な場合にTrueを表示します。収集用に登録されていないか、または登録されてはいるが収集が無効(収集が一時停止中)なセ

ンサーの場合は、Falseと表示されます。

右端の列の [Actions(アクション)] ドロップダウンは、各センサーに対して実行できる操作のメニューです。追加(登録)、rリリース

(登録解除)、無効(収集の一時停止)、有効(収集の再開)、パージ(結果のパージ)があります。。デフォルトで登録されているセ

ンサー(ページ203)として列挙されているセンサーに対して登録解除、収集の一時停止、および結果のパージ操作を行うことは

できません。

デフォルトでは、センサーグリッドは非表示のセンサーを除外するようにフィルタリングされます。非表示のセンサーについての詳細

は、表20の「センサーリストと解析結果でこのセンサーを非表示にする」設定を参照してください。

センサーの構成を編集するには、その名前をクリックします。

2. (任意)特定のセンサーのみを表示するには、[詳細フィルタ]をクリックし、次のオプションのいずれかを選択します。

1. Category (カテゴリ)：特定のカテゴリに含まれるダッシュボードに割り当てられているQuestionで使用されているセンサー

のみを表示します。

2. Registered (登録済み):収集用に登録および有効になっているセンサー(True)、または収集用に登録されていないセ

ンサー(False)のみを表示します。

3. Hidden (非表示):非表示のセンサー(True)、または非表示でないセンサー(False)のみを表示します。

4. Has Parameters (パラメータあり):パラメータ化センサー(True)または非パラメータ化センサー(False)のみを表示しま

す。

3. (任意)グリッドの上の [Filter Items (フィルタ項目)]フィールドにテキスト文字列を入力して、センサーの名前またはカテゴリでフィ

ルタリングします。

収集用センサーを登録 /登録解除する

収集用のセンサーが登録または登録解除されると、Tanium Data Serviceは、次回収集間隔(「センサー収集の詳細な構成設定を

する(ページ200)」を参照)のタイミングでその変更を自動的に適用し、Questionを発行してセンサー結果を更新します。また、収集用

にセンサーが登録されると、サーバはそのセンサーについてただちに結果の収集を開始します。手動で採取を開始する(ページ199)を開

https://docs.tanium.com/interact/interact/installing.html#serviceaccount
https://docs.tanium.com/interact/interact/installing.html#serviceaccount
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始した場合もまた、登録の変更が適用されます。デフォルトで登録されているセンサーを登録解除することはできません。

センサーを登録解除しても、Tanium Data Serviceのストレージから既存の結果が削除されることはありません。

[Question Results (Question結果)]ページに表示されないようにストレージから結果をパージするには、「特定のセン

サーの結果をパージする(ページ200)」を参照してください。

1. Interact [Home (ホーム)] ページに移動し、[Settings (設定)] をクリックします。

2. (任意)特定のセンサーを探すには、[Registration & Collection (登録と収集)]タブをフィルタリングします。「センサー収集の登

録詳細を表示する(ページ198)」を参照してください。

3. 次のいずれかのアクションを実行します。

1. Register sensors (センサーの登録): [Actions (アクション)] > [Add (追加)]を選択してセンサーを登録します。

パラメータ化センサーの場合は、1つのセンサーに複数のインスタンスを登録できます。それぞれのインスタンスに、パラ

メータを指定して、[Apply (適用)]をクリックします。

2. Unregister sensors (センサーの登録解除): [Actions (アクション)] > [Release (リリース)]を選択してセンサーを登録解

除します。

センサーの収集を一時停止 /再開する

センサーの結果を更新するためにQuestionを発行する場合、Tanium Serverは一時停止中のセンサーを除外します。収集の一時停

止または再開は、センサーを登録解除または再登録しなくてもセンサーごと行うことができます。センサーを一時停止すると、Interactの

[Question Results (Questionの結果)]ページには、その一時停止の前にサーバがそのセンサーで最後に収集した結果が表示されま

す(該当する場合)。デフォルトで登録されているセンサーを一時停止することはできません。

1. Interact [Home (ホーム)] ページに移動し、[Settings (設定)] をクリックします。

2. (任意)特定のセンサーを探すには、[Registration & Collection (登録と収集)]タブをフィルタリングします。「センサー収集の登

録詳細を表示する(ページ198)」を参照してください。

3. [Actions (アクション)] > [Disable (無効)]を選択して収集を一時停止するか、[Actions (アクション)] > [Enable (有効)]を選択

して収集を再開します。

センサーの収集を再開すると、サーバはただちにそのセンサーについて結果の収集を開始します。

手動で採取を開始する

センサーの結果を最新に維持するため、Tanium Serverは収集間隔(デフォルトでは時間単位)になるたびにすべてのエンドポイントに

Questionを自動的に再発行します。サーバはまた、センサーが登録されるか、収集が再開されたときにも直ちに結果を収集します。手

動収集は収集間隔スケジュールには影響しないことに注意してください(「センサー収集の詳細な構成設定をする(ページ200)」を参

照)。

1. Interact [Home (ホーム)] ページに移動し、[Settings (設定)] をクリックします。

2. [Registration & Collection (登録と収集)]タブで、グリッドの上にある [Collect Now (今すぐ収集)]をクリックします。
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特定のセンサーの結果をパージする

特定のセンサーの結果をストレージからパージすることで、[Question Results (Question結果)]ページを表示されないようにすることが

できます。

デフォルトで登録されているセンサーの結果をパージすることはできません。

[Max Endpoint Age (エンドポイントの寿命)]の時間内にエンドポイントから応答がない場合、Tanium Data Service

はそのエンドポイントの結果を自動的に削除します。このガベージ収集プロセスを構成設定するには、「期限切れのセ

ンサー結果の削除を設定する(ページ201)」を参照してください。

1. Interact [Home (ホーム)] ページに移動し、[Settings (設定)] をクリックします。

2. (任意)特定のセンサーを探すには、[Registration & Collection (登録と収集)]タブをフィルタリングします。「センサー収集の登

録詳細を表示する(ページ198)」を参照してください。

3. パージするセンサーを登録解除するか、収集を一時停止します。

1. Pause collection (収集の一時停止): [Actions (アクション)] > [Disable (無効)]を選択します。

2. Unregister (登録解除): [Actions (アクション)] > [Release (リリース)]を選択します。

4. センサーのパージでは、センサーごとに [Actions (アクション)] > [Purge (パージ)]を選択し、[Confirm (確定)]をクリックします。

センサー収集の詳細な構成設定をする

登録済みセンサーの結果を収集する場合、Tanium Data Serviceはそのセンサーを含むQuestionを発行します。サービスは、1回分

ずつQuestionsを発行し、Tanium Serverから結果をダウンロードして、Taniumデータベースに結果を書き込みます。デフォルトの収集

設定は、Questionによってネットワーク帯域幅およびエンドポイントのリソースが消費されすぎないように構成されています。また、デフォ

ルト設定は、結果のダウンロードと書き込み時に、サービスがTanium Serverのメモリを消費すぎないように構成されています。これらの

設定は、収集用に登録したセンサーの数、およびネットワーク、エンドポイント、Tanium Serverのリソース制限に基づいて必要に応じ

て編集することができます。

収集設定の変更にあたっては、Taniumサポートに問い合わせる(ページ375)を参照してください。これらの設定は、

Administrator予約ロールを持つユーザのみが変更できます。

センサー収集処理を監視またはトラブルシューティングするには、[Interact] > [Info (情報)]を選択し、[Data Service

Status (Data Serviceステータス)]チャートで [Data Collection (データ収集)]指標を表示します。



© 2021 Tanium Inc. AllRightsReserved ページ201

1. Interact [Home (ホーム)] ページに移動し、[Settings (設定)] をクリックします。

2. [Service Configuration (サービス構成)]を選択し、[Collection (収集)]タブで次の構成設定をします。

設定 説明

収集間隔 TaniumData Serviceが、登録済みのセンサーの結果を収集するプロセスを実行する頻度を指定しま

す。単位は分で、デフォルトは60(1時間 )です。

Polling Interval (ポーリング間隔 ) TaniumData Serviceが発行された各Questionの結果の有無をチェックする頻度を指定します。単位は

秒で、デフォルトは30です。

Poll Timeout (ポーリングのタイム

アウト )

TaniumData ServiceがQuestionに対する新しい結果を最後に受信してから、新しい結果の有無確認

を停止するまでの時間の長さを指定します。単位は秒で、デフォルトは60(1分 )です。

MaxSensors per Question

(Questionあたりの最大センサー

数 )

TaniumData Serviceが結果を収集するために発行するQuestionの単一列センサーの最大数を指定

します。単一センサーが返す応答は、Question Results (Question結果 )グリッドで1つの列に表示され

ます。。デフォルトは、Questionあたりセンサー30個です。この構成設定では、最大同時Question数と

の組み合わせと収集時のリソース消費との関係を考慮してください。

このサービスでは、Questionあたりの多列センサーの制限 (設定変更不可 )が適用さ

れます。

MaxConcurrent Questions (最

大同時Question数 )

結果の収集でTaniumData Serviceが1回分として同時に発行するQuestionの最大数を指定します。

デフォルトは10個です。この構成設定では、Questionあたり最大センサー数との組み合わせと収集時

のリソース消費との関係を考慮してください。

ResultsDownload Page Size

(結果のダウンロードページサイ

ズ)

収集時にTaniumData ServiceがTaniumServerから結果をダウンロードするエンドポイントの最大数を

指定します。デフォルトでは10,000です。この設定の目的は、1回のダウンロードで処理するデータセット

が大きすぎることのないようにし、サービスとサーバのメモリ使用量を最適化することです。

ContinuousHarvest (連続収

集 )

定期的なスケジュールではなく、使用可能になったタイミングでエンドポイントから結果が送信されるよう

に、収集のQuestionを開いたままにしておきます。これにより、結果が更新される速度が速くなります。こ

の設定の変更にあたっては、Taniumサポートに問い合わせる(ページ375)を参照してください。

表21：センサー収集処理の設定

期限切れのセンサー結果の削除を設定する

結果を保存する際、Tanium Data Serviceはそれられの結果を各エンドポイントにマッピングし、エンドポイントが最後に更新を返した

時間を基準に有効寿命を評価します。このことは、複数のエンドポイントから同じ結果が返されたが、返された時間が異なる場合は、

ガベージ収集処理によって、有効期限(エンドポイントの寿命)内に更新を返さなかったエンドポイントの結果のみが削除されることを意

味します。ガベージ収集の設定は、結果文字列の増加の割合と展開環境で使用可能なリソース(ストレージ容量とメモリ)に基づいて

必要に応じて編集できます。文字列の増加の割合を監視し、最も多くの文字列を生成するセンサーを特定する方法については、「セ

ンサー結果収集時のリソースの使用状況を監視する(ページ373)」を参照してください。
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ガベージ収集設定の変更にあたっては、Taniumサポートに問い合わせる(ページ375)を参照してください。これらの設

定は、Administrator予約ロールを持つユーザのみが変更できます。

ガベージ収集処理を監視またはトラブルシューティングするには、[Interact] > [Info (情報)]を選択し、[Data Service

Status (Data Serviceステータス)]チャートで [Garbage Collection (ガベージ収集)]指標を表示します。たとえば、期

限切れの結果をすべて削除する前に処理がタイムアウトした場合、チャートにはそのプロセスのエラーが表示されま

す。

1. Interact [Home (ホーム)] ページに移動し、[Settings (設定)] をクリックします。

2. [Service Configuration (サービス構成)] > [Garbage Collection (ガベージ収集)]を選択し、次の構成設定をします。

設定 説明

ガベージ収集間隔 TaniumData Serviceが期限切れになった結果をチェックし、削除する頻度を指定します。単位は分

で、デフォルトは15です。

Garbage Collection Timeout (ガ

ベージ収集のタイムアウト )

ガベージ収集処理をタイムアウトにする時間を指定します。単位は分で、デフォルトは30です。処理の

実行中、TaniumData Serviceは保存済み結果に対する保留中の更新を先延ばしします。最新の結

果を表示する必要があるユーザに大きな影響を与える更新を先延ばしすることなく、期限切れの結果

をすべて削除するのに十分な時間を指定してください。

期限切れの結果をすべて削除する前にガベージ収集処理がタイムアウトした場合

は、次回のガベージ収集のタイミングで削除が再開されます。

MaxEndpoint Age (エンドポイン

ト寿命 )

収集した結果の寿命を指定します。各エンドポイントについて、TaniumData Serviceは、エンドポイント

がセンサーの更新を最後に返した日時に基づいて結果の寿命を評価します。単位は日にちで、デフォ

ルトは30です。[Max Endpoint Age (エンドポイントの寿命 )]時間内にエンドポイントがセンサー収集の

Questionに応答しなかった場合、ガベージ収集処理は、そのエンドポイントのエントリとその関連結果を

ストレージから削除します。

Reference Sensor Name (基準

センサー名 )

[Max Endpoint Age (エンドポイントの寿命 )]に基づいて期限切れになった結果を評価する際に

TaniumData Serviceがエンドポイントの特定に使用するセンサーを指定します。デフォルトのセンサーは

Computer IDセンサーです。ベストプラクティスは、以下のエンドポイント識別 (EID)センサーのうちのいず

れかを使用することです。これらの識別情報は、最も頻繁に更新されます。Computer ID、Computer

Name、Computer SerialNumber。

コンピュータグループのエンドポイ

ント寿命

コンピュータグループごとに、収集した結果の有効期限 (寿命 )を指定できます。このオプションを使用し

て、[Max Endpoint Age (エンドポイントの寿命 )]で指定した値よりも短い寿命を設定することができま

す。[Computer Group Max Endpoint Age (コンピュータグループのエンドポイント寿命 )]で設定した値

は、[Max Endpoint Age (エンドポイントの寿命 )]で設定した値を上書きするのではないことに注意して

ください。どちらか小さい方の値によって、ガベージ収集処理がトリガーされます。単位は時間です。

表22：センサーの結果に対するガベージ収集の設定
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センサー収集をトラブルシューティングする

センサー収集によってネットワーク帯域幅やエンドポイントのリソース、Tanium Serverのリソースが過剰に消費されていないかどうかを

調べる方法については、「センサー結果収集時のリソースの使用状況を監視する(ページ373)」を参照してください。

その他のセンサー収集の問題をトラブルシューティングについては、以下を参照してください。

l Tanium Core Platform展開リファレンスガイド：Tanium Data Serviceのログ：ログは、結果を収集するためにTanium Server

が各Questionを発行した日時とQuestion ID、Question内の各センサーに関する情報を示します。

l Question履歴(ページ137)：[Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Question History (Question履歴)]

ページで、Tanium Data ServiceログのQuestion ID (Harvesting qid)を使用して、センサー結果を収集するために

Tanium Serverが発行した特定のQuestionを探すことができます。

デフォルトで登録されているセンサー

収集用にデフォルトで登録されているTanium Core Platformセンサーはこの後に示す通りです。Interactをインストールすると、Tanium

Data Serverはこれら登録済みセンサーの結果をただちに収集および保存します。これらのセンサーに対して登録解除、収集の一時

停止、結果のパージ操作を行うことはできません。

これとは別に、Taniumのモジュールによっては、そのモジュールをインポートしたときにデフォルトで登録されるセンサーも

あります。

コンピュータグループのメンバーシップを定義するセンサーが展開環境にまだない場合は、Default Computer Groups

コンテンツパックを使用してインポートすることができます。「共有サービスとコンテンツを管理する(ページ73)」参照してく

ださい。

l エンドポイント識別子(EID)センサー:

l Computer ID

l Computer Name

l Computer Serial Number

l コンピュータ管理グループのメンバーシップを定義するセンサー:

l Chassis Type

l Computer Name

l Is AIX (AIX)

l Is Linux (Linux)

l Is Mac (Mac)

l Is Solaris (Solaris)

l IsVirtual

l Is Windows (Windows)

l Operating System

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/logs.html#TDS_logs
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l Operating System Generation

l Windows OS Release ID

l Windows OS Type

パッケージの管理

パッケージの概要

パッケージ設定には、設定、コマンド、スクリプトおよび、管理対象エンドポイントに対するアクションの調整に必要なその他すべてのファ

イルが含まれます。パッケージは、Interactの [Question Results (Questionの結果)]グリッドからアクション展開ワークフローを開始する

ことによって展開できます。

Tanium Clientサービスは、LocalSystemまたはrootアカウントのアクセス権限で実行されるため、エンドポイントにサインインしている管

理者ユーザが利用できるほとんどすべてのコマンドライン命令を実行できます。このため、クライアントのアプリケーションが以下の条件を

満たしている限り、サインインしたTanium Consoleユーザは管理者権限がなくても、それらアプリケーションをインストール、更新、削除

するアクションをエンドポイントに展開できます。

l このアプリケーションは、LocalSystemアカウントのアクセス許可(Windows) 、またはroot(Windows以外)を使用してコマンドライ

ンからインストールされます。

l アプリケーションは、インストール時に対象エンドポイントにサインインしているエンドユーザとのやりとりがないように設定されてい

ます。

l このアプリケーションは、必要に応じて、アプリケーションのインストーラに渡されるオプション、スイッチ、または入力ファイルを使用

してインストール時に動的にカスタマイズできます。

必要な実行可能ファイル、スクリプト、構成ファイルにこれらの特性がネイティブで備わっていない場合は、InstallShieldなどの市販のソ

フトウェアパッケージツール、またはNullsoft Scriptable Install Systemなどのオープンソースのアプリケーションを使用して、インストーラ

の新しいバージョンを作成できることがあります。

Tanium Core Platformを使用すると、インストールされているアプリケーションの数およびそのアプリケーションの使用状況を追跡できま

す。したがって、新しいソフトウェアをインストールするか、既存のソフトウェアのバージョンをアップグレードする前に、組織が必要な数の

ライセンスを所有しているか、またはソフトウェアの使用条件を満たしていることを確認してから、組織内のエンドポイントに商用または

オープンソースのソフトウェアを一元的に配布およびインストールします。

パッケージの構成を作成、変更、削除するには、ユーザアカウントにパッケージ書き込みアクセス権限を持つロールが必

要です。AdministratorまたはContent Administrator予約ロールにはこのアクセス権限があります。

パッケージの詳細を表示する

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

[Packages (パッケージ)]グリッドには、表23で説明している属性の大半が表示されます。

2. (任意)デフォルトでは非表示の属性を表示するには、[Customize Column (列のカスタマイズ)] をクリックして、その属性を選択

します。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html
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3. (任意) 特定のパッケージグループを探すには、フィルタを利用します。

1. Filter by text (テキストでフィルタ): パッケージの名前またはコマンドでグリッドをフィルタリングするには、[Filter items (フィ

ルタ項目)]フィールドにテキスト文字列を入力します。

2. Filter by attribute (属性でフィルタ): コンテンツセットの割り当てなどの属性でグリッドをフィルタリングします。 [Filters

(フィルタ)]セクションを展開し、[Add (追加)]をクリックして、属性および演算子を選択し、属性値のすべてまたは一部

を含むテキスト文字列を入力して、[Apply (適用)]をクリックします。複数の属性フィルタを追加すると、Boolean AND

演算子が適用されます。属性の指定を終えたら[Apply All (すべて適用)]をクリックしてグリッドをフィルタリングします。

4. 特定のパッケージのすべての属性を表示するには、パッケージを選択して [Edit (編集)]をクリックします。表23にパッケージの属

性をまとめています。

パッケージを編集する

ベストプラクティスとして、Taniumコンテンツパックで提供される定義済みのパッケージを編集しないでください。詳しく

は、「推奨4：カスタマイズをTaniumのコンテンツに限定する(ページ79)」を参照してください。Taniumサポートに問い合

わせる(ページ375)。または、Taniumが提供するパッケージのクローンを作成し、そのコピーを編集できます(パッケージ

のクローンを作成する(ページ206)を参照)。最初から作成したカスタムパッケージを編集することもできます。

同じセットに属している複数のパッケージのコンテンツセット割り当てを変更する場合は、「別のコンテンツセットにパッ

ケージを移動する(ページ205)」を参照してください。

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

2. 検索および列の並べ替え機能を使用して、編集するパッケージを探します。

3. パッケージの行を選択し、[Edit (編集)]をクリックします。

4. 表1の説明に従って構成を完了し、[表23]をクリックします。

別のコンテンツセットにパッケージを移動する

Tanium展開環境のRBAC設定に対する変更に合わせ、センサーは必要に応じて別のコンテンツセットに移動することができます。たと

えば、非常に高い権限を持つユーザのみがアクセスできるコンテンツセットにパッケージを移動することができます。

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

2. パッケージを選択して、[Move to Content Set (コンテンツセットに移動)] > <content_set_name>を選択します。

パッケージファイルを再ダウンロードする

Tanium Serverは、キャッシュ内のパッケージファイルを保存します。更新されたファイルバージョンが使用可能な場合、または現在の

ファイルバージョンをトラブルシューティング目的で再ダウンロードする必要がある場合、Tanium Serverに手動で再ダウンロードして正

しいファイルをエンドポイントに展開することができます。パッケージの初期ダウンロードに失敗した場合、サーバは数分ごとにダウンロー

ドを自動的に再試行することに注意してください。
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1. 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、ファイルをダウン

ロードするパッケージを選択します。

アクションに関連付けられているパッケージのファイルをダウンロードする場合は、[Administration (運用管理)] >

[Actions (アクション)] > [Action History (アクション履歴)]に移動し、アクションを選択して[Show Status (ス

テータスの表示)]をクリックします。

2. [Status (ステータス)]をクリックします。

ステータスがポップアップ表示されます。

3. 再ダウンロードするファイルごとに [Re-Download (再ダウンロード )]をクリックするか、[Re-Download All (すべてを再ダウンロー

ド )]をクリックしてすべてのファイルをダウンロードします。

ヒント：Tanium Serverがリモートのパッケージファイルの更新バージョンの有無を自動的にチェックして、ダウンロードするようにしたい場

合は、パッケージ構成で [Check for update (更新を確認)]の間隔を設定します(「ファイル(ページ208)」を参照)。

パッケージのクローンを作成する

クローン作成は、以下のことが必要な場合に役立ちます。
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l Taniumコンテンツパックから定義済みのパッケージの変更されたバージョンを作成します。

元のTaniumパッケージは変更しないでください。

l 設定が多少異なる既存のパッケージを使用して新しいパッケージを作成します。多くの場合、このほうが最初から新しいパッ

ケージを作成するより簡単です。

パッケージのクローンを作成するには次の手順を実行します。

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

2. 検索および列の並べ替え機能を使用して、クローンを作成するパッケージを探します。

3. パッケージを選択し、[Clone (クローンを作成)]をクリックします。

4. 表23の説明に従って構成設定して、[Save (保存)]をクリックします。

パッケージを作成する

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

2. [New Package (新規パッケージ)]をクリックし、次の構成設定を行って [Save (保存)]をクリックします。

設定 ガイドライン

パッケージ名 パッケージを識別する構成名。

表示名 [Packages (パッケージ)]ページと[Deploy Action (アクションを展開 )]ページに表示される名前です。

コンテンツセット コンテンツセット割り当て。リストには、パッケージ書き込みアクセス権限を持つすべてのコンテンツセットが表示

されます｡

コマンド エンドポイントで実行するコマンドを指定します。

センサー情報元パッケージの場合は、[Add sensor variable (センサー変数を追加する)]リンクを使用してセ

ンサーに対する参照を挿入します。コマンドを実行すると、センサーが返す値が変数に代入されます。セン

サーソースのコマンドが有用な例として、現在エンドポイントで実行されているプロセスを強制終了するケース

が挙げられます｡Running Processesセンサーによって、各エンドポイントで実行されているすべてのプロセス

のリストが返されます。Running Processesセンサーを使用しているQuestionからパッケージを直接に展開

し、特定されたプロセスの1つを終了することができます。

Command Timeout / Download

Timeout (コマンドタイムアウト /ダウ

ンロードタイムアウト )

これらのタイムアウトは、パッケージを使用するアクションの状態 (完了、時間切れ、失敗 )に影響します。ダウ

ンロードタイムアウトは、パッケージファイルのダウンロードに使用できる時間の長さです。コマンドタイムアウト

は、コマンドの実行に使用できる時間の長さです。アクションの状態を左右するすべての設定についての詳

細は、「アクションサマリとステータスを表示する(ページ167)」を参照してください。

アクションロックを無視する エンドポイントのアクションロックがオンになっているかどうかに関係なく、このパッケージを含むアクションをエンド

ポイントが実行できるようにします。このオプションは､衛生を促進するパッケージで使用してください。詳細につ

いては、アクションロックの管理 (ページ179)を参照してください。

表23：パッケージ設定ガイドライン

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_example_sensor_sourced_package.html
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設定 ガイドライン

Launch this package in a process

group (プロセスグループでこのパッ

ケージを起動する)

(バージョン7.2またはそれ以降を実行するには、TaniumCore PlatformサーバとTaniumClientが必要です。)

パッケージコマンドをプロセスグループ内で実行します。コマンドが完了するかタイムアウトすると、プロセスグ

ループと残りの子プロセスが強制終了されます。

デフォルトでは、この設定は構成できません。設定変更できるようにするには、メインメニューから

[Administration (運用管理 )] > [Management (管理 )] > [Global Settings (グローバル設定 )]に移動し、

allow_process_group_flag_editを1に設定します。TaniumConsoleを使用して新しいパッケージを作成す

る場合、この設定はデフォルトで有効になっています。ただし、インポートされたパッケージの設定を有効化す

るには、コンテンツファイルで<process_group_flag>を1に設定してインポートするか、インポート後に

TaniumConsoleでallow_process_group_flag_editを設定します。

ファイル パッケージのファイルを選択するには、[Add (追加 )]ドロップダウンリストを開いて、以下のいずれかのオプション

を選択します。

l ローカルファイル: ローカルのホストコンピュータを参照して選択します。アップロードすると、SHA-256ハッ

シュが生成されます。

l リモートファイル: ファイルのアドレスとファイルの名前を入力し、[Check for update (更新のチェック)]オプ

ションを選択して、必要に応じてSHA-256ハッシュを入力します。

パッケージ関係のファイルはすべて、TaniumServerのインストールディレクトリのサブディレクトリに保存されま

す。

表23：パッケージ設定ガイドライン (続き)
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設定 ガイドライン

パラメータ入力 (パラメータ化パッケージのみ)[Add Parameter (パラメータの追加 )]ドロップダウンを開いて次のいずれかのパラ

メータを選択し、説明に従って設定します。

l [Checkbox (チェックボックス)] —ユーザは、ボックスをチェックすることによって設定を有効化します。0または

1が変数に入力されます。選択された場合は1、選択されなかった場合は0が返されます。

l [Date (日付 )]、[Date Time (日付時刻 )]、[Date Time Range (日付時間範囲 )] -ユーザは日付と時

刻、または範囲を選択します。日時は、ミリ秒単位のエポック形式です。範囲では、ユーザはパイプで区

切って2つの日時を指定します。

l [Drop Down List (ドロップダウンリスト )] -ユーザはリストから1つのオプションのみを選択します。

l [List (リスト )] -ユーザは1つ以上の値を選択します。複数の値はパイプで区切ります。

l [Numeric (数値 )] -ユーザは数値を入力します。入力は最小値と最大値で制御できます。ステップサイ

ズを指定すると、指定した値で入力を割り切れるように指定できます。スナップ間隔は、上下ボタンが押

されたときの数字の増減量です。ステップサイズの値は、スナップ間隔が0でなければ、スナップ間隔の値

の倍数にする必要があります。ユーザが選択した数字が変数に入力されます。

l [Numeric Interval (数値間隔 )] -ユーザはリストから数字と項目を選択します。リスト項目は数値を1つ

とります｡変数に入力される値は、乗算の結果です。たとえば、ユーザが2を選択してHigh(高 )(値は3)を

選択すると、変数の値は6になります。

l Plugin (プラグイン) -たいていのユーザに適しません｡このパラメータについては、Taniumサポートに問い合

わせる(ページ375)。

l [Separator (セパレータ)] -セパレータは、ユーザ入力フォーム内のセクションを区切るグラフィカルな方法

です。

l [Text Area (テキスト領域 )] -ユーザは大量のテキストを入力します。テキストは変数に入力されます。

l [Text Input (テキスト入力 )] -ユーザはテキストを入力します。許可されるエントリは、正規表現で制御で

きます。ユーザ入力は変数に入力されます。

l [Time (時刻 )] -ユーザはドロップダウンリストから時刻を選択します。入力は制限することができます。

検証クエリ パッケージを使用したアクションによって、エンドポイントが予期していた結果になったかどうかをプレビュー

Questionを設定します。このアクションを実行すると、[Action Summary (アクションサマリ)]ページに検証の状

態が表示され、[Client Status Details (クライアントのステータス詳細 )]セクションにアクションの検証対象の

エンドポイントが表示されます(「アクションの状態 (ページ169)」を参照 )。検証クエリを発行するには、予約済

みコンテンツセットに対するセンサー読み取りアクセス権限が必要です。

1. [Add (追加 )]をクリックし、[Filter Bar (フィルタバー)]または [Filter Builder (フィルタビルダ)]のいずれかを

使用して、Questionのフィルタ部分を作成します。

2. プレビューの結果を確認し、[Apply (適用 )]をクリックします。

3. 確認失敗のタイムアウトを指定します。アクションが終了すると、計時が始まります。タイムアウト時間内

にアクションを検証されなかった場合、TaniumClientはアクションの状態を失敗と報告します。

表23：パッケージ設定ガイドライン (続き)

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_example_parameterized_package.html
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パッケージをエクスポート /インポートする

以下の手順では、特定のパッケージまたはすべてのパッケージの構成をエクスポートおよびインポートする方法を説明します。

本番環境にコンテンツをインポートする前に、ラボ環境でコンテンツの開発とテストを行ってください。

パッケージをエクスポートする

CSVファイルの形式でパッケージ構成をエクスポートすることで、その形式をサポートするアプリケーションでその設定を表示することがで

きます。ユーザアカウントにExport Content (コンテンツのエクスポート )アクセス権限を持つロールがある場合は、JSONファイルの形式

でパッケージをエクスポートすることで別のTanium Serverにインポートすることもできます。Administrator予約ロールにはそのアクセス権

限があります。エクスポートファイルには構成設定のみが含まれ、関連ファイルは含まれません。

パッケージに加えてその他の種類のコンテンツをエクスポートまたはインポートする場合は、「共有サービスとコンテンツを

管理する(ページ73)」を参照してください。

1. 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。

2. 特定のパッケージのみをエクスポートするには、グリッドで行を選択します。すべてのパッケージをエクスポートする場合、この手順

は省略できます。

3. エクスポート をクリックします。

4. (任意)デフォルトのエクスポートファイル名を編集します。

ファイルのサフィックス(.csvまたは.json)は、選択された [形式 ] に基づいて自動的に変更されます。

5. [データのエクスポート ] オプションを選択します。グリッド内のすべてのパッケージ、または選択したパッケージのみ。

6. ファイルの形式を選択します。JSONまたはCSV。

7. [Export (エクスポート )]をクリックします。

Tanium Serverは、Tanium Consoleへのアクセスに使用するシステム上のDownloadsフォルダにファイルをエクスポートします。

パッケージをインポートする

パッケージをインポートするには、署名付きコンテンツのインポート権限とパッケージの読み取り権限が必要です。Administratorまたは

Content Administrator予約ロールは、すべてのパッケージをインポートできます。

JSONまたはXMLのどちらの形式のパッケージ構成ファイルもインポートできます。

1. パッケージファイルにデジタル署名して、署名を検証するための公開キーがあることを確認します。コンテンツファイルの認証を参

照してください。

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

3. [Content (コンテンツ)]セクションまでスクロールし、 [Import Content (コンテンツのインポート )]をクリックします。

4. [Choose File (ファイルを選択)]をクリックし、パッケージファイルを選択して、[Open (開く)]をクリックします。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
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5. [Import (インポート )]をクリックします。

ファイル内のオブジェクト名が既存のオブジェクトと同じである場合、Tanium Consoleは競合項目を箇条書きして、各項目の解

決オプションを提供します。

6. 競合項目の解決策を選択する競合およびベストプラクティスのガイダンスを参照してください。

7. もう一度 [Import (インポート )]をクリックして、インポートが終了したら[Close (閉じる)]をクリックします。

この後の手順は、他のファイルを参照しているインポートされたパッケージに対してのみ行います。インポートしたファイルにはパッ

ケージ構成のみが含まれ、関連ファイルは含まれていないため、そうしたファイルはTanium Serverで手動でダウンロードする必

要があります。

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

9. インポートしたパッケージごとにパッケージを選択し、[Status (ステータス)]、[Re-Download All (すべて再ダウンロード )]をクリック

して、参照先ファイルをダウンロードします。

Tanium Serverがファイルのある場所にアクセスできない場合は、ファイルをアクセス可能な場所に移動し、パッケージ構成のFile

Address (ファイルアドレス)を変更して(「パッケージを編集する(ページ205)」を参照)、この手順を繰り返します。

パッケージの構成詳細をコピーする

[Packages (パッケージ)]ページの情報をクリップボードにコピーすることで、その情報をメッセージやテキストファイル、スプレッドシートに

貼り付けることができます。グリッドの各行は、コンマで区切られた値の文字列です。

1. 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。

2. 次のいずれかの手順を実行します。

1. 行情報をコピー:行を選択して [Copy (コピー)] をクリックします。

2. セル情報をコピー:セルの上にカーソルを重ねて、[Options (オプション)] をクリックし、[Copy (コピー)] をクリックします。

保存済みQuestionの管理

保存済みQuestionの概要

保存済みQuestionは、Interactの[Explore Data (データ探索)] フィールドで再作成することなく再発行できるQuestionです。これら

は、再発行間隔、アクセス権限、関連するアクション、その他の設定を定義できる設定オブジェクトです。スケジュールに基づいて保存

済みQuestionを手動で問題なく発行することもできます。Taniumモジュールを介して保存済みQuestionやTanium XML APIを使用

するカスタムアプリケーションを使用して問題を解決することもできます。たとえば、Tanium™ Connectを使用して保存済みQuestionを

定期的に発行し、結果を外部サーバに送信できます。保存済みQuestionを作成するには、[Explore Data (データ探索)] からダイナ

ミックQuestionを発行して保存します。インポートしたTaniumモジュールおよびコンテンツパックには、事前に定義された保存済み

Questionも用意されています。Interactモジュールは、ダッシュボードに保存済みQuestionを整理し、カテゴリ下でダッシュボードを整理

します。各カテゴリ、ダッシュボード、および保存済みQuestionは、1つのコンテンツセットに割り当てられます。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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ダッシュボード

ダッシュボードは、エンドポイントから取得した情報に関連する保存済みQuestionのグループです。たとえば、事前定義の

Hardware Inventoryダッシュボードには、CPU、ディスク、メモリ、BIOS情報を取得するQuestionが含まれています。ダッシュ

ボード内のすべてのQuestionを同時に発行することができます。

カテゴリ

カテゴリは、一群のダッシュボードです｡ これは、特定の目的で使用するQuestionの包括的な用語として機能します。たとえ

ば、[セキュリティ] カテゴリには、セキュリティ関連のQuestionからなる複数のダッシュボードが含まれています。

コンテンツセット

コンテンツセットは、アクセスを制御するためのユーザロール権限を適用する保存済みQuestion、ダッシュボード、カテゴリ、その

他のコンテンツのグループです。Taniumは、デフォルトコンテンツパックおよびTaniumモジュールを介して定義済みコンテンツセッ

トを複数用意しています。カスタムコンテンツセットを作成することもできます。詳細および関連するタスクについてはコンテンツ

セットの管理を参照してください。

次のTanium Consoleページを使用して、保存済みQuestionを表示、発行、編集し、コンテンツセット間でQuestionを移動させま

す。各ページに固有のアクションを実行することもできます。

l [Content (コンテンツ)] > [Saved Questions (保存済みQuestion)]ページ。このページを使用して、保存済みQuestionの設

定を表示し、Questionをコピー、エクスポート、削除します。

l Interactの [Overview (概要)]ページ。このページを使用して、カテゴリとダッシュボードを定義し、保存済みQuestionを割り当

てます。特定のQuestion、ダッシュボード、カテゴリをお気に入りとして選択し、また、新しい保存済みQuestionを作成すること

もできます。

保存済みQuestionの管理に必要なユーザロールおよびアクセス権限について詳しくはコンテンツ管理のアクセス権限

(ページ52)を参照してください。

ユーザ固有の保存済みQuestion

複数のユーザが同じ保存済みQuestionに対応する場合、次の要因がどのユーザに対して表示できるかを制御し、ユーザが表示でき

るQuestionの設定と結果を制御します。

l ユーザロールのアクセス権限：保存済みQuestionを表示または編集するには、Questionが割り当てられているコンテンツセット

に必要なロールのアクセス権限が必要です(「保存済みQuestionを管理する」を参照)。さらに、Question構成の次の設定は、

ロールのアクセス権限と相互作用して、Questionを表示できるユーザと、ユーザが表示できるその他の設定に影響を与えま

す。

l Visibility (可視性): Questionが所有者(Question作成者)と管理者にのみ表示されるか、または必要なロールのアク

セス権限を持つユーザに対してのみ表示されるかを決定します。

l デフォルト選択 : Questionの構成で [User Settings & Defaults (ユーザ設定とデフォルト )]で表示するデフォルト値を

指定します。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_content_sets.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_content_sets.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/requirements.html#saved_question_permissions
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l ユーザ固有の設定変更 :ユーザがQuestionの構成に対する変更を保存すると、Tanium ServerはそのQuestionのコピーを保

存します。サーバにログインすると、ユーザにはそのユーザが行った変更が反映されたQuestionのコピーのみが表示されます。

l コンピュータグループの管理権限 :保存済みQuestionの再発行間隔と最近のQuestionの結果の可視性は、ユーザとユーザグ

ループ、ペルソナに割り当てられたコンピュータグループによって決まります。

詳細については、KB記事の関連情報：ユーザ固有の保存済みQuestionを参照してください。

保存済みQuestionの詳細を表示する

1. メインメニューから[Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Saved Question (保存済みQuestion]に移動し

ます。

[Saved Questions (保存済みQuestion)]グリッドには、保存された質問を作成する(ページ213)で説明している属性の多くが

表示されます。

2. (任意)デフォルトでは非表示の属性を表示するには、[Customize Column (列のカスタマイズ)] をクリックして、その属性を選択

します。

3. (任意) 特定の保存済みQuestionを探すには、フィルタを利用します。

1. Filter by text (テキストでフィルタ): 名前またはQuestionテキストの値でグリッドをフィルタリングするには、[Filter items

(フィルタ項目)]フィールドにテキスト文字列を入力します。

2. 属性でフィルタ: コンテンツセットの割り当てなどの属性でグリッドをフィルタリングします。[ Filters (フィルタ)]セクションを

展開し、[Add (追加)]をクリックして、属性および演算子を選択し、属性値のすべてまたは一部を含むテキスト文字列

を入力して、[Apply (適用)]をクリックします。複数の属性フィルタを追加すると、Boolean AND演算子が適用されま

す。属性の指定を終えたら[Apply All (すべて適用)]をクリックしてグリッドをフィルタリングします。

4. 特定のQuestionのすべての属性を表示するには、、保存済みQuestionを選択して、[Edit (編集)]をクリックします。表24は各

種属性の説明です。

保存された質問を作成する

1. ダイナミックQuestionの実行には、Interactの [Explore Data (データ探索)] フィールドかQuestionビルダを利用します。

[Question Results (Questionの結果)]ページに結果が表示されます。

2. Questionフィールドの上の [Save (保存)]をクリックし、次の構成設定をします。

設定 ガイドライン

名前 TaniumConsoleのワークフローに表示されるリストで保存済みQuestionを識別する名前を入力します。

コンテンツセット コンテンツセットに割り当てます。このリストは、保存済みQuestion書き込みアクセス権限があるすべてのコンテン

ツセットで構成されます。

表24：保存済みQuestionの設定

https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360031056571-Reference-User-specific-saved-questions
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設定 ガイドライン

可視性 1. According to RBAC (RBAC準拠 )。ユーザが保存済みQuestionを表示するには､保存済みQuestionが

属するコンテンツセットに対する保存済みQuestion読み取りアクセス権限が必要です。

2. 所有者と管理者のみオブジェクトの閲覧可。この保存済みQuestionを閲覧できるのは､このQuestionの所

有者とAdministrator予約ロールを持つユーザだけです｡デフォルトでは、所有者はQuestionを作成した

ユーザになります。

最初の所有者のユーザアカウントが削除されると、Questionの所有権が別のユーザに

転送される場合があります。「ユーザを削除 /削除取り消し/ロックアウトする」を参照してく

ださい。

再発行 Questionを定期的に再発行する場合、[Reissue this question every (このQuestionを再発行 )]を選択し

て、再発行間隔の数値と単位を指定します。[Minuites (分 )]、[Hours (時間 )]、[Days (日数 )])。Tanium

Serverは、設定が保存されると保存済みQuestionを先に発行します。その時点でオンラインになっている

TaniumClientからは、回答が返されます。再発行オプションを使用して、現在オフラインになっているクライアント

を後でオンラインにすることができます。たとえば、保存済みQuestionの設定を保存している時にオフラインになっ

ている従業員のノートパソコンは、8時間の再発行間隔で少なくとも1回オンラインにすることができます。

再発行を設定すると、TaniumServerは指定された間隔で保存済みQuestionをバックグラウンドで再発行しま

す。たとえば、保存済みQuestionの設定を現地時間の午前9:00に保存し、再発行間隔を8時間おきに指定

した場合、TaniumServerは午後5:00と午前1:00、午前9:00というように保存済みQuestionを再発行します。

デフォルトでは、サーバは7日間応答をキャッシュし、Questionを発行したときにオフラインであったエンドポイントに

ついては、キャッシュの応答を [Question Results (Question結果 )]グリッドに表示します。[Question History

(Question履歴 )]では、指定した再発行間隔に基づいてサーバが保存済みQuestionを発行していることを確

認できます。

1. 再発行間隔が8時間に指定された場合、Tanium Serverは夏時間による時刻

変更に関係なく、正確に8時間おきにQuestionを再発行します。

2. 保存済みQuestionの再発行間隔を表示できるユーザは、それらのユーザに割

り当てられたコンピュータグループによって異なります。詳細については、KB記事

の関連情報：ユーザ固有の保存済みQuestionを参照してください。

Default preferences (デ

フォルトユーザ設定 )

保存済みQuestionに対してユーザに表示される[User Settings & Defaults (ユーザ設定とデフォルト )]は、ロー

ルのアクセス権限と[Default Preferences (デフォルト設定 )]によって異なります。デフォルト設定は、ユーザが設

定を編集するまで、すべてのユーザに対してQuestionに初期値として同じ値を設定する場合に便利です。管理

者またはContent Administratorの予約済みロールを持つユーザのみが、[Default Preferences (デフォルト設

定 )]を表示および設定できます。詳細については、KB記事の関連情報：ユーザ固有の保存済みQuestionを

参照してください。

Questionをドリルダウン対

象にする

このオプションを有効にすると、Questionの結果に対するドリルダウン操作が可能なQuestionの選択時の表示さ

れるリストにそのQuestionを含めることができます。詳細は、「結果をドリルダウンする」を参照してください。

表24：保存済みQuestionの設定 (続き)

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_users.html#Delete
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_questions.html#Question_history
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_questions.html#Question_history
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360031056571-Reference-User-specific-saved-questions
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360031056571-Reference-User-specific-saved-questions
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_results.html#Drill_down
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設定 ガイドライン

このQuestionをマージ可

能にする

このオプションを有効にすると、Questionの結果に対するマージ操作が可能なQuestionの選択時に表示される

リストにそのQuestionを含めることができます。このオプションは、非計数型Questionにのみ提供されます。詳しく

は、「Questionをマージする」を参照してください。

新しい保存済みQuestionの構成を保存した後は、この設定を変更することはでき

ません。

このオプションを有効にすると、[Yes, turn into non-counting question (はい、非計数型

Questionに変換 )]オプションが自動的に有効になります。

Non-Counting Question /

Counting Question (非

計数Question/計数

Question)

Questionを非計数Questionに変換するオプションは、Questionのget句に1つのセンサーがある場合にのみ利

用できます。非計数型Questionに変換すると、TaniumServerは応答を最近のデータとして保存することができ

ます。サーバは、応答するエンドポイントがオフラインであるなど、ライブデータを取得できない場合にその最近の

データを使用します。詳細については、現在または最近のQuestionの結果を表示を参照してください。

非計数Questionに変換することにより、合併オプションも有効になります。

1. 非計数型Questionでは、TaaSによってエンドポイントごとに応答文字列が維

持されるため(コンピュータIDに基づく)、ディスクストレージの消費量が多くなりま

す。

2. 新しい保存済みQuestionの構成を保存した後は、この設定を変更することは

できません。

Default Tab (デフォルトの

タブ)

デフォルトのタブとして､ [Question]、[Grid (グリッド )]、または[Pie (円 )]。Default Preferences (デフォルト設定 )

がすべてのユーザに設定されていない場合は、Default Tab設定がユーザ設定として保存されます。

Default Grid Chart Zoom

(デフォルトのグリッドチャー

トズーム)

[Question Results (Questionの結果 )]グリッドの当初の表示内容を現在の結果のみにするか、現在の結果

と保存済み結果の両方にするか選択します。

1. 現在 :グリッドには、現在オンラインのエンドポイントからの結果のみ表示されます。

2. 最近 :このオプションでは、オンラインのエンドポイントからの結果に加えて、オフラインのエンドポイントの結果

も含まれます。ただし、これは最後にサーバがQuestionを発行した後も、それらの結果がTaniumServerに

残っている場合だけです。

これらのオプションの詳細は、オンラインおよびオフラインのエンドポイントの結果を表示するを参照してください。

関連アクション 必要に応じて、ユーザがQuestionに基づいてアクションを展開するときに [Deploy Action (アクションを展開 )]

ページの [Deployment Package (展開パッケージ)]ドロップダウンリストの先頭に表示するパッケージを選択しま

す。デフォルトでは [Deployment Package (展開パッケージ)]の選択内容は、[Associated Packages (関連

するパッケージ)]に最初に追加したパッケージになります。たとえば、Windowsエンドポイント上のTaniumClientの

ログレベルを返すQuestionには、Associated Packages (関連するパッケージ)として、Set Windows Tanium

Client Logging Level (Tanium Clientロギングレベルの設定 )パッケージを追加することができます。詳しくは、

「アクションの展開」および「例 : 「保存済みQuestionと関連するパッケージ」を参照してください。

表24：保存済みQuestionの設定 (続き)

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_results.html#Merging_Questions
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_results.html#online_offline_endpoints
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_results.html#online_offline_endpoints
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_example_sq_associated_action.html
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3. [Preview (プレビュー)]セクションを展開して保存済みQuestionの結果をプレビューし、[Create Save Question (保存済み

Questionの作成)] をクリックします。

Tanium ServerはQuestionを再発行して、保存済みQuestionの結果グリッドに結果を表示します。構成設定の内容によっては、

Tanium Consoleのワークフローで使用される保存済みQuestionリストに保存済みQuestionが表示されることがあります。

パラメータ化センサーを含むQuestionを保存すると、置換後の値を含むセンサー定義が一時センサーと呼ばれるオブ

ジェクトに保存されます。そのエンドポイントのTanium™ Clientは､一時センサーを呼び出す保存済みQuestionに対す

る応答を計算するときに一時センサーを実行します｡ スケジュールに従って再発行される保存済みQuestionは、基の

センサーが更新されても、引き続き一時センサーを使用します。このため、センサーが更新され、保存されたQuestion

が更新済みコードを使用するようにしたい場合は、保存されたQuestionを作成し直す必要があります。

保存済みQuestionを編集する

ベストプラクティスとして、Taniumコンテンツパックで提供される保存済みQuestionを編集しないでください。詳細は、

「推奨4：カスタマイズをTaniumのコンテンツに限定する(ページ79)」を参照してください。Taniumサポートに問い合わ

せる(ページ375)を編集する必要がある場合は、ユーザ固有の保存済みQuestion(ページ212)、ユーザ固有の保存

済みQuestionを確認してください。または、Taniumが提供するQuestionのコピーを作成して、そのコピーを編集できま

す。最初から作成したカスタムの保存されたQuestionを編集することもできます。

同じセットに属する必要がある複数の保存済みQuestionに対するコンテンツセットの割り当てを変更する場合は、「別

のコンテンツセットに保存済みQuestionを移動する(ページ216)」を参照してください。

1. 以下の方法のうちの1つを使用して[Edit Saved Question (保存済みQuestionを編集する)]ページを開きます。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Saved Questions (保存済みQuestion)]

に移動し、、保存済みQuestionを選択して、[Edit (編集)]をクリックします。

2. Interactの [Overview (概要)]ページの [Saved Questions (保存済みQuestion)]パネルでQuestionを探し、

Questionにマウスを重ねて、[Options (オプション)] をクリックして、[Edit Properties (プロパティの編集)]を選択します。

2. 「保存された質問を作成する(ページ213)」に記載の構成設定を行って、[Save (保存)]をクリックします。

パラメータ化されたセンサーに基づく保存済みQuestionを作成してからセンサーを変更する場合、保存済みQuestion

の動作には、元のセンサー定義が反映されます。新しいセンサーの定義で保存済みQuestionが正しく動作するに

は、保存済みQuestionを変更する必要があります。「パラメータ化センサーを使用するQuestion(ページ125)」を参照

してください。

別のコンテンツセットに保存済みQuestionを移動する

Tanium展開環境のRBAC設定に対する変更に合わせ、保存済みQuestionは必要に応じて別のコンテンツセットに移動することがで

きます。たとえば、特定の保存済みQuestionを非常に権限の高いユーザのみがアクセスできるコンテンツセットに移動することができま

す。
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1. メインメニューから[Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Saved Question (保存済みQuestion]に移動し

ます。

2. 保存済みQuestionを選択して、[Move to Content Set (コンテンツセットに移動)] ><content_set_name>を選択します。

保存済みQuestionをフィルタリングする

Taniumシステムの使用頻度が増していくにつれて、保存済みQuestion数は増える傾向にあります。長いリスト内で特定のQuestionを

見つけるためにフィルタリングを行えます。使用可能なフィルタはTanium Consoleページによって異なります。[Content (コンテンツ)] >

[Saved Questions (保存済みQuestion)]ページで、テキスト文字列 (グリッドの上にあるフィルタフィールド )、または列の値(Question

設定)でフィルタリングします。[Interact Content (Interactコンテンツ)]ページにおいて、テキスト文字列、カテゴリ、ダッシュボード、お気

に入りに基づいてフィルタリングできます。

列(設定)の値でフィルタ

[Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Saved Questions (保存済みQuestion)]グリッドにQuestionの各種設定

の列が表示されます。グリッドのフィルタリングに使用する個々の設定について、次の手順を実行します。

1. 目的の列ヘッダでをクリックし、ドロップダウンリストを開きます。

2. [Filter (フィルタ)]を選択し、演算子(例：指定文字列と等しい)を選択します。

3. フィルタ値を入力して[Filter (フィルタ)]をクリックします。

カテゴリとダッシュボードでフィルタリング

Interactの[Overview (概要)]ページでパネルのチェックボックスをすると、そのカテゴリまたはダッシュボードに属する項目のみ表示されま

す。複数のフィルタを適用できます。パネルヘッダーで[Deselect (選択解除)]をクリックして、すべてのフィルタを選択解除します。

図33：Interactのコンテンツフィルタ

テキスト文字列でフィルタリング

Interactの[Overview (概要)]ページのパネルにあるテキストフィルタを使用して、指定した文字列に一致する項目を検索することができ

ます。テキスト検索ボックスにある [x] をクリックすると、フィルタがクリアされます。
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図34：テキストフィルタ

お気に入りによるフィルタリング

お気に入りは、Interactの [Overview (概要)] ページに表示したいカテゴリやダッシュボード、保存済みQuestionです。Interactの

[Overview (概要)] ページではお気に入りをオプションのフィルタとして利用することもできます。Tanium Serverは、お気に入りをユーザ

固有設定として保存します。選択したお気に入りが他のユーザに適用されることはありません。

Interact 2.0またはそれ以降にアップグレードする前にお気に入りとして選択した項目は、アップグレード後もお気に入りに残ります。アッ

プグレードする前または新しくTanium Serverをインストールする前にお気に入りがなかった場合、いずれにしても、読み取りアクセス権

限があるすべてのカテゴリとダッシュボードがお気に入りとして設定されます。

お気に入りのコンテンツの表示を構成するには、次の手順を実行します。

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

Taniumの[Home (ホーム)]ページで、項目のお気に入りアイコンをクリックすると、項目のお気に入りの選択が解

除され、ページから削除されます。ただし、[Home (ホーム)] ページには、お気に入りでない項目を表示するオプ

ションはなく、このため、そのページで項目を再びお気に入りにすることはできません。

2. カテゴリやダッシュボード、保存済みQuestionの名前横のお気に入りアイコンをクリックすると、その項目をお気に入りとして選択

したり、選択解除したりできます。

パネルヘッダーで[Favorite All (すべてお気に入りに登録)]または[Unfavorite All (すべてお気に入りを解除)]をク

リックしてから、そのパネルの項目を個別にオンまたはオフにすることで操作回数を減らすこともできます。
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3. お気に入りのカテゴリ、ダッシュボード、および保存済みQuestionのみを表示するには、[Content (コンテンツ)] セクションの右上

にある [Favorites (お気に入り)] をクリックします。

このボタンは暗いバックグラウンドに変化して、パネルにお気に入りのみが表示されることを示します。もう一度 [Favorites (お気に

入り)] をクリックすると、フィルタがオフになります。

お気に入りの[Categories (カテゴリ)]または[Dashboards (ダッシュボード )]を見つけて選択した後、[Favorites

(お気に入り)]フィルタをオフにして、[Saved Questions (保存されたQuestion)]パネルにお気に入りのQuestionと

お気に入りでないQuestionが共に表示されるようにします。

保存済みQuestionを発行する

Questionを保存した後、次の手順のいずれかを実行することによっていつでも手動でQuestionを発行できます。

l [Interact] メニューから [Content (コンテンツ)]をクリックし、[Saved Questions (保存済みQuestion)]パネルでQuestionの名

前をクリックします。

l お気に入りとしてQuestionが選択されている場合は、Interactの [Home (ホーム)] ページに移動し、[Favorite Saved

Questions (お気に入りの保存済みQuestion)]までスクロールして、Question名をクリックします。[Favorite Categories (お気

に入りカテゴリ)]または[Favorite Dashboards (お気に入りダッシュボード )]セクションでQuestion名に移動して、Question名を

検索してクリックすることもできます。

l メインメニューから、[Administration (管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Saved Questions (保存済みQuestion)] に移動

し、Questionを選択して、[Load (ロード )] をクリックします。

Tanium Consoleの[Saved Question Results (保存済みQuestionの結果)]ページに結果が表示されます。このページには、オフライ

ンのエンドポイントからの結果を表示するオプションがあります。ただし、このオプションで表示される結果は、そのQuestionが前回発行

されてからTanium Serverに引き続き結果が残っている場合だけです。デフォルトでは、サーバは保存済みQuestionの結果を7日間保

持します。詳細は、「オンラインおよびオフラインのエンドポイントの結果を表示する(ページ141)」を参照してください。

Tanium Serverが保存済みQuestionを自動的に再発行する場合は、Questionの構成を編集し、[Reissue (再発

行)]間隔を設定します。保存済みQuestionを編集する(ページ216)を参照してください。

ダッシュボード内のすべてのQuestionを同時に発行する場合は、保存済みQuestionのダッシュボードを発行する(ペー

ジ219)を参照してください。

保存済みQuestionのダッシュボードを発行する

場合によっては、エンドポイントから取得した情報の種類に基づいて関連する複数の保存済みQuestionを発行することが有用です。

このような場合は、1つのダッシュボードでQuestionをグループ化し、同時に問題を解決できます。たとえば、事前定義の [Hardware

Inventory (ハードウェアインベントリ)] ダッシュボードには、シャーシの種類、オペレーティングシステム、CPU、ディスク、メモリ、BIOS情

報を取得するQuestionが含まれています。

ダッシュボードですべてのQuestionを発行するには、次の手順に従います。
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1. メインメニューから、[Modules (モジュール)] > [Interact] に移動します。

2. [Dashboards (ダッシュボード )] パネルで、ダッシュボード名をクリックします。

Tanium Consoleには、ダッシュボードの結果ページが表示されます。このページには、ダッシュボードにある各保存済み

Questionの結果グリッドを示します。

図35：ダッシュボードの結果ページ

ダッシュボードの結果ページには、Questionごとに現在、最近、キャッシュ結果の表示などの、保存済みQuestionの結果ページにある

すべての機能が用意されています(「Questionの結果の管理」を参照)。ダッシュボードの結果ページには、次の機能もあります。(図35

の番号に対応)。

1 ダッシュボードのドロップダウンリストを使用して、別のダッシュボードを発行します。

2 [Filter All Questions Displayed (表示中のすべてのQuestionをフィルタ)]リストを使用して、すべての結果グリッドをコンピュータグループ

でフィルタします。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_results.html
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3 ページには、ダッシュボード名とお気に入りのステータス(お気に入りの場合は、お気に入りでない場合は)、ダッシュボードにある保存済み

Questionの数が表示されます。お気に入りのアイコン/をクリックすると、ダッシュボードのお気に入りのステータスが切り替わります。

4 このページには、結果グリッドごとにQuestion名とお気に入りのステータスが表示されます。お気に入りのアイコン/をクリックすると、ダッシュ

ボードのお気に入りのステータスが切り替わります。Question名をクリックしてそのQuestionを再発行できます。Questionの設定を変更する

場合、[Edit (編集 )]をクリックします(「保存済みQuestionを編集する」を参照 )。

5 コンピュータグループまたはテキストでフィルタリングする

6 特定の結果グリッドに追加のフィルタを適用します。

カテゴリとダッシュボードを管理する

Taniumモジュールおよびコンテンツパックをインポートすると、保存済みQuestionを整理するためのコンテナとして定義済みカテゴリとダッ

シュボードが提供されます。カスタムカテゴリとダッシュボードを作成し、Taniumデプロイメントに対してロールベースのアクセス制御

(RBAC)を設定する方法に基づいて保存済みQuestionを割り当てることもできます。Interactの[Overview (概要)]ページで以下のタス

クのすべてを実行できます。

カテゴリを作成する

1. [Categories (カテゴリ)]パネルの見出しで [Options (オプション)] をクリックし、[New Category (新規カテゴリ)] を選択します。

2. [Name (名前)]、[Content Set (コンテンツセット )]、[Visibility (可視性)]オプションを指定して、[Save (保存)]をクリックします。

ダッシュボードを作成する

1. [Dashboards (ダッシュボード )]パネルの見出しで [Option (オプション)] をクリックして、[New Dashboard (新規ダッシュボード )]

を選択します。

2. [Name (名前)]、[Filter Group (フィルタグループ)]、[Content Set (コンテンツセット )]、[Visibility (可視性)]オプションを指定し

て、[Save (保存)]をクリックします。

デフォルトでは､新しいダッシュボードはその他のダッシュボードカテゴリに属しています。管理者またはContent

Administratorロールを持つユーザのみがそのカテゴリを表示することができます。そのため、ユーザとダッシュボード作成

者のみが新しいダッシュボードを表示できます。他のユーザに新しいダッシュボードを表示する場合は、必要なアクセス

権限を持つユーザがそれを別のカテゴリに移動する必要があります。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#Edit_a_Saved_Question
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ダッシュボードをカテゴリに割り当てる

1. [Categories (カテゴリ)]パネルで目的のカテゴリにマウスカーソルを重ねて、[Option (オプション)] をクリックし、[Add/Remove

Dashboards (ダッシュボードの追加と削除)]を選択します。

2. [Dashboards (ダッシュボード )]パネルでカテゴリに含めるダッシュボードを選択して、[Apply (適用)]をクリックします。

保存済みQUESTIONをダッシュボードに割り当てる

1. [Dashboards (ダッシュボード )]パネルで目的のカテゴリにマウスカーソルを重ねて、[Option (オプション)] をクリックし、

[Add/Remove Saved Questions (保存済みQuestionの追加と削除)]を選択します。

2. [Saved Questions (保存されたQuestion)]パネルでダッシュボードに含める保存されたQuestionを選択して、[Apply (適用)]を

クリックします。

カテゴリまたはダッシュボード設定の編集

1. [Categories (カテゴリ)]または [Dashboards (ダッシュボード )]パネルで目的のカテゴリまたはダッシュボードにマウスカーソルを重ね

て、[Options (オプション)] をクリックし、[Edit Category Information (カテゴリ情報の編集)]または [Edit Dashboard

Information (ダッシュボード情報の編集)]を選択します。
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2. 設定を編集し、構成を保存します。

保存済みQuestion設定を編集するには、[Edit a saved question (保存済みQuestionの編集)]を参照してください。

カテゴリまたはダッシュボード構成を削除する

ダッシュボードからカテゴリを削除すると、Tanium Serverによって、そのダッシュボードはその他のダッシュボードカテゴリに再割り当てされ

ます。ダッシュボードを削除すると、サーバによって、その保存済みQuestionがその他のダッシュボードに割り当てることはありません。

1. カテゴリまたはダッシュボードパネル、カテゴリまたはダッシュボードの上にマウスを置いて、[Delete (削除)] をクリックします。

2. 構成を削除してもよいことを確認します。

Interactの [Overview (概要)]ページから保存済みQuestionの構成を削除することはできません。[Administration

(運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Saved Questions (保存済みQuestion)]ページからのみ削除できます。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#Edit_a_Saved_Question
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カテゴリ、ダッシュボード、QUESTIONをエクスポート /インポートする

次の手順は、カテゴリやダッシュボード、保存済みQuestionの構成をエクスポートおよびインポートする方法を説明しています。

本番環境にコンテンツをインポートする前に、ラボ環境でコンテンツの開発とテストを行ってください。

カテゴリ、ダッシュボード、Questionのエクスポート

1回の操作で複数の種類のコンテンツをエクスポートする場合は、Tanium共有サービスとコンテンツを管理するを参照

してください。

1. パネルヘッダーで [Option (オプション)] をクリックし、エクスポートオプションを選択します。

2. エクスポートする項目または、[Select all (すべて選択)]を選択します。

3. [Export (エクスポート )]をクリックし、必要に応じてファイル名を変更して、[Export (エクスポート )]を再度クリックします。

JSONファイルは、Tanium Consoleへのアクセスに使用されるコンピュータのDownloadsフォルダに保存されます。

カテゴリ、ダッシュボード、Questionをインポートする

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

1. コンテンツファイルにデジタル署名して、署名を検証するための公開鍵があることを確認します。コンテンツファイルの認証を参照

してください。

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

3. [Content (コンテンツ)]セクションまでスクロールし、 [Import Content (コンテンツのインポート )] をクリックします。

4. [Choose File (ファイルを選択)] をクリックして、コンテンツファイルを選択し、[Open (開く)]をクリックします。

5. [Import (インポート )]をクリックします。

ファイル内のオブジェクト名が既存のオブジェクトと同じである場合、Tanium Consoleは競合項目を箇条書きして、各項目の解

決オプションを提供します。

6. 競合項目の解決策を選択する競合およびベストプラクティスのガイダンスを参照してください。

7. もう一度 [Import (インポート )]をクリックして、インポートが終了したら[Close (閉じる)]をクリックします。

また、[Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Saved Questions (保存済みQuestion)]ページを

使用して保存済みQuestionをエクスポートおよびインポートすることもできます。「保存済みQuestionをエクスポート /イ

ンポートする(ページ224)」を参照してください。

保存済みQuestionをエクスポート /インポートする

以降の手順は、特定の保存済みQuestion、すべての保存済みQuestionを構成をエクスポートおよびインポートする方法を説明して

います。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_content_packs
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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本番環境にコンテンツをインポートする前に、ラボ環境でコンテンツの開発とテストを行ってください。

保存済みQUESTIONをエクスポートする

CSVファイルの形式で保存済みQuestionをエクスポートすることで、その形式をサポートするアプリケーションでそれらの設定を表示する

ことができます。ユーザアカウントにExport Content (コンテンツのエクスポート )アクセス権限を持つロールがある場合は、JSONファイル

の形式で保存済みQuestionをエクスポートすることで別のTanium Serverにインポートすることもできます。Administrator予約ロールに

はそのアクセス権限があります。

保存済みQuestionに加えてその他の種類のコンテンツをエクスポートまたはインポートする場合は、「共有サービスとコ

ンテンツを管理する(ページ73)」を参照してください。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Saved Question (保存済みQuestion]に移動し

ます。

2. 特定の保存済みQuestionのみをエクスポートするには、グリッドで行を選択します。すべての保存済みQuestionをエクスポートす

る場合、この手順は省略できます。

3. エクスポート をクリックします。

4. (任意)デフォルトのエクスポートファイル名を編集します。

ファイルのサフィックス(.csvまたは.json)は、選択された [形式 ] に基づいて自動的に変更されます。

5. [データのエクスポート ] オプションを選択します。グリッド内のすべての保存済みQuestion、または選択された保存済みQuestion

のみ。

6. ファイルの形式を選択します。JSONまたはCSV。

7. [Export (エクスポート )]をクリックします。

Tanium Serverは、Tanium Consoleへのアクセスに使用されたシステムのDownloadsフォルダにファイルをエクスポートします。

保存済みQUESTIONをインポートする

保存済みQuestionをインポートするには、署名付きコンテンツのインポート権限と保存済みQuestionの読み取り権限が必要です。

AdministratorまたはContent Administrator予約ロールは、すべての保存済みQuestionをインポートできます。

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

1. コンテンツファイルにデジタル署名して、署名を検証するための公開鍵があることを確認します。コンテンツファイルの認証を参照

してください。

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

3. [Content (コンテンツ)]セクションまでスクロールし、 [Import Content (コンテンツのインポート )] をクリックします。

4. [Choose File (ファイルを選択)] をクリックして、コンテンツファイルを選択し、[Open (開く)]をクリックします。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
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5. [Import (インポート )]をクリックします。

ファイル内のオブジェクト名が既存のオブジェクトと同じである場合、Tanium Consoleは競合項目を箇条書きして、各項目の解

決オプションを提供します。

6. 競合項目の解決策を選択する競合およびベストプラクティスのガイダンスを参照してください。

7. もう一度 [Import (インポート )]をクリックして、インポートが終了したら[Close (閉じる)]をクリックします。

保存済みQuestionの構成詳細をコピーする

[Saved Questions (保存済みQuestion)]ページの情報をクリップボードにコピーすることで、その情報をメッセージやテキストファイル、

スプレッドシートに貼り付けることができます。グリッドの各行は、コンマで区切られた値の文字列です。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Saved Question (保存済みQuestion]に移動し

ます。

2. 次のいずれかの手順を実行します。

1. 行情報をコピー:行を選択して [Copy (コピー)] をクリックします。

2. セル情報をコピー:セルの上にカーソルを重ねて、[Options (オプション)] をクリックし、[Copy (コピー)] をクリックします。

センサーの実行時間しきい値の管理

センサーの実行時間しきい値の概要

Tanium ClientがQuestionを実行するために必要な時間は、センサーの種類、センサーの数、呼び出すQuestionによって大きく異なり

ます。TaniumのQuestionの実行がエンドポイントのリソースに及ぼす影響を評価できるよう、Tanium Consoleでインジケータ付きアイ

コンをトリガーするセンサーの実行時間しきい値をカスタマイズすることができます。

[Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Common (共通)] > [Sensor Thresholds (センサーのし

きい値)] ページを表示および使用するには、ユーザアカウントにAdministrator予約ロールが必要です。

Tanium ClientはQuestionが各センサーを実行するときにセンサーの実行時間を追跡し、そのセンサーのこれまでのすべての実行時間

の平均を計算し、3時間ごとに更新された実行時間の情報をTanium Serverに送信します。Tanium Serverは、センサーの実行時間

をレポートしたすべてのエンドポイントからの最新の更新データに基づいて平均実行時間を計算します。

次の表は、しきい値のアイコンとそのデフォルトのラベルと値をまとめています。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices


© 2021 Tanium Inc. AllRightsReserved ページ227

しきい値のアイコン 説明

Not Run (未実行 ) TaniumServerは、このセンサーのどのエンドポイントからも実行時間の情報をまだ受信していません。

このアイコンは、実行時間に関係なく組み込みセンサーに表示されます。TaniumServerは、組み込みセン

サーの実行時間の統計情報を記録せず、これらのセンサーを使用するQuestionの実行時間を計算する際に

これらを考慮しません。組み込みセンサーは次のとおりです。

l アクションステータス

l ダウンロードステータス

l Computer Name

l コンピュータID

l マニュアルグループのメンバーシップ

l IPアドレス

Below any threshold (す

べてのしきい値未満 )

/センサーの実行時間平均はどのしきい値も超えていません。

Low (低 ) 実行時間の平均は、低しきい値を超えていますが、中しきい値は超えていません。デフォルトでは、低しきい

値は、センサーの場合は100ms、。しきい値とラベルはカスタマイズできます。

Medium (中 ) 実行時間の平均は、中しきい値を超えていますが、高しきい値は超えていません。デフォルトでは、中しきい

値は、センサーの場合は500ms、。しきい値とラベルはカスタマイズできます。

High (高 ) 実行時間平均が高しきい値を超えています、デフォルトでは、高しきい値はセンサーの場合は1,000ms、。し

きい値とラベルはカスタマイズできます。

表25：センサーの実行時間しきい値のアイコン

しきい値インジケータを表示する場合は、以下のことに注意してください。

l Tanium Serverは、実行時間の平均を計算する際にQuestionに対するキャッシュされた応答を使用しません。

l データサンプリングを必要とするセンサーは、実行時間のしきい値を超える可能性が高くなります。ただし、サンプリングに必要な

実行時間が長くなることは、エンドポイントがこれらのセンサーを実行する際のリソース使用率が高くなることを必ずしも示唆し

ません。詳細は、Taniumサポートに問い合わせる(ページ375)を参照してください。影響を受けるセンサーは次のとおりです。

l プロセスごとのCPU

l CPU消費

l ディスクIOPS

l 高いCPU消費

l 高いCPUプロセス

l ネットワークスループット (受信)
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l ネットワークスループット (送信)

l SQLサーバのCPU消費

l Tanium ClientのCPU

使用を開始する前に

Questionの実行可否、実行頻度、およびQuestionに含めるセンサーに関する管理者の決定に影響すると思われる実行時間しきい

値を決定するにあたっては、Taniumサポートと協力してください(「Taniumサポートに問い合わせる(ページ375)」を参照)。目標は、エン

ドポイントが実行する他のより重要なタスクを妨げない方法でQuestionを計画することです。

組織のエンドポイント管理ポリシーに基づいてTaniumユーザが行う必要がある決定を反映したしきい値を設定しま

す。たとえば、Questionに対する応答よりも優先順位の高いタスクを実行するエンドポイントに対し、トラフィックがピー

クの時間帯に10秒を超えるQuestionを実行してはならないというポリシーがある場合があります。

センサーのしきい値を設定する

Tanium Consoleは、デフォルトでしきい値のインジケータを表示します。ただし、次のようにしてデフォルトのしきい値を変更できます。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Sensor Thresholds (センサーのしきい値)]に移

動します。

2. Tanium Consoleが定義済みの管理ロール([Admin (管理者)])を保有するTaniumユーザにのみしきい値を表示するか、

Questionとセンサーを表示できるすべてのユーザ([Admin and Users (管理者とユーザ)])に表示するかを選択します。

3. しきい値ごとに(高、中、低)の平均実行時間 (ミリ秒単位)を設定するか、デフォルト値をそのままにして、[Save (保存)]をクリッ

クします。

現在のリリースでは、センサーの実行時インジケータのみサポートされています。Questionの実行時しきい値は

無視します。

センサーのしきい値を確認する

Tanium Consoleでセンサーを表示して選択すると、必ず、そのしきい値インジケータのアイコンが表示されます。しきい値を評価した

ら、Tanium Serverが変更を適用したことを確認します。

[Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Sensors (センサー)]ページに、すべてのセンサーの実行時

間統計が表示されます。

1. Taniumの [Home (ホーム)] ページまたはInteractの [Overview (概要)] ページに移動します。

2. [Explore Data (データを探索)]フィールドに、実行時間が短いと考えられるセンサーを使用するセンサー(Computer Nameなど)

と、実行時間が長いと考えられるセンサー(Running Processes of User)を使用するQuestionを入力します。例：Get

Computer Name and Applicable Patches from all machines。Enterキーを押すと、推奨されるQuestionのリスト

が表示されます。
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3. 推奨されるQuestionのリストに予測したしきい値のアイコンが表示されることを確認します。想定外のインジケータが表示された

場合は、「センサーの実行時間しきい値の概要(ページ226)」で説明しているアイコンの説明と注意を確認します。

4. 提案されたQuestionのアイコンにカーソルを重ねて、ポップアップに各センサーの予想実行時間(ミリ秒)と予想しきい値アイコンが

表示されることを確認します。

フィルタグループの管理

フィルタグループは、Questionにおけるフィルタ(フィルタグループを使用するを参照)およびQuestionの結果(Questionの結果をフィルタリ

ングする(ページ142)を参照)として使用するコンピュータグループのひとつのタイプです。高度ロールまたはモジュールロールに関連付けら

れたコンテンツセットにフィルタグループが割り当てられて、そのロールがペルソナに割り当てられ、そのペルソナがユーザまたはユーザグ

ループに割り当てられると、ユーザはフィルタグループに対するアクセス権限を取得できます。次の図は、Default Filter Groupsコンテンツ

セットにRead Filter Group (フィルタグループ読み込み)アクセス権限とWrite Filter group (フィルタグループ書き込み)アクセス権限を

付与する高度ロールの例を示しています。

図36：フィルタグループ割り当て

ユーザがQuestion発行に使用したペルソナに割り当てられているコンピュータ管理グループにもエンドポイントが属して

いない限り、ユーザがフィルタグループのエンドポイントからQuestionの結果を受け取ることはできません。コンピュータ管

理グループとフィルタグループ間の相互作用およびそれらの最良の使用方法について詳しくはコンピュータグループの概

要(ページ300)を参照してください。

以降の手順で説明するように、フィルタグループは、[Administration (運用管理) ] > [Content (コンテンツ)] > [Filter Groups (フィル

タグループ)] ページを使用して表示、作成、クローン作成、編集、削除できます。フィルタグループの作成後、そのメンバーシップの定

義は変更できません。

フィルタグループでもあり、管理グループでもあるコンピュータグループを管理するには、[Administration (運用管理)] > [Management

(管理)] > [Computer Groups (コンピュータグループ)] ページを使用します(「コンピュータグループの管理(ページ300)」を参照)。予約

済みコンピュータグループの[All Computers (すべてのコンピュータ)]および[No Computers (コンピュータなし)]は両タイプで機能

します。これら予約グループはReservedコンテンツセットに含まれていて、編集することはできません。。Tanium Serverの新規インス

トール後にTanium Consoleに初めてサインインすると、フィルタグループでも管理グループでもあるデフォルトのコンピュータグループが、

サーバによって自動的にインポートされます。「デフォルトのコンピュータグループ(ページ304)」を参照してください。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/example_advanced_questions.html#computer_group_filters


© 2021 Tanium Inc. AllRightsReserved ページ230

フィルタグループの管理に必要なロールアクセス権限についてはコンテンツ管理のアクセス権限(ページ52)を参照してく

ださい。

Tanium Core Platform 7.3以前では、すべてのコンピュータグループは管理およびフィルタリングの両方のアクセス権限

を利用します。バージョン7.4以降にアップグレードすると、Tanium Serverはアップグレード前のサーバに存在する各コ

ンピュータグループの管理グループとフィルタグループを自動的に作成します。ただし、アップグレード後に追加する両タ

イプのコンピュータグループについては、自動複製は行われません。

フィルタグループの詳細を表示する

1. メインメニューから、[運用管理 ] > [コンテンツ] > [フィルタグループ] に移動します。

[Filter Groups (フィルタグループ)]グリッドには、フィルタグループごとに次の属性が表示されます。

設定 説明

名前 フィルタグループを識別する名前。

タイプ グループにおいてメンバーシップがどのように定義されているかを示します。

1. [Standard (標準 )]：センサーフィルタに基づく動的メンバーシップ

2. [Manual (マニュアル)]：手動で定義されたメンバーシップ

詳しくはコンピュータグループのメンバーシップ(ページ303)を参照してください。

コンテンツセット グループが割り当てられているコンテンツセット。

式 標準フィルタグループの場合、式は、グループメンバーシップを定義したセンサーベースのフィルタです。手動フィ

ルタグループの場合、値は[Manual List]になります。

表26：フィルタグループの属性

2. (任意) 特定のフィルタグループを探すには、フィルタを利用します。

1. テキストでフィルタ: フィルタグループの名前またはメンバーシップ式でグリッドをフィルタリングするには、[フィルタ項目 ]フィー

ルドにテキスト文字列を入力します。

2. 属性でフィルタ: コンテンツセットの割り当てなどの属性でグリッドをフィルタリングします。[Filters (フィルタ)]セクションを

展開し、[Add (追加)]をクリックして、属性および演算子を選択し、属性値のすべてまたは一部を含むテキスト文字列

を入力して、[Apply (適用)]をクリックします。複数の属性フィルタを追加すると、Boolean AND演算子が適用されま

す。属性の指定を終えたら[Apply All (すべて適用)]をクリックしてグリッドをフィルタリングします。

3. 特定のフィルタグループのメンバーを表示するには、グループを選択して [表示 ]をクリックします。

フィルタグループを作成する

フィルタグループを作成するにあたっては、必ず、動的メンバーシップと手動定義のメンバーシップの違いを理解しておいてください(「コン

ピュータグループのメンバーシップ(ページ303)」を参照)。
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1. メインメニューから、[Administration (運用管理)] > [Contents (コンテンツ)] > [Filter Groups (フィルタグループ)] に移動して、

[New Group (新規グループ)]をクリックします。

2. [Name (名前)]を入力してグループを指定します。

3. グループを[Content Set (コンテンツセット )]に割り当てます。

4. どのエンドポイント がフィルタグループの[Members (メンバー)]であるか定義します。

1. 動的メンバーシップ(ベストプラクティス): メンバーシップフィルタを定義する方法を選択します。

1. Filter Bar (フィルタバー)を選択すると、Interactの[Explore Data (データを探索)]フィールドのfrom句でと同じ

構文を使用してフィルタを定義することができます。詳しくは、「 [Explore Data (データを探索)]フィールドから

Questionを発行する(ページ128)」を参照してください。

2. [Filter Builder (フィルタビルダ)]を選択し、Interactの[Question Builder (Questionビルダ)]にあるものと同じ

[from computers with (次に該当するコンピュータから)]フィールドを使用してフィルタを定義します。詳しくは

Questionビルダを通してQuestionを送信する(ページ130)を参照してください。

2. 手動で定義されたメンバーシップ：[Manual Group (マニュアルグループ)]を選択すると、コンピュータ名またはIPアドレス

のリストを入力できます。コンピュータ名は、Computer Nameセンサーが返す結果に一致する必要があります。短縮形

または別名は使用できません。

5. グループのメンバーであるエンドポイントのリストを確認し、[Save (保存)]をクリックします。

フィルタグループのクローンを作成する

クローン作成は、既存のグループとわずかに異なるメンバーシップ条件を持つ新しいフィルタグループが必要な場合に役立ちます。

1. メインメニューから、[運用管理 ] > [コンテンツ] > [フィルタグループ] に移動します。

2. フィルタグループを選択し、[Clone (クローン)]をクリックします。

3. [Name (名前)]を入力してグループを指定します。

4. グループを[Content Set (コンテンツセット )]に割り当てます。

5. どのエンドポイントがグループの[Members (メンバー)]であるか定義します。詳しくはフィルタグループを作成する(ページ230)を参

照してください。

6. グループのメンバーであるエンドポイントのリストを確認し、[Save (保存)]をクリックします。

フィルタグループを編集する

フィルタグループの表示名とコンテンツセットの割り当てを編集できます。ただし、表示名を変更してもフィルタグループのオブジェクト IDは

変更されません。また、グループメンバーシップの定義も変更できません。

1. メインメニューから、[運用管理 ] > [コンテンツ] > [フィルタグループ] に移動します。

2. をクリックをクリックし、フィルタグループを選択して表示をクリックします。
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3. (オプション) 新しい[Name (名前)]を入力します。

4. (オプション) [Content Set (コンテンツセット )]を変更します。

5. グループのメンバーであるエンドポイントのリストを確認し、[Save (保存)]をクリックします。

フィルタグループをエクスポート /インポートする

以下の手順は、特定のフィルタグループまたはすべてのフィルタグループの構成をエクスポートおよびインポートする方法を説明していま

す。

本番環境にコンテンツをインポートする前に、ラボ環境でコンテンツの開発とテストを行ってください。

フィルタグループをエクスポートする

CSVファイルの形式でフィルタグループをエクスポートすることで、その形式に対応しているアプリケーションでそれらの設定を表示すること

ができます。ユーザアカウントにExport Content (コンテンツのエクスポート )アクセス権限を持つロールがある場合は、JSONファイルの形

式でフィルタグループをエクスポートすることで別のTanium Serverにインポートすることもできます。Administrator予約ロールにはそのア

クセス権限があります。

フィルタグループに加えてその他の種類のコンテンツをエクスポートまたはインポートする場合は、「共有サービスとコンテ

ンツを管理する(ページ73)」を参照してください。

1. メインメニューから、[運用管理 ] > [コンテンツ] > [フィルタグループ] に移動します。

2. 特定のフィルタグループのみをエクスポートするには、グリッドで行を選択します。すべてのフィルタグループをエクスポートする場

合、この手順は省略できます。

3. エクスポート をクリックします。

4. (任意)デフォルトのエクスポートファイル名を編集します。

ファイルのサフィックス(.csvまたは.json)は、選択された [形式 ] に基づいて自動的に変更されます。

5. [データのエクスポート ] オプションを選択します。グリッド内のすべてのフィルタグループ、または選択したグループのみ。

6. ファイルの形式を選択します。JSONまたはCSV。

7. [Export (エクスポート )]をクリックします。

Tanium Serverは、Tanium Consoleへのアクセスに使用されたシステムのDownloadsフォルダにファイルをエクスポートします。

フィルタグループをインポートする

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

1. コンテンツファイルにデジタル署名して、署名を検証するための公開鍵があることを確認します。コンテンツファイルの認証を参照

してください。

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

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
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3. [Content (コンテンツ)]セクションまでスクロールし、 [Import Content (コンテンツのインポート )] をクリックします。

4. [Choose File (ファイルを選択)] をクリックして、コンテンツファイルを選択し、[Open (開く)]をクリックします。

5. [Import (インポート )]をクリックします。

ファイル内のオブジェクト名が既存のオブジェクトと同じである場合、Tanium Consoleは競合項目を箇条書きして、各項目の解

決オプションを提供します。

6. 競合項目の解決策を選択する競合およびベストプラクティスのガイダンスを参照してください。

7. もう一度 [Import (インポート )]をクリックして、インポートが終了したら[Close (閉じる)]をクリックします。

フィルタグループの構成詳細をコピーする

[Filter Groups (フィルタグループ)] ページの情報をクリップボードにコピーして、メッセージやテキスト ファイル、スプレッドシートに貼り付

けることができます。グリッドの各行は、コンマで区切られた値の文字列です。

1. メインメニューから、[運用管理 ] > [コンテンツ] > [フィルタグループ] に移動します。

2. 次のいずれかの手順を実行します。

1. 行情報をコピー:行を選択して [Copy (コピー)] をクリックします。

2. セル情報をコピー:セルの上にカーソルを重ねて、[Options (オプション)] をクリックし、[Copy (コピー)] をクリックします。

フィルタグループを削除する

フィルタグループを削除する前に、スケジュール済みアクションとQuestionの結果を確認してください：コンピュータグループを削除する

(ページ311)を参照してください。管理グループとしても機能するフィルタグループを削除した場合、そのフィルタグループは、フィルタが無

効の管理グループとしてTanium Serverに残ります。[Administration (運用管理) > [Management (管理))] > [Computer Groups

(コンピュータグループ)] ページには引き続きグループがそのまま表示されますが、[Administration (管理運用)] > [Content (コンテン

ツ)] > [Filter Groups (フィルタグループ)] には表示されなくなります。

1. メインメニューから、[運用管理 ] > [コンテンツ] > [フィルタグループ] に移動します。

2. フィルタグループを選択し、[Delete Selected (選択した内容を削除)]をクリックして、[OK]をクリックします。

コンテンツファイルの認証

コンテンツのインポートとエクスポートの概要

Tanium Consoleでは、コンテンツのエクスポートおよびインポートができます。この機能は、Tanium Server間でコンテンツをコピーした

い場合に有用です。JSONまたはXMLのどちらの形式のコンテンツファイルもエクスポートおよびインポートできます。ベストプラクティス

は、JSON形式を利用することです。

Tanium展開環境の本番サーバにコンテンツを配布する前にラボ環境でカスタムコンテンツを開発し、テストしてくださ

い。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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実働ライセンスを持つTanium展開の場合、インポートするコンテンツにはデフォルトでデジタル署名が必要です。署名の検証により、

展開において不正なファイルがインポートされないようにします。秘密鍵を使用して署名を作成します。Tanium Serverは、関連する

公開鍵を使用し、インポート処理中に署名を検証します。信頼済み署名者の公開鍵は､Tanium Serverで管理されます。Tanium

Serverキーストアの公開鍵が署名を検証できない場合、サーバはコンテンツをインポートせず、Tanium Consoleに失敗メッセージが

表示されます。

図37：署名検証エラー

ラボライセンスを持つTanium展開の場合、Tanium Consoleは、インポートを選択したファイルが署名されていなけれ

ば通知し、続行するか否かを選択できるようにします。ただし、ベストプラクティスは、どの展開においても署名されてい

ないファイルをインポートしないことです。

TaniumソリューションまたはTaniumコンテンツパックのコンポーネントとしてインポートするコンテンツのキーまたは署名を生成する必要は

ありません(パート4：Taniumソリューションの管理(ページ62)を参照)。Taniumはこのコンテンツに署名してからそれを利用可能にし、関

連する公開鍵はサーバのインストールプロセス中にTanium Serverキーストアへ配布されます。その他のすべてのコンテンツについては、

署名する公開鍵 /秘密鍵ペアを手動で生成し、インポートするコンテンツファイルを検証しなければなりません。

管理者予約済みロールを持つユーザはすべてのコンテンツタイプをエクスポートおよびインポートできます。Import Signed Content (署

名付きコンテンツのインポート )アクセス権限が有効なmicro adminロールを持つユーザは、コンテンツファイルが署名入りで、そのコンテ

ンツの種類に対する読み取り権限がある場合にのみコンテンツをインポートできます。他のユーザの場合、エクスポートとインポートの可

否はコンテンツタイプとロール割り当てによって異なります。詳しくはコンテンツ管理のアクセス権限(ページ52)を参照してください。

コンテンツをインポートする前に1回限りのタスクとして公開鍵 /秘密鍵ペアを生成し、公開鍵をTanium Serverキーストアにコピーしなけ

ればなりません。その後、インポートする個々の新しいコンテンツファイルに署名するには秘密鍵を使用しなければなりません。署名付

きコンテンツファイルのインポートとコンテンツのエクスポート手順については、「共有サービスとコンテンツを管理する(ページ73)」を参照し

てください。

コンテンツの認証キーを作成する

Tanium Serverでは、コンテンツファイルの署名および検証のための暗号化キーペアを生成するためのKeyUtilityコマンドラインプログラ

ムを提供しています。KeyUtilityとその関連ファイルは、Tanium Serverのインストールフォルダの最上位(例 : \Program

Files\Tanium\Tanium Server)にあります。KeyUtilityプログラムは、インストールフォルダから実行することも、任意のWindowsシ

ステムの作業フォルダにファイルをコピーして、その作業フォルダから実行することもできます。

1. (任意)作業フォルダからKeyUtilityを実行するには、フォルダを次のようにセットアップします。

a. Tanium Serverインストールフォルダから(Windows展開環境の場合)、またはTanium Support提供のKeyUtility.zip

ファイルを展開した場所から次のファイルをコピーします。

a. KeyUtility.exe

b. libeay32.dll

c. ssleay32.dll
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b. これらのファイルを作業フォルダに貼り付けます。

2. Windowsのコマンドプロンプト (cmd.exe)を開き、KeyUtilityファイルが存在するフォルダから次のコマンドを実行します。<file

name>引数にはキーファイル名を定義しますが、サフィックスを指定する必要はありません。KeyUtilityは、公開キーのサフィック

ス.pubと秘密キーのサフィックス.pvkを自動的に付加します。

KeyUtility.exe makekeys <file name>

以下は、このコマンドおよび作業フォルダに生成されるコンテンツの例です。

D:\Tanium\Working>KeyUtility.exe makekeys TaniumLab

D:\Tanium\Working>dir

Directory of D:\Tanium\Working

09/05/2018 08:05 PM <DIR> .

09/05/2018 08:05 PM <DIR> ..

08/17/2018 03:04 AM 4,254,704 KeyUtility.exe

03/27/2018 07:03 PM 2,632,192 libeay32.dll

03/27/2018 07:03 PM 457,728 ssleay32.dll

09/05/2018 08:05 PM 158 TaniumLab.pub

09/05/2018 08:05 PM 241 TaniumLab.pvk

5 File(s) 7,345,023 bytes

2 Dir(s) 41,049,174,016 bytes free

コンテンツファイルに署名する

コンテンツファイルの認証用の公開キー/秘密キーペアを作成したら、秘密キーを使用してファイルに署名します。

1. コンテンツファイルを、KeyUtilityとコンテンツ署名キーファイルが存在するフォルダからアクセスできる場所にコピーします。

このフォルダは、Tanium Serverのインストールフォルダ(例 : \Program Files\Tanium\Tanium Server)またはセットアップし

た作業フォルダのいずれかです。「コンテンツの認証キーを作成する(ページ234)」を参照してください。

2. Windowsのコマンドプロンプト (cmd.exe)を開き、KeyUtilityとキーファイルが存在するフォルダに移動します。

3. コンテンツファイルに署名します。

KeyUtility.exe signcontent <private_key> <content_file>

以下はコマンドの一例です。

KeyUtility.exe signcontent import.pvk "Example Multicolumn Sensor Windows Registry.json"
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4. テキストエディタでコンテンツファイルを開き、最後に次のような署名があることを確認します。

<!--
hash=2a8bc7529c9fcdad037982bcbfc12306aa88ac8b9d95d02248ec369008188b7c0e356ad1
811609c7
54eb01dc97c09b9f2acb10331e2d9dbf77d309124c61950a;signature=01AF3D547A97CCBD62
A022F398
586DEAD4E29A30C29406283DA2E8F1E9FCF176194D66D4D9602538102F8F2FBBCFBC7AF370DB4
4E839C04
7253A246447E9A146706F00E94CD26D2CF29D8916E6EE0F21C77F0E13A6769905E5DDC0945891
2A94BB74
C1311C9B26301DB8D8C73AC043EBC6A5A836FB6815011F1ACB37E0248A30F100B631-->

公開鍵をキーストアにコピーする

コンテンツファイルをインポートするには、Tanium Serverのキーフォルダ(例 : \Tanium\Tanium Server\content_public_

keys\content)に、サーバがそのファイルの署名の検証に使用する公開キーのコピーが存在する必要があります。キー生成コマンドを

実行したフォルダから公開鍵をコピーします。このフォルダは、Tanium Serverのインストールフォルダ(例 : \Program

Files\Tanium\Tanium Server)またはセットアップした作業フォルダのいずれかです。「コンテンツの認証キーを作成する(ページ

234)」を参照してください。

Tanium ApplianceのTanium Serverにコンテンツ署名キーを追加する方法についてはTanium Applianceインストー

ルガイド：ユーザが作成したコンテンツのインポートを有効化するを参照してください。

例：パッケージファイル

アクションを展開すると、Tanium Serverはターゲットエンドポイント上のコマンドを実行するパッケージを分散させます。パッケージコマン

ドには、パッケージとともに配布されるファイルに依存するものもあれば、エンドポイント上の既知の場所に以前にインストールされたユー

ティリティとリソースに依存するものもあります。たとえば、Windowsでは、Tanium™ Clientのアンインストールユーティリティは、最上位の

インストールフォルダにあります(C:\Program Files (x86)\Tanium\Tanium Clientなど)。アンインストールユーティリティを呼び

出すパッケージは簡単に作成することができます。

図38：アンインストールアプリケーションを呼び出すパッケージ

https://docs.tanium.com/appliance/appliance/tanium_operations_menu.html#custom_signed_content
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/tanium_operations_menu.html#custom_signed_content
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[Command (コマンド )]フィールドで入力する構文には、タスクがサイレントモードで実行されるようにするための適切な

コマンドラインスイッチをすべて含める必要があります。たとえば、setup.exe /S、msiexec.exe /i installme.msi /qn、

installme.exe /S /D=DIR、およびipconfig /flushdnsです。

MacOSの場合、Tanium Clientのディストリビューションにアンインストールユーティリティは含まれません。シェルスクリプトを作成して

Tanium Clientをアンインストールし、パッケージを使用してデプロイすることができます。

図39：アンインストールスクリプトを配信して実行するパッケージ

https://docs.tanium.com/client/client/managing.html#macos
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これらのアクション例では、Tanium Clientがアンインストールされます。Tanium Clientをアンインストールするアクション

が成功しても、エンドポイントからそのアクションの最終的な成功メッセージが送信されることはありません。Tanium

Clientは削除されていることから、エンドポイントにはTanium Serverと通信する手段がありません。

例：複数列センサー

多列センサーは、各Tanium Clientからの1つの応答に複数の関連データを収集します。[Question Results (Questionの結果)]ペー

ジに単一のレコードとしてデータを表示したい場合は多列センサーを作成します。たとえば、Tanium提供の多列センサーには

Registry Key Value Names with Dataがあります。指定されたレジストリキーについて、センサーは、ユーザ(キーがユーザハイブ

に関連付けられている場合)とキーパス、値、データ、データの型、OSのアーキテクチャタイプを返します。

図40：複数列センサーの結果

センサースクリプト

センサーの作成では(「センサーを作成する(ページ188)」を参照)、各プロパティが標準出力チャネルに書き込まれるよう、スクリプトのプ

ロパティ間に区切り文字を追加する必要があります。スクリプトの区切り文字は、センサー構成の [Use Delimiter (区切り文字を使用)]

フィールドの区切り文字と一致する必要があります。次の例では、区切り文字はパイプ文字(|)です。
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図41：センサースクリプト内の複数列の区切り文字

センサーの設定

多列センサーのセンサー設定では、[Split into multiple columns (複数列に分割)]を選択し、文字列区切り文字(パイプ文字(｜)が

一般的)を指定し、コントロールを使用して列を指定します。複数列をフィルタするQuestionを作成するときには単一列のフィルタは、セ

ンサー定義が単一の文字(例：「|」)で列区切り文字を指定する場合にのみ使用できます。複数の文字(例：「|:」)では使用できませ

ん。
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図42：複数列の結果設定

例：パラメータ化センサー

パラメータ化センサーはQuestionを発行する際に値を指定するようユーザに促します｡ Questionを保存すると、センサー値は保存済み

Question構成の一部になります。保存済みQuestionが発行されると、Tanium Serverはセンサー値を自動的に指定します。センサー

を作成すると、ファイル名やプロセス名、レジストリキーの値など、多くの場合は変数の形式の値の有無をエンドポイントに問い合わせ

ることができます。

Registry Value Dataは、Tanium提供のパラメータ化センサーです。このセンサーをダイナミックQuestionで使用する場合、Tanium

Serverは [Registry Key (レジストリキー)]と [Registry Value (レジストリ値)]のパラメータの値を指定するようユーザに促します。
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図43：ダイナミックQuestionとパラメータ化センサー

値を指定して [Ask Question (Questionを実行)]をクリックすると、Tanium ServerによってそのQuestionが発行されます。[Question]

フィールドに代入値、[Question Results (Questionの結果)]グリッドに結果が表示されます。

図44：パラメータ化センサーを含む動的なQuestionの結果

パラメータ化センサーを含むQuestionを保存すると、代入値を含むセンサー定義が一時センサーと呼ばれるオブジェク

トに保存されます。そのエンドポイントのTanium Clientは､一時センサーを呼び出す保存済みQuestionに対する応答

を計算するときに一時センサーを実行します｡ スケジュールに従って再発行される保存済みQuestionは、基のセンサー

が更新されても、引き続き一時センサーを使用します。このため、センサーが更新されていて、保存済みQuestionがそ

の更新後のコードを使用するようにしたい場合は、保存済みQuestionを作成し直す必要があります。
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センサースクリプト

センサースクリプトの作成では(センサーを作成する(ページ188)を参照)、次の例の||strKey||のように入力パラメータを二重縦線

(||)で囲みます。

図45：センサースクリプト

Tanium Serverは、基のスクリプトにパラメータデータを渡す前にデータをコード化します。パラメータデータが使用されには、デーがUTF-

8にデコードされている必要があります。図45のRegistry Value Dataセンサースクリプトでは、i18n/UTF8Decode.vbsスクリプトに対

して@includeが使用されています。このスクリプトは、Tanium Consoleフォームにおけるユーザ入力がセンサースクリプトへ渡される時

に適切にコード化されるようにします。

'- Begin file: i18n/UTF8Decode.vbs

'========================================

' UTF8Decode

'========================================

' Used to convert the UTF-8 style parameters passed from

' the server to sensors in sensor parameters.

' This function should be used to safely pass non english input to sensors.

'-----

'-----

Function UTF8Decode(str)

Dim arraylist(), strLen, i, sT, val, depth, sR

Dim arraysize

arraysize = 0

strLen = Len(str)

for i = 1 to strLen

sT = mid(str, i, 1)
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if sT = "%" then

if i + 2 <= strLen then

Redim Preserve arraylist(arraysize + 1)

arraylist(arraysize) = cbyte("&H" & mid(str, i + 1, 2))

arraysize = arraysize + 1

i = i + 2

end if

else

Redim Preserve arraylist(arraysize + 1)

arraylist(arraysize) = asc(sT)

arraysize = arraysize + 1

end if

next

depth = 0

for i = 0 to arraysize - 1

Dim mybyte

mybyte = arraylist(i)

if mybyte and &h80 then

if (mybyte and &h40) = 0 then

if depth = 0 then

Err.Raise 5

end if

val = val * 2 ^ 6 + (mybyte and &h3f)

depth = depth - 1

if depth = 0 then

sR = sR & chrw(val)

val = 0

end if

elseif (mybyte and &h20) = 0 then

if depth > 0 then Err.Raise 5

val = mybyte and &h1f

depth = 1

elseif (mybyte and &h10) = 0 then

if depth > 0 then Err.Raise 5

val = mybyte and &h0f

depth = 2

else

Err.Raise 5

end if

else

if depth > 0 then Err.Raise 5

sR = sR & chrw(mybyte)
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end if

next

if depth > 0 then Err.Raise 5

UTF8Decode = sR

End Function

'- End file: i18n/UTF8Decode.vbs

シェルスクリプトでは、次のような関数を使用してパラメータデータをデコードできます。

#!/bin/sh

percent_decode() {

local data=$(echo "$1" | sed 's/%/\\\x/g')

/usr/bin/printf '%b' "$data"

}

myVariable=`percent_decode "||parameter_value||"`

この場合、printfユーティリティが使用できないか、Linux、MacOS、UNIXのすべてのプラットフォームで正しく機能しないことがあります。

洗練されてはいませんが､誰にも簡単に使える実装は次のようになります｡

#!/bin/sh

brute_force_percent_decode() {

# decode everything between 0x20-0x7E except:

#0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (0x30-0x39)

#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (0x41-0x5A)

#a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z (0x61-0x7A)

echo "$1" | sed -e 's/%20/ /g' \

-e 's/%21/!/g' \

-e 's/%22/"/g' \

-e 's/%23/#/g' \

-e 's/%24/$/g' \

-e 's/%25/%/g' \

-e 's/%26/\&/g' \

-e "s/%27/'/g" \

-e 's/%28/(/g' \

-e 's/%29/)/g' \

-e 's/%2[aA]/*/g' \

-e 's/%2[bB]/+/g' \
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-e 's/%2[cC]/,/g' \

-e 's/%2[dD]/-/g' \

-e 's/%2[eE]/./g' \

-e 's#%2[fF]#/#g' \

-e 's/%3[aA]/:/g' \

-e 's/%3[bB]/;/g' \

-e 's /％3[cC]/</ g '\\

-e 's/%3[dD]/=/g' \

-e 's /％3[eE]/>/ g '\\

-e 's/%3[fF]/?/g' \

-e 's/%40/@/g' \

-e 's/%5[bB]/[/g' \

-e 's/%5[cC]/\\/g' \

-e 's/%5[dD]/]/g' \

-e 's/%5[eE]/^/g' \

-e 's/%5[fF]/_/g' \

-e 's/%60/`/g' \

-e 's/%7[bB]/{/g' \

-e 's/%7[cC]/|/g' \

-e 's/%7[dD]/}/g' \

-e 's/%7[eE]/-/g'

}

myVariable=`brute_force_percent_decode "||parameter_value||"`

パラメータ入力の設定

パラメータ化センサーを含むQuestionを発行した時にTanium Consoleがユーザに入力を求める設定は、センサー構成に設定されて

いるパラメータ入力によって決まります(「パラメータ化センサーを使用するQuestion(ページ125)」を参照)。[Key (キー)]フィールドには、

スクリプトで使用するパラメータ名を指定します。二重縦線(||)は入力しないでください。パラメータを追加すると、自動的に縦線が追加

されます。
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図46：パラメータ入力

ユーザ入力の最も一般的なウィジェットはテキストボックスですが、次のオプションのどれでも選択できます。

l Checkbox (チェックボックス)：ボックスを選択すると、設定が有効になります。変数には値0または1が入力されます。センサー

は、選択されている場合に1、選択されていない場合に0を返します。

l Date (日付)、Date Time (日付時刻)、Date Time Range (日付時間範囲)：日付と時刻、または日時範囲を選択できま

す。日時は、ミリ秒単位のエポックタイムの形式です。範囲の場合は、パイプで区切って2つの日時を指定できます。

l Drop Down List (ドロップダウンリスト )：リストから1つのオプションのみを選択できます。

l List (リスト )：1つまたは複数の値を選択できます。複数の値はパイプで区切ります。

l Numeric (数値):数字を入力できます。入力は最小値と最大値で制御できます。ステップサイズを指定すると、指定した値で

入力を割り切れるように指定できます。スナップ間隔は、上下ボタンが押されたときの数字の増減量です。ステップサイズの値

は、スナップ間隔が0でなければ、スナップ間隔の値の倍数にする必要があります。ユーザが選択した数字が変数に入力されま

す。

l Numeric Interval (数値間隔)：リストから数値と項目を選択できます。リスト項目は数値を1つとります｡ 変数に入力される値

は、乗算の結果です。たとえば、ユーザが2を選択してHigh(高)(値は3)を選択すると、変数の値は6になります。

l Separator (セパレータ)：セパレータは、ユーザ入力フォーム内のセクションを区切るグラフィカルな方法です。

l Text Area (テキスト領域)：大量のテキストを入力できます。テキストは変数に入力されます。

l Text Input (テキスト入力)：テキストを入力できます。許可されるエントリは、正規表現で制御できます。ユーザ入力は変数に

入力されます。

l Time (時刻): ドロップダウンリストから時間を選択できます。入力は制限することができます。
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例：パラメータ化パッケージ

パラメータ化パッケージでは、アクションの展開時のコマンドラインパラメータの値を指定するよう求められます。たとえば、Tanium提供の

Registry - Set Valueパッケージを使用するアクションの展開では、[Deploy Action (アクションを展開)] ページでは、レジストリキーの

名前とその他のキー値パラメータを入力するよう求められます。

図47：パラメータ化パッケージ

アクションが定期的に再展開されるように設定すると、それはスケジュール済みアクションになります。スケジュール済み

アクションがパラメータ化パッケージに基づいている場合、代入値をはじめとするパッケージの定義は、一時パッケージと

呼ばれるオブジェクトに保存されます。そうしたパッケージを呼び出すスケジュール済みアクションを実行する指令がある

場合、エンドポイントのTanium Clientはその一時パッケージを実行します。スケジュール済みアクションは、基のパッ

ケージが更新されても引き続き一時パッケージを使用します。したがって、パッケージが更新され、更新済みコードを予

定済みアクションで使用する場合は、予定済みアクションを作成し直す必要があります。

パッケージのスクリプトとコマンドラインパラメータ

パラメータ化パッケージの構成では(「パッケージを作成する(ページ207)」を参照)、コマンドにスクリプトを指定します。スクリプトにコード

化されたパラメータと、アクションの展開時に値を指定する順序は、番号ではなく位置に従います。次の例では、スクリプトのパラメータ

は0〜4の番号が振られています｡

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html
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図48：set-value.vbsスクリプトのパラメータ

コマンドラインパラメータには、$1から$5までの番号が振られています。

図49：コマンドラインパラメータ

Tanium Serverは、基のスクリプトにパラメータデータを渡す前にデータをコード化します。パラメータデータが使用されるには、UTF-8に

デコードされている必要があります。図48のRegistry - Set Value例に対するVBスクリプトでは､i18n/UTF8Decode.vbsスクリプトに

対して@includeが使用されています。このスクリプトは、Tanium Consoleフォームのユーザ入力をパッケージスクリプトに渡す時に適

切にエンコードされるようにします。

'- Begin file: i18n/UTF8Decode.vbs

'========================================

' UTF8Decode

'========================================

' Used to convert the UTF-8 style parameters passed from

' the server to sensors in sensor parameters.
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' This function should be used to safely pass non english input to sensors.

'-----

'-----

Function UTF8Decode(str)

Dim arraylist(), strLen, i, sT, val, depth, sR

Dim arraysize

arraysize = 0

strLen = Len(str)

for i = 1 to strLen

sT = mid(str, i, 1)

if sT = "%" then

if i + 2 <= strLen then

Redim Preserve arraylist(arraysize + 1)

arraylist(arraysize) = cbyte("&H" & mid(str, i + 1, 2))

arraysize = arraysize + 1

i = i + 2

end if

else

Redim Preserve arraylist(arraysize + 1)

arraylist(arraysize) = asc(sT)

arraysize = arraysize + 1

end if

next

depth = 0

for i = 0 to arraysize - 1

Dim mybyte

mybyte = arraylist(i)

if mybyte and &h80 then

if (mybyte and &h40) = 0 then

if depth = 0 then

Err.Raise 5

end if

val = val * 2 ^ 6 + (mybyte and &h3f)

depth = depth - 1

if depth = 0 then

sR = sR & chrw(val)

val = 0

end if

elseif (mybyte and &h20) = 0 then

if depth > 0 then Err.Raise 5

val = mybyte and &h1f

depth = 1
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elseif (mybyte and &h10) = 0 then

if depth > 0 then Err.Raise 5

val = mybyte and &h0f

depth = 2

else

Err.Raise 5

end if

else

if depth > 0 then Err.Raise 5

sR = sR & chrw(mybyte)

end if

next

if depth > 0 then Err.Raise 5

UTF8Decode = sR

End Function

'- End file: i18n/UTF8Decode.vbs

シェルスクリプトでは、次のような関数を使用してパラメータデータをデコードできます。

#!/bin/sh

percent_decode() {

local data=$(echo "$1" | sed 's/%/\\\x/g')

/usr/bin/printf '%b' "$data"

}

myVariable=`percent_decode "||parameter_value||"`

この場合、printfユーティリティが使用できないか、Linux、MacOS、UNIXのすべてのプラットフォームで正しく機能しないことがあります。

洗練されてはいませんが､誰にも簡単に使える実装は次のようになります｡

#!/bin/sh

brute_force_percent_decode() {

# decode everything between 0x20-0x7E except:

#0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (0x30-0x39)

#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (0x41-0x5A)

#a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z (0x61-0x7A)

echo "$1" | sed -e 's/%20/ /g' \

-e 's/%21/!/g' \
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-e 's/%22/"/g' \

-e 's/%23/#/g' \

-e 's/%24/$/g' \

-e 's/%25/%/g' \

-e 's/%26/\&/g' \

-e "s/%27/'/g" \

-e 's/%28/(/g' \

-e 's/%29/)/g' \

-e 's/%2[aA]/*/g' \

-e 's/%2[bB]/+/g' \

-e 's/%2[cC]/,/g' \

-e 's/%2[dD]/-/g' \

-e 's/%2[eE]/./g' \

-e 's#%2[fF]#/#g' \

-e 's/%3[aA]/:/g' \

-e 's/%3[bB]/;/g' \

-e 's /％3[cC]/</ g '\\

-e 's/%3[dD]/=/g' \

-e 's /％3[eE]/>/ g '\\

-e 's/%3[fF]/?/g' \

-e 's/%40/@/g' \

-e 's/%5[bB]/[/g' \

-e 's/%5[cC]/\\/g' \

-e 's/%5[dD]/]/g' \

-e 's/%5[eE]/^/g' \

-e 's/%5[fF]/_/g' \

-e 's/%60/`/g' \

-e 's/%7[bB]/{/g' \

-e 's/%7[cC]/|/g' \

-e 's/%7[dD]/}/g' \

-e 's/%7[eE]/-/g'

}

myVariable=`brute_force_percent_decode "||parameter_value||"`

パラメータ入力の設定

パッケージを使用するアクションを展開した時にTanium Consoleがユーザに入力を求める設定は、パッケージ構成に指定されているパ

ラメータ入力によって決まります。パラメータは1つずつ追加します。最初に追加するパラメータはコマンドライン変数$1、2つ目は変数$2

に一致するというように構成します｡

図50：パラメータ入力の設定
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フォームの左側にあるナビゲーションメニューに表示されるパラメータ入力リストで、項目を選択してドラッグし、並べ替

えることができます。必ず､最終的な順序がコマンド内の番号付きのパラメータと揃うようにします｡

ユーザ入力の最も一般的なウィジェットはテキストボックスですが、次のオプションのどれでも選択できます。

l Checkbox (チェックボックス)：ユーザはボックスをチェックして設定を有効化します。0または1が変数として入力されます。選択さ

れた場合は1、選択されなかった場合は0が返されます。

l Date (日付)、Date Time (日付時刻)、Date Time Range (日付時間範囲)：ユーザは日付と時間、または範囲を選択しま

す。日時は、ミリ秒単位のエポック形式です。範囲では、ユーザはパイプで区切って2つの日時を指定します。

l Drop Down List (ドロップダウンリスト )：ユーザはリストから1つのオプションのみを選択します。

l List (リスト )：ユーザは1つ以上の値を選択します。複数の値はパイプで区切ります。

l Numeric (数値):ユーザは数字を入力します。入力は最小値と最大値で制御できます。ステップサイズを指定すると、指定し

た値で入力を割り切れるように指定できます。スナップ間隔は、上下ボタンが押されたときの数字の増減量です。ステップサイ

ズの値は、スナップ間隔が0でなければ、スナップ間隔の値の倍数にする必要があります。ユーザが選択した数字が変数に入

力されます。

l Numeric Interval (数値間隔)：ユーザはリストから数値と項目を選択します。リスト項目は数値を1つとります｡ 変数に入力さ

れる値は、乗算の結果です。たとえば、ユーザが2を選択してHigh(高)(値は3)を選択すると、変数の値は6になります。

l Separator (セパレータ)：セパレータは、ユーザ入力フォーム内のセクションを区切るグラフィカルな方法です。



© 2021 Tanium Inc. AllRightsReserved ページ253

l Text Area (テキスト領域)：ユーザは大量のテキストを入力します。テキストは変数に入力されます。

l Text Input (テキスト入力)：ユーザはテキスト入力を入力します。許可されるエントリは、正規表現で制御できます。ユーザ入

力は変数に入力されます。

l Time (時刻):ユーザは、ドロップダウンリストから時刻を選択します。入力は制限することができます。

例：センサーソースパッケージ

センサーソースパッケージはパラメータ化パッケージに似た目的を持っていますが、実行時間引数としてユーザ入力を受け取るのではな

く、センサー出力を受け取ります。コマンド構文には、アクションの展開ワークフローの呼び出し時にInteractの[Question Results

(Questionの結果)]グリッドから渡されるセンサー結果が必要です。たとえば、[Start Service (サービス開始)] - ||[Stopped Service

(停止済みサービス)]||はTaniumが提供するセンサーソースパッケージです。Stopped Serviceセンサーを使用するQuestionを発行す

ると、サービスを停止したエンドポイントを検索し、Start Service - || Stopped Serviceパッケージを使用するアクションを展開してサービ

スを開始することができます。

図51：センサーソースパッケージを使用したアクションのデプロイ

[Deploy Action (アクションを展開)] ページの [Browse Packages (パッケージの参照)] リストには、[Question Results (Questionの

結果)]グリッドの選択内容にパッケージに渡す値が含まれる場合にのみセンサーを情報元とするパッケージが含まれます。たとえば、グ

リッドの [Stopped Service (停止サービス)]列で Windows Defenderを含む結果を選択すると、[パッケージの参照 ] リストには、

Start Service - ||Stopped Service||パッケージが表示されます。これに対し、値[no results]を含む結果が選択された場合、その

パッケージはリストに表示されません。

図52：パッケージ参照リスト
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[Deploy Action (アクションを展開)]ページの[Targeting Criteria (対象絞り込み条件)]セクションの[Starting Question (開始

Question)] に停止サービスの名前が含まれていることに注意してください。この値は、パッケージのコマンドラインに渡されます。

図53：フィルタ条件
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パッケージのスクリプト

startservice.vbsスクリプト中のstrServiceに渡す値は、ユーザ入力を受け取るパラメータ化パッケージであるかのようにUTF-8にデ

コードされている必要があります｡「パッケージのスクリプトとコマンドラインパラメータ(ページ247)」を参照。
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図54：startservice.vbsスクリプト

パッケージの設定

センサーを情報元とするパッケージを構成する場合(「パッケージを作成する(ページ207)」を参照)、[Command (コマンド )]フィールドに

そのセンサーの名前を指定します。次の例の||[Stopped Service (停止済みサービス)]||のように、名前を二重縦線(||)で囲み

ます。

図55：センサー出力引数をとるパッケージコマンド
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名前に下線(_)があるセンサーは使用できません。下線はセンサーサブカラムの区切り文字です。センサー名に下線が

あると、エラーになり､センサーソースパッケージで予期しない結果が発生します。

例：保存済みQuestionと関連アクション

保存されたQuestionの構成には、オプションで関連アクションを含めることができます。これは、結果を処理するときにデプロイする最善

のパッケージに関するQuestion作成者からの推奨です。関連アクションはデフォルトの選択肢にすぎません。Tanium Serverがこのパッ

ケージを自動的に展開することはありません。ユーザは、デフォルトの選択の代わりのパッケージを選択できます。作成中の保存済み

Questionが、エラー状態を検知して処置するツールとして別のユーザに使用される可能性がある場合は特に、関連アクションを追加し

てワークフローの関連付けを作成してください。

関連アクションの管理に必要なアクセス権限についての詳細は、「保存済みQuestionを管理する(ページ54)」を参照

してください。

保存済みQuestionを作成または編集する場合は(「保存済みQuestionの管理(ページ211)」を参照)、関連アクションセクションを使

用してパッケージを追加します。次の例は、Tanium提供の保存済みQuestionのHas Tanium Standard Utilitiesに追加されたパッ

ケージを示しています。

図56：保存されたQuestionへのパッケージの追加
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このQuestionが発行されると、TaniumのQuestionまたはアクションが依存しているユーティリティがないかTanium Clientのインストール

ディレクトを調べられ､YesかNo、または不足しているファイルの名前が返されます。

図57：Has Tanium Standard Utilities

[Deploy Action (アクションを展開)]をクリックすると、関連パッケージの [Distribute Tanium Standard Utilities (標準ユーティリティの

デプロイ)]]が事前に選択されます。

図58：事前選択されている関連するパッケージ
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パート11：RBAC

RBACの概要

TaniumRBACの実装および概念

RBACにより、個々のTanium ConsoleおよびAPI ユーザがTanium Core Platformで何を表示および実行できるか、そしてどのエンド

ポイントを監視、管理できるかを詳細に制御するアクセス権限を設定できます。アクセス権限は、ユーザアカウントが割り当てられ、ま

た、ユーザがユーザグループから継承するペルソナ、ロール、コンピュータグループから得られます。RBACのTanium実装には、次の主

要な概念と設定オブジェクトが含まれます。

アクセス権限

アクセス権限は、Tanium Core Platformでユーザに実行許可する読み取り、書き込み、実行アクティビティを定義します。

l 特定のプラグイン、フィルタグループ、センサー、パッケージ、保存済みQuestion、ダッシュボード、カテゴリに対するアクセス権は、コ

ンテンツセットアクセス権限によって決まります。

l マイクロ管理者アクセス権限は、Tanium Consoleのシステム管理ページへのアクセスを決定します。

l モジュールのアクセス許可 は、Taniumソリューションモジュールワークベンチおよび機能へのアクセス権を決定します。

l グローバルアクセス権限は、コンテンツセットを作成および管理する機能など、あらゆるモジュールにまたがって指定されるアクティビ

ティを行うアクセス権を決定します。

詳しくは暗黙のアクセス権限(ページ281)および有効なロールのアクセス権限(ページ286)を参照してください。

ロール

ロールは、許可されたアクティビティのアクセス権限の付与または禁止されているアクティビティのアクセス権限の拒否を指定しま

す。ユーザまたはユーザグループには次の種類のロールを割り当てることができます。

l 高度なロールは、特定のTaniumモジュールではなく、すべてのTaniumモジュールに適用されるコンテンツセットアクセス権限を割り

当てるです。

l モジュールロール(付与のみ)は、モジュール別のアクティビティとコンテンツに対するアクセス権限を割り当てるです。

l micro adminロールでは、Tanium Core Platformの管理アクティビティ(分離Tanium Clientサブネットの構成など)に対するアクセス

権限を割り当てることができます。

l 予約ロールは、Tanium Consoleのカスタマイズなどの、他のロールの範囲外にある特別な用途の機能に対するグローバルアクセ

ス権限を割り当てる定義済みロールです。

関連するタスクと詳細についてはロールの管理(ページ276)を参照してください。

コンテンツセット

コンテンツセットとは、アクセス権限によってアクセス権を制御する構成オブジェクト (センサー、パッケージ、保存済みQuestion)

のグループです。は、Tanium Trendsのデータなどのモジュール別コンテンツに対するアクセスを制御します。アクションは、明示

的にはコンテンツとみなされないものの、それらが使用するパッケージと同じコンテンツセットに属するものとして扱われます。

Taniumは、Default ContentパックとTaniumモジュールで定義済みコンテンツセットをいくつか提供しています。カスタムコンテン
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ツを含めるため、またはTanium展開のRBAC設定における変更に対応するためにコンテンツセットを作成できます。個々のコン

テンツオブジェクトはひとつのコンテンツセットにのみ割り当てることができます。1つのロールで、複数のコンテンツセットに対するア

クセス権限を指定できます。詳細および関連するタスクについてはコンテンツセットの管理(ページ270)を参照してください。

ユーザ

Taniumユーザ設定は、ペルソナ、ユーザグループ、コンピュータグループ、ロールをユーザアカウントに関連付けます。ユーザは1

つ以上の付与または拒否ロールを保有できます。ユーザは、自分のロールが提供するアクセス権限以外のアクセス権限を保

有していません。ロールを持たないユーザはサインインできますが、アクセス権限が不足していることを示すページが表示されま

す。ユーザには、1つ以上のコンピュータグループとユーザグループを割り当てることができます(ユーザグループは割り当てなくても

かまいません)。すべてのユーザにはデフォルトペルソナがあり、1つ以上の代替ペルソナを所有できます(所有していなくてもかま

いません)。Tanium ConsoleまたはAPIにアクセスする時にユーザを認証するには、リモート認証サービスを設定するか、

Tanium Serverに対してローカルである認証サービスを使用できます。詳細と関連タスクについてはユーザの管理(ページ312)を

参照してください。

ユーザグループ

Taniumユーザグループ設定は、ペルソナ、コンピュータグループ、ロールを、ユーザグループのすべてのアクセス権限を継承する

一連のユーザに関連付けます。ユーザグループには、1つ以上のユーザ、ロール、コンピュータグループを割り当てることができま

す(ユーザは割り当てなくてもかまいません)。すべてのユーザグループにはデフォルトペルソナがあり、1つ以上の代替ペルソナを

所有できます(所有していなくてもかまいません)。詳細と関連タスクについてはユーザグループの管理(ページ326)を参照してくだ

さい。

コンピューターグループ

Taniumユーザは、ユーザまたはそのユーザグループに割り当てられているコンピュータ管理グループに属するエンドポイントに対

してのみQuestionを発行してアクションを展開できます。Taniumユーザはコンピュータフィルタグループを、QuestionとQuestion

の結果におけるフィルタとして利用します。ユーザは、ロールに関連付けられているコンテンツセットに割り当てられているフィルタ

グループのみを使用でき、そのロールはユーザまたはそのユーザグループに割り当てられている必要があります。詳細と関連タス

クについてはコンピュータグループの管理(ページ300)を参照してください。

ペルソナ

すべてのユーザアカウントには定義済みのデフォルトのペルソナがあり、ユーザがTanium Consoleにサインインすると適用されま

す。デフォルトペルソナを使用する場合、ユーザは、そのペルソナに割り当てられているすべてのロールとコンピュータグループから

得たアクセス権限を保有します。ユーザのデフォルトペルソナは、ユーザが割り当てられたユーザグループのデフォルトペルソナか

ら継承されたアクセス権限も提供します。代替ペルソナに切り替えた後、ユーザはそのペルソナに割り当てられたロールとコン

ピュータグループから得たアクセス権限のみを保有します。詳細と関連タスクについてはペルソナの管理(ページ334)を参照して

ください。

以下の図は、これらのRBACコンポーネント間の関係を示しています。矢印は、ユーザのアクセス権限を設定するコンポーネントをどの

ように割り当てるかを示しています。黄色のハイライト表示は、アクセス権限を設定するためのベストプラクティスを示しています。ベスト

プラクティスは、ロールとコンピュータグループを代替ペルソナに割り当て、その代替ペルソナをユーザグループに割り当てることです。ユー

ザグループとユーザアカウントに直接割り当てるロールとコンピュータグループは、ユーザグループおよびユーザのデフォルトペルソナに効果

的に割り当てられます。
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図59：RBACコンポーネント間の関係と割り当て

RBAC設定の概要

以下の手順は、RBACを設定するためのワークフローをまとめたものです。また、各コンポーネントが異なるペルソナの下でTanium

Consoleにアクセスする時にユーザの有効なアクセス権限を定義するにあたり、コンポーネントがどのような方法でやり取りするかについ

ても説明してます。これらの手順の図は、ロールとコンピュータグループを代替ペルソナとデフォルトペルソナに割り当てるという異なる関

係を図示するために、2つのユーザグループを示しています。

このワークフローを開始する前に、RBAC実装を計画する(ページ268)において説明された重要な詳細とベストプラク

ティスを確認してください。

LDAPまたはADサーバからユーザとユーザグループをインポートする計画の場合、RBACを設定する前にインポートを

設定します(LDAPサーバとの統合(ページ340)を参照)。

1. ロールを設定します。高度なロールとモジュールロールでは、コンテンツセットに対するアクセス権限が適用されることに注意してく

ださい。Taniumコンテンツパックおよびソリューションモジュールは、定義済みのコンテンツおよびコンテンツセットを提供します。カ

スタムコンテンツとコンテンツセットを作成することもできます。

次の図は、2つの高度なロール(、)と1つのモジュールロール( )、1つのmicro adminロール( )の例を示しています。

図60：ユーザのロール構成
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次の図は、各ロール構成例のコンテンツとコンテンツセット、アクセス権限の関係を示しています(図60のロール)。

図61：ロールのアクセス権限とコンテンツセット

ロールに関連する詳細および手順についてはロールの管理(ページ276)を参照してください。

2. コンピュータ管理グループを定義します。

図62：コンピュータ管理グループの設定
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コンピュータグループに関連する詳細および手順についてはコンピュータグループの管理(ページ300)を参照してください。

3. 代替ペルソナを定義します。各ペルソナについて、ロールとコンピュータ管理グループを割り当てます。

図63：代替ペルソナの設定

ペルソナに関連する詳細および手順についてはペルソナの管理(ページ334)を参照してください。

4. LDAPサーバからインポートしたユーザグループを構成するか、またはTanium Serverにローカルのグループを手動で追加します。

代替ペルソナを各ユーザグループに割り当て、各ユーザグループのデフォルトペルソナにロールとコンピュータ管理グループを割り当

てることができます。

図64：ユーザグループの設定
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ユーザグループに関連する詳細と手順についてはユーザグループの管理(ページ326)を参照してください。

5. LDAPサーバからインポートしたユーザアカウントを構成するか、Tanium Serverにローカルのアカウントを手動で追加します。代

替ペルソナとユーザグループを各ユーザに割り当てます。ロールとコンピュータグループを各ユーザのデフォルトペルソナに割り当て

ることもできます。

図65：ユーザ設定

ユーザグルーに関連する詳細と手順についてはユーザの管理(ページ312)を参照してください。

6. Tanium Consoleにサインインします。どのユーザの場合も、デフォルトペルソナはデフォルトでアクティブであり、ユーザアカウントに

直接割り当てられている、あるいはユーザグループから継承されているすべてのロールおよびコンピュータ管理グループのアクセス

権限を保有しています。

この例では、[RBAC_Administrator (RBAC_管理者)]のロールとHQコンピュータグループがユーザのデフォルトペルソナに割り当

てられています。ユーザは、ユーザグループ[Europe (ヨーロッパ)]に割り当てられている[Monitor (モニター)]と[Europe_Branch

(ヨーロッパ_支店)]コンピュータグループからのアクセス権限も継承します。

図66：デフォルトペルソナでサインインする



© 2021 Tanium Inc. AllRightsReserved ページ265

7. ユーザがTanium Consoleセッションの代替ペルソナに切り替えると、そのユーザはそのペルソナに割り当てられたロールとコン

ピュータ管理グループについてのみアクセス権限を保有します。

次の図において、ユーザはNAMユーザグループから継承されているNAM_Monitorペルソナを選択しています。

図67：代替ペルソナの選択(例1)
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次の図において、ユーザはユーザアカウントに割り当てられているAPAC_Trendsペルソナ(デフォルトペルソナ)を選択しています。

図68：代替ペルソナの選択(例2)
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以下の図は、この例における全3個のペルソナの有効なアクセス権限を構成するための完全なワークフローを示しています。

図69：RBAC設定ワークフロー
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RBAC実装を計画する

Tanium展開環境に対するRBAC実現計画を策定する際に、チームおよびTaniumサポートと検討する重要項目とベストプラクティスは

以下のようになります(「Taniumサポートに問い合わせる(ページ375)」を参照)。

LDAP またはactive directory(AD) サーバからユーザとユーザグループをインポートする場合、それを行ってからRBACを

セットアップしてください。詳しくはLDAPサーバとの統合(ページ340)を参照してください。

命名規則

カスタムロール、コンテンツセット、コンピュータグループ、およびその他のRBACオブジェクトを設定する前に、Taniumユーザが個々のオ

ブジェクトの目的を簡単に判断できるよう、また、Taniumモジュールおよびコンテンツパックを介してインポートされる、類似するTanium

提供オブジェクトと区別できるよう命名規則を考案します。Tanium提供のオブジェクトの変更は回避することがベストプラクティスである

ことから、カスタムオブジェクトの区別は重要です(「  推奨4：カスタマイズをTaniumのコンテンツに限定する(ページ79)」を参照)。たとえ

ば、組織名をカスタムオブジェクト名のプリフィックスとして使用できます。
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コンピュータ管理グループ

Taniumユーザおよびモジュールが実行する操作に関し、グループとして管理するエンドポイントのセットを定義します。たとえば、組織の

地理的組織に基づいて、各地域のグループを用いてコンピュータグループを設定できます。コンピュータグループは、機能(データセンタ

や拠点など)あるいはその他の基準に依拠することもできます。

コンピュータグループにおいてメンバーシップが重複する可能性があります。たとえば、すべてのWindowsエンドポイントのコンピュータグ

ループは、地域または機能ベースのコンピュータグループのメンバーでもあるエンドポイントを含んでいる可能性があります。コンピュータ

グループの設定および割り当てを行う場合、メンバーシップの重複による影響について検討してください。たとえば、ユーザがセキュリティ

更新を展開できるよう、そのユーザにセキュリティオペレーションセンターにおけるWindowsエンドポイント管理権限を持たせることができ

ます。ただし、機密的な財務情報を保存するWindowsエンドポイントのサブセットの管理権限を持たせたくない場合があります。

コンピュータグループのメンバーシップを手動で定義したリストではなく、センサーに基づくフィルタに依拠することで、グ

ループに含めるまたはグループから除外するエンドポイントをきめ細かく制御することができます。

コンテンツセット

特定のデータに対するアクセス制御およびエンドポイントにおけるアクションの展開についてコンテンツセットのアクセス権限をどのように

体系化するのかを決定します。ベストプラクティスとして、特定のコンテンツセット内のコンテンツが類似し、ユーザロールに意図しないア

クセス権限を割り当てるリスクを最小限に抑えられることを確認します。以下に基づいてコンテンツセットを体系化できます。

l 権限 :読み取り/書き込みアクセス権限

l コンテンツタイプ別：たとえば、保存済みQuestion、センサー、パッケージ

l 主題別：たとえば、Tanium Client管理またはWindowsシステム管理

Taniumモジュールやコンテンツパックで提供されるコンテンツの場合、それらコンテンツのオブジェクトは元のTanium提

供のコンテンツセットから移動しないでください。コンテンツセット間でコンテンツを移動する時にこの実践を行うには、

Tanium提供コンテンツのコピーを作成し、元のバージョンではなくこのコピーを移動させます。元のTanium提供コンテ

ンツを移動する必要がある場合は、事前にTaniumサポートに問い合わせる(ページ375)。

ロール

ロールを管理するためのベストプラクティスは次のとおりです。

l 高度またはmicro adminロールの前にモジュールロールを設定します。モジュールのアクセス権限は特定のモジュールにアクセス

を付与し、多くの場合、追加的な高度なアクセス権限とマイクロ管理者アクセス権限を提供します。

l ロールを設定する場合、ユーザのアクセス権限に対するモジュール性と累積効果を活用します。たとえば、特定のユーザが必

要とするすべてのアクセス権限を持つロールを作成し、また別のユーザにおいてほんのわずかに異なるアクセス権限を持つ別の

ロールを作成する代わりに、より小さいものの一意のアクセス権限セットを持ついくつかのロールを作成します。さまざまなユーザ

においてこれらのミニマリスティックなロールをうまく組み合わせ、包括的なアクセス権限を持つ個々のロールと同じ有効なアクセ

ス権限を達成できます。詳しくは有効なロールのアクセス権限(ページ286)を参照してください。

Tanium提供モジュールのロールは変更しないでください。モジュールをアップグレードまたは再インポートするプロセスに

より、実施する変更に沿ってモジュールのロール設定が上書きされます。
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ペルソナ

複数のユーザおよびユーザグループ間で代替ペルソナを再度割り当てることができますが、各デフォルトペルソナは単一のユーザまたは

グループに固有であり、再割り当てを行えません。したがって、アクセス権限をモジュラー化するためのベストプラクティスは、デフォルトペ

ルソナではなく代替ペルソナにロールとコンピュータグループを割り当てることです。この実践により、ユーザの組織脱退時、組織参加

時、ユーザグループ間での移動時などに、必要に応じてRBAC実装の更新を簡素化できます。

ユーザとユーザグループ

LDAPサポート

LDAP またはactive directory(AD) サーバからユーザおよびユーザグループをインポートする計画の場合、その他のRBACタスクを実行

する前にインポートをセットアップしてください。Tanium Serverは5分おきにLDAPサーバと自動的に同期しますが、いつでも手動で同

期できます。同期によってTanium Serverは、新しいユーザまたは削除済みユーザ、新しいユーザグループまたは削除済みユーザグ

ループ、グループメンバーシップに対する変更を含む、LDAPサーバにおいて発生したすべての変更を用いて更新されます。オプションと

して、LDAP サーバを使用し、インポートされたユーザを認証できます。詳細と関連タスクについてはLDAPサーバとの統合(ページ340)

を参照してください。

ユーザグループのアクセス権限

ユーザレベルではなくユーザグループレベルで可能な限り多くのアクセス権限を制御します。コンピュータグループ、ロール、ペルソナ、

ユーザをユーザグループに割り当てると、RBACの設定を更新する上で必要な管理的な取り組みを最小限に抑えることができます。た

とえば、組織に参加するか組織から脱退する個々のユーザ、あるいは責任が変更された可能性のある個々のユーザのペルソナについ

てロール割り当てを修正するのではなく、センサーベースのフィルタを使用するユーザグループを設定し、こうした変更が発生した時にグ

ループのメンバーシップを動的に調整することができます。

ユーザのアクセス権限

どのアクセス権限が必要であるかを特定するため、組織の個々のチームがTaniumシステムを介して何を達成する必要があるのかを検

討します。具体的には以下を検討します。

l どのユーザがどのTaniumモジュールワークベンチとモジュールコンテンツにアクセスする必要があるのか？

l 管理者として、Administrator予約ロールを使用して、少数のユーザに全管理者アクセス権限を割り当てるか、それとも、

[Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)]ページに対する読み取り/書き込みアクセス権限をページ別に付与ま

たは拒否する管理者アクセス権限をきめ細かく割り当てるのとどちらがよいのでしょうか。

SAML認証

SAML IDプロバイダ(IdP)を使用して Tanium Consoleユーザのシングルサインオン認証を提供できます。詳細と関連タスクについては

SAML IdPとの統合(ページ353)を参照してください。

コンテンツセットの管理

コンテンツセットの概要

コンテンツセットとは、アクセス権限が適用されるセンサー、保存済みQuestion、パッケージ、ダッシュボード、カテゴリ、フィルタグループ、

プラグインのグループです。Taniumは、Default ContentパックおよびTaniumモジュールと共有サービスを通じて定義済みコンテンツセッ

トをいくつか提供します。カスタムコンテンツを含めるため、またはTanium展開のRBAC設定における変更に対応するためにコンテンツ



© 2021 Tanium Inc. AllRightsReserved ページ271

セットを作成できます。たとえば、Tanium Clientのメンテナンスに関連するセンサーとパッケージのコンテンツセットを作成することで、大

きなユーザグループにコンテンツの読み取りアクセス権を付与する一方で、より少人数のユーザグループに書き込みアクセス権を付与す

るよう、ロールを構成することができます。コンテンツは1つのコンテンツセットにのみ割り当てることができます。1つのロールで、複数のコン

テンツセットに対するアクセス権限を指定できます。モジュールにまたがるコンテンツセットアクセス権限を定義するには高度なロールを構

成設定します。モジュール別コンテンツを持つTanium Trendsなどのモジュールについては、それらコンテンツセットに対するアクセス権限

を定義するモジュールロールを構成設定することができます。

次の図は、コンテンツセットとコンテンツ、アクセス権限、ロール間の関係を示しています。

図70：コンテンツ、アクセス権限、ロールに関連するコンテンツセット

ロールについて詳しくはロールの管理(ページ276)を参照してください。

[Content Sets (コンテンツセット )]または [Content Alignment (コンテンツの編成)]ページを表示および使用するに

は、また、コンテンツセットとロールの構成をインポートまたはエクスポートするには、AdministratorまたはContent Set

Administrator予約ロールを持つカスタムロールが必要です。
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コンテンツセットの詳細を表示する

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

ます。

2. (任意)モジュール別のコンテンツを持つモジュール(Tanium Trendsなど)の場合は、[Content for (関連コンテンツ)] ドロップダウン

メニューからモジュールを選択します。ページのコンテンツセットに、そのモジュールに関連するコンテンツの種類のみが表示されま

す。

デフォルトでは、メニューはPlatformに設定されており、コンテンツセットには、Tanium Core Platform全体に共通するコンテンツの

種類(センサー、保存済みQuestion、パッケージ、フィルタグループ、ダッシュボード、カテゴリ、プラグイン)が表示されます。

3. (任意) [Filter Results (結果フィルタ)]のフィールドを使用して、ページに表示する項目をフィルタリングします。

1. テキストでフィルタ: コンテンツセットまたはコンテンツオブジェクトの名前でグリッドをフィルタリングするには、[Filter Content

Sets (フィルタコンテンツセット )]フィールドにテキスト文字列を入力します。

2. Filter by runtime threshold (実行時しきい値でフィルタ): 表示されたセンサーにしきい値を超えたもののみが含まれる

ように、実行時しきい値でページをフィルタリングします。[ Filter Results (結果フィルタ)]セクションを展開し、しきい値を

選択します。

現在のリリースでは、センサーの実行時インジケータのみサポートされています。Questionの実行時しきい値は

無視します。実行時しきい値についての詳細は、「センサーの実行時間しきい値の管理(ページ226)」を参照し

てください。

4. 確認するコンテンツセットを展開します。

5. 該当するアイコンをクリックして、コンテンツのアクセス権限を持つロール とユーザ、ユーザグループを表示するダイアログを開き

ます。

6. [OK]をクリックしてダイアログを閉じます。

コンテンツセットを作成する

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

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

2. 設定の[Name (名前)]と[Description (説明)]を指定して[Save (保存)]をクリックします。

3. [Preview to Save (プレビューして保存)]をクリックし、[Confirm & Save (確認して保存)]をクリックします。

4. コンテンツセットにコンテンツを割り当てるには、次のタスクを実行します。

1. コンテンツをコンテンツセット間で移動させる(ページ273)

2. コンテンツセットの管理(ページ270)
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コンテンツをコンテンツセット間で移動させる

Tanium展開のRBAC設定に対する変更に対応するために、必要に応じてコンテンツをコンテンツセット間で移動させます。たとえば、セ

ンサーがエンドポイントから機密情報を収集する場合、極めて特権的なユーザロールのみがアクセス可能なコンテンツセットにそのセン

サーを移動させることができます。コンテンツを移動させる前に、その移動によってワークフローが受ける影響を確認してください。たとえ

ば、ユーザがスケジュール済みアクションを設定し、その後、そのユーザがアクセス権限を持たないコンテンツセットへ関連パッケージを移

動させるとTanium Serverはそのアクションを展開しません。

Taniumのモジュールやコンテンツパックに含まれる定義済みコンテンツは、元の定義済みコンテンツセットに保持してお

きます。可能な限り、Taniumが提供するコンテンツのコピーを作成し、必要に応じてそのコピーを他のコンテンツセット

に移動させます。元のTanium提供コンテンツを移動する必要がある場合は、事前にTaniumサポートに問い合わせる

(ページ375)。

センサー、パッケージ、保存済みQuestion、またはフィルタグループの属性が、そのコンテンツを割り当てるコンテンツセッ

トに影響する可能性がある場合は、[Administration (運用管理)] > [Contents (コンテンツ)] ページを使用し、属性

を確認してから、コンテンツセットに割り当てます。手順については、以下を参照してください。

l センサーを編集する(ページ187)

l パッケージを編集する(ページ205)

l 保存済みQuestionを編集する(ページ216)

l フィルタグループを編集する(ページ231)

別のコンテンツセットにコンテンツを移動するには、AdministratorまたはContent Set Administrator予約ロール、またはコンテンツとコン

テンツセットに対する書き込み権限を持つロールが必要です。以下を除くすべてのコンテンツセット間でコンテンツを移動できます。

l Tanium Core Platformが使用する基本センサーを含む予約済みコンテンツセット。

l 一部Taniumモジュールベースのコンテンツセット。

次の手順を実行してコンテンツを移動させます。

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

し、移動するコンテンツがあるコンテンツセットを展開します。

2. 移動させたいコンテンツを選択します。

3. [Move to (移動先)] をクリックして、ターゲットのコンテンツセットを選択します。
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4. [Preview to Save (プレビューして保存)]をクリックして、変更内容を確認し、[Confirm & Save (確定して保存)]をクリックしま

す。

コンテンツセットをエクスポート /インポートする

エクスポートおよびインポートの構成設定は、コンテンツセットとロールに対する設定を指定したファイルです。このファイルのコンテンツ

セットセクションには、コンテンツセットの名前が含まれていますが、コンテンツセットの割り当ては含まれていません。割り当ての設定を含

めるには、コンテンツのオブジェクトの種類(センサー、パッケージ、保存済みQuestion、コンピュータグループ、カテゴリ、ダッシュボード )も

エクスポートする必要があります。

本番環境に構成をインポートする前に、ラボ環境でコンテンツセットとロールをテストしてください。

コンテンツセットとロールをエクスポートする

CSVファイルの形式でコンテンツセットをエクスポートすることで、その形式をサポートするアプリケーションでコンテンツセットを表示するこ

とができます。ユーザアカウントにExport Content (コンテンツのエクスポート )アクセス権限を持つロールがある場合は、JSONファイルの

形式でコンテンツセットをエクスポートすることで別のTanium Serverにインポートすることもできます。Administrator予約ロールにはその

アクセス権限があります。

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

し、[Export (エクスポート )] をクリックします。

2. [Content Sets and Roles (コンテンツセットとロール)]を選択し、[Export Format (エクスポート形式)]を選択して(JSONまたは

XML)、[Export (エクスポート )]をクリックします。



© 2021 Tanium Inc. AllRightsReserved ページ275

3. (任意)エクスポートのファイル名を編集します。

4. [OK]をクリックします。

Tanium Serverは、Tanium Consoleへのアクセスに使用されたシステムのDownloadsフォルダにコンテンツファイルをエクスポート

します。

コンテンツセットとロールをインポートする

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

1. コンテンツファイルにデジタル署名して、署名を検証するための公開鍵があることを確認します。コンテンツファイルの認証を参照

してください。

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

3. [Content (コンテンツ)]セクションまでスクロールし、 [Import Content (コンテンツのインポート )] をクリックします。

4. [Choose File (ファイルを選択)] をクリックして、コンテンツファイルを選択し、[Open (開く)]をクリックします。

5. [Import (インポート )]をクリックします。

ファイル内のオブジェクト名が既存のオブジェクトと同じである場合、Tanium Consoleは競合項目を箇条書きして、各項目の解

決オプションを提供します。

6. 競合項目の解決策を選択する競合およびベストプラクティスのガイダンスを参照してください。

7. もう一度 [Import (インポート )]をクリックして、インポートが終了したら[Close (閉じる)]をクリックします。

コンテンツセットを削除する

コンテンツセットの構成を削除するには、事前にコンテンツセットを空する必要があります。コンテンツセットを空にするには、そのコンテン

ツを別のセットに移動するか、コンテンツを削除します。コンテンツを移動するには、「コンテンツをコンテンツセット間で移動させる(ページ

273)」を参照してください。

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

し、コンテンツセットを選択します。

2. コンテンツセットタイルの右上にある[Delete (削除)]をクリックします。

モジュール向けにコンテンツを整列する

一部のTaniumソリューションモジュールの場合、モジュール固有のコンテンツセットを維持するためにモジュール固有のセンサー、パッ

ケージ、保存済みQuestionが必要です。そのコンテンツを移動させると、モジュールのワークフローが中断する可能性があります。モ

ジュールは、誤って配置されているコンテンツを[Content Alignment (コンテンツの配置)]ページで報告します。コンテンツを再配置する

には：

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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1. メインメニューから [Administration (運用管理 ]) > [Content (コンテンツ)] > [Content Alignment (コンテンツの編成)] に移動し

ます。

2. リストを確認します。

3. [Align All Content (すべてのコンテンツを配置)]をクリックするか、配置したい特定のコンテンツを選択して[Align Selected

Content (選択したコンテンツを配置)]をクリックします。

ロールの管理

ロールの概要

Tanium™ RBACのコンテキストにおいて、ロール割り当ては、許可されたアクティビティを指定するためのアクセス権限の付与、または禁

止されたアクティビティを指定するためのアクセス権限の拒否を行います。管理者はユーザやユーザグループ、ペルソナにロールを割り当

てることで、Tanium Core Platformでユーザが表示および実行できることを制御します。

LDAP またはactive directory(AD) サーバからユーザおよびユーザグループをインポートする計画の場合、ロールの設

定または割り当て前にそれを行ってください。詳しくはLDAPサーバとの統合(ページ340)を参照してください。

Tanium実装版のRBACでは、付与または拒否するアクセス権限の種類に基づく以下のロールカテゴリを使用することができます。

micro adminのロール

micro adminのロールでは、分離Tanium Consoleサブネットの構成などの、Tanium Core Platformでの管理アクティビティに

対するアクセス権限を付与したり、拒否したりできます。「マイクロ管理者のロールを作成する(ページ292)」を参照してくださ

い。

モジュールロール

モジュールロールは、モジュールのワークベンチ、機能、およびコンテンツセットに対するアクセスを制御するモジュール権限を/拒

否するです。モジュールロールには、権限拒否ロールはありません。モジュールアクセス権を付与するロールを持たないユーザ

が、モジュールのワークベンチや機能にアクセスすることはできません。一部のモジュールアクセス権限によって追加的に提供済

みアクセス権限が自動的に有効化されます。たとえば、モジュールロールでPatch Module Write (Patchモジュールの書き込み

アクセス権限を付与すると、自動的にAsk Dynamic Questions (ダイナミックQuestionの実行)アクセス権限を伴います。

高度なロール

高度ロールでは、センサー、パッケージ、保存保存済みQuestion、その他すべてのTaniumモジュールに適用されるコンテンツに

対するアクセス権を制御するコンテンツセット権限を付与したり、拒否したりできます。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_rbac_overview.html#permissions
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予約済みロール

定義済み予約ロールでは、[Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Question History (Question履歴)]

ページからのQuestionの読み込みなど、特別な目的の機能に対するアクセス権限を割り当てます。これらの特別なアクセス権

限は、予約されていないロールには使用できません。予約ロールには、特別なアクセス権限に加えてその他のロールカテゴリにに

関連するアクセス権限の一部またはすべてを持たせることができます。予約ロールを編集および削除することはできません。詳し

くは、「予約済みロール(ページ283)」を参照してください。

次の図は、各種ロールの設定変更可能なコンポーネントとそれらコンポーネントの割り当て順序を示しています。

図71：ロール設定

ロールと、コンテンツセットやペルソナ、ユーザ、ユーザグループ、コンピュータグループなどの他のRBAC構成オブジェクトとの関係につい

ての概要は、「Tanium RBACの実装および概念(ページ259)」を参照してください。

ロールには、ユーザとユーザグループとの多対多の関係があります。たとえば、すべてのTanium InteractユーザはInteract Showモジュー

ルロールを持つことができ、それらのユーザはそれぞれ、Interactで使用するセンサーやQuestionへのアクセス権を提供する追加のカスタ

ムロールを持つことができます。同様に、複数のロールに対して同じコンテンツセットのアクセス権限を設定でき、各ロールで複数のコン

テンツセットにアクセス権限を指定できます。

ロールを設定する際のベストプラクティスとして、ユーザのアクセス権限に対するモジュール性と累積効果を最大限に活

用します。たとえば、特定のユーザが必要とするすべてのアクセス権限を持つ単一のロールを作成し、また別のユーザに

おいてほんのわずかに異なるアクセス権限を持つ別のロールを作成する代わりに、より小さいものの一意のアクセス権

限セットを持ついくつかのロールを作成します。さまざまなユーザにおいてこれらのミニマリスティックなロールをうまく組み

合わせ、包括的なアクセス権限を持つ個々のロールと同じ有効なアクセス権限を達成できます。詳しくは有効なロー

ルのアクセス権限(ページ286)を参照してください。
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Write Package (パッケージの書き込み)などの書き込みアクセス権限を割り当てるロールは、Read Package (パッケージの読み取り)

などの読み取りアクセス権限を暗黙で割り当てます。詳しくは暗黙のアクセス権限(ページ281)を参照してください。

ユーザは、割り当てられたユーザグループからロールを継承します。詳しくは継承済みロール(ページ282)を参照してください。

特定のTanium Consoleセッションの場合、複数のペルソナがユーザに割り当てられていても、そのユーザは現在選択されているペルソ

ナのアクセス権限のみ利用できます。詳しくはペルソナの管理(ページ334)を参照してください。

ロールを追加、編集、削除するには、AdminnistratorまたはContent Set Administrator予約ロール、が必要です。た

だし、Content Set Administratorがユーザまたはユーザグループに対するペルソナまたは予約ロールの割り当てを管理

することはできません。

ロールによって、Questionを発行またはアクションを展開する時にユーザが対象に選択したコンピュータ管理グループ

(「コンピュータグループの管理(ページ300)」を参照)やアクショングループ(「アクショングループの管理(ページ174)を参

照)に対するアクセス権を制御しません。ただし、ロールは、コンピュータグループ構成やアクショングループ構成の管理

に必要なアクセス権限を制御します。

ロールの付与と拒否

1人のユーザまたは1つのユーザグループに複数の権限付与および権限拒否ロールを割り当てることができます。Tanium Serverでは、

ユーザまたはグループの実効アクセス権限は、そのユーザまたはグループに割り当てられているすべてのロールの累積結果、つまり、付与

または暗黙のすべてのアクセス権限から明示的に拒否されたアクセス権限を差し引いた結果に依拠します。

ユーザまたはユーザグループの実効アクセス権限は、Tanium Consoleで確認することができます。「有効なロールのア

クセス権限(ページ286)」を参照してください。

高度なロールで権限付与アクセス権限を拒否するには、ロール拒否のアクセス権限およびコンテンツセットがロールの付与のアクセス

権限およびコンテンツセットと一致する必要があります。次の例の、コンテンツセットAに対するWrite Package (パッケージの書き込み)

アクセス権限の拒否では、コンテンツセットAに対するWrite Package (パッケージの書き込み)アクセス権限に一致しているため、付与

系アクセス権限は拒否されます。

図72：コンテンツセットのアクセス許可に対する付与および拒否ロール(一致あり)
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次の例のコンテンツセットDに値する付与系Write Package (パッケージの書き込み)アクセス権限の拒否は、付与系アクセス権限とも

一致しません。このため、拒否系アクセス権限はそのユーザの実効アクセス権限に影響しません。

図73：コンテンツセットのアクセス許可に対する付与ロールと拒否ロール(一致なし)
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高度なロール/モジュールロールでのコンテンツセットのアクセス権限への割り当てでは、Add all Content Sets that exist or will exist

to the permissionsオプションはすべてのコンテンツセットを一覧表示することと同等になります。次の図は、コンテンツセットDに対する

拒否系Write Package (パッケージの書き込み)アクセス権限が機能する例を示しています。

図74：すべてのコンテンツセットオプションを追加する
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権限付与 /権限拒否micro adminロールは、高度なロールと同じルールに従います。次の例のユーザには、があります。Tanium

Serverは、アクセス権限の付与と拒否の両方に完全に一致するものを除外します。ユーザは、ロールの付与が指定する機能のすべて

から、権限拒否ロールが指定する機能を引いたすべての機能を持ちます。

図75：micro adminアクセス権限に対するロールの付与とロール拒否

モジュールロールでアクセス権限を拒否することはできません。アクセス権限を付与できるだけです。モジュールアクセス

権を付与するロールがないユーザが、モジュールワークベンチや機能にアクセスすることはできません。

暗黙のアクセス権限

付与ロールでは、書き込みアクセス権限は、必ず、関連した読み取りアクセス権限も付与されることを意味します｡ 次の例の、Ericと

Graceに割り当てられた高度なロールには、指定されたコンテンツセットに対するパッケージの書き込みアクセス権限があり、このため、

設定でパッケージの読み取りアクセス権限を指定する必要はありません。この例のBobのように、読み取り専用のアクセス権限を必要と

するユーザには、同じコンテンツセットに対してパッケージの読み取りアクセス権限のみを持つロールを作成します。

図76：ErinとGraceは、事実上､読み取りと書き込み両方のアクセス権限を持ちます
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権限拒否ロールが暗黙のアクセス権限を持つことはありません｡ 権限拒否ロールが有効であるためには、明示的にアクセス権限を指

定する必要があり、そのアクセス権限は、付与ロールで指定するアクセス権限と完全に一致する必要があります。たとえば、拒否ロール

で、コンテンツセットに対するパッケージの書き込みアクセス権限の拒否が指定されていても、そのロールでパッケージの読み取りアクセ

ス権限が暗黙で拒否されることはありません。次の例の拒否ロールのアクセス権限は、権限付与ロールのアクセス権限と完全には一

致していません。このため、拒否ロールは無視され、Bobは指定コンテンツセットに対するパッケージの読み取りアクセス権限を引き続き

保持します。

図77：事実上､Bobに読み取りアクセス許可がある

継承済みロール

ユーザは、ユーザグループのロールのアクセス権限を継承します。次の例では、EricはNOCユーザグループに割り当てられているロール

のアクセス権限を継承します。Ericはまた、自分のユーザアカウントに直接割り当てられているアクセス権限を持っています。Tanium

Serverは最終的な結果を適用します。この例では、Ericはユーザグループから分離サブネットの書き込みアクセス権限と分割サブネッ

トの書き込みアクセス権限を継承しますが、自分のユーザアカウントに直接割り当てられている拒否ロールによってそれらのアクセス権

限は無効になります。BobとGraceのアカウントには権限拒否ロールが割り当てられていないため、両者は、分離サブネットの書き込み

アクセス権限や分割サブネットの書き込みアクセス権限を含めて、ユーザグループから継承されるすべてのアクセス権限を持ちます。

図78：ロールの継承
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予約済みロール

Tanium定義の予約ロールでは、[Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Question History (Question履歴)]

ページからのQuestionの読み込みなど、特別な目的の機能に対するアクセス権限を割り当てます。これらのアクセス権限は暗黙であ

るため、編集および削除したりすることはできず、非予約ロールからは使用できません。予約ロールには、特別なアクセス権限に加え

て、高度なロール、micro adminロール、モジュールロールに関連する一部またはすべてのアクセス権限を持たせることができます。次の

セクションの説明に従って、予約ロールと非予約ロールの両方をユーザやユーザグループに割り当てると、特殊なロジックが適用されま

す。

管理者予約済みロール

管理者ロールは、あらゆるコンテンツ、モジュール、管理機能に対する完全なアクセス権限を保有しています。このロールを割り当てる

と、他の付与ロールは不要であり、以下の例外を除き権限拒否ロールは何の働きもしません。

l Bypass Action Approval (アクションの承認をバイパス):アクションの承認をバイパスアクセス権限を持つ高度なロールは、

Administrator予約ロールを持つユーザに割り当てられたときに意味を持ちます｡ デフォルトでは､管理者予約ロールにはこのアク

セス許可がありません。承認のバイパスは慎重に扱うべき性質であるため、どのようなケースでも､このアクセス権限は明示的に

割り当てる必要があります。

l Deny All (すべて拒否):予約済みロールを[Deny All (すべて拒否)]する(ページ284)は、Administrator予約ロールのすべてのア

クセス権限を取り消します。

図79：管理者予約済みロール

コンテンツセット管理者予約済みロール

Content Set Administratorロールでは、ユーザおよびユーザグループ構成でのロール割り当てをはじめとして、コンテンツセットおよび

ロール構成の読み取り/書き込みアクセス権限を割り当てます。このロールがあると、他のすべての付与ロールが不要になります。予約

済みロールを[Deny All (すべて拒否)]する(ページ284)は、Content Set Administratorロールを持つユーザに影響を与えることができる

唯一のロールです。
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図80：コンテンツセット管理者予約済みロール

コンテンツセット管理者と管理者ロールの両方を割り当てたときの結果に注目してください。意味があるのは、コンテン

ツセット管理者ロールだけです。他のロールを持たなければならないユーザにContent Set Administratorロールを割り

当てないよう注意してください。管理者ロールが割り当てられているユーザにContent Set Administratorロールを(直接

またはユーザグループ継承によって)割り当てないよう注意してください。

CONTENT ADMINISTRATOR予約済みロール

Content Administratorロールは、あらゆるコンテンツセットに対する読み取り/書き込みアクセス権限のほか、アクション管理アクセス権

限を付与します。Tanium ServerによるContent Administratorロールを持つユーザに対する実効アクセス権限の評価では、サーバは

割り当てられているモジュールロールとmicro adminロールを評価しますが、高度なロールは無視します。

図81：Content Administrator予約済みロール

予約済みロールを[DENY ALL (すべて拒否)]する

Deny All (すべてを拒否)ロールを持つユーザは、Administrator予約ロールを含めて、そのユーザに割り当てられている他のロールに関

係なく、Tanium Core Platform上の何にもアクセスできません。次の例では、フランクに割り当てられたロールの中で意味があるのはす

べて拒否だけです。

図82：すべて拒否
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予約済みのロールを要求するタスク

次のタスクを実行するには、マイクロ管理者ロールに割り当てが可能なマイクロ管理者アクセス権限にタスクが関連付けられていないた

め、予約済みのロールを保有していなければなりません。

タスク Administrator Content

Administrator

Content Set

Administrator

コンテンツの編成管理

[Administration (運用管理 )] > [Content (コンテンツ)] > [ Content Alignment (コンテン

ツの編成 )]ページを使用してモジュール別コンテンツを適切なモジュールのコンテンツセッ

トに移動することができます。

コンテンツセットを管理する

コンテンツセットの設定を作成、変更、削除します。

ロール構成と割り当ての管理

ロールを編集し、ユーザ、ユーザグループ、ペルソナのロール割り当てを編集します。

ペルソナを管理する

ペルソナを作成、編集、割り当て、削除します。

Taniumソリューションの管理

Taniumのモジュール、コンテンツパック、TaniumConsoleユーザインターフェイスの更新を

インポートします。ラボコンテンツの表示とインポート

表27：予約済みのロールを必要とするタスク
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タスク Administrator Content

Administrator

Content Set

Administrator

TaniumCore Platformの構成管理

[Administration (運用管理 )] > [Configuration (構成 )]の任意のページを表示または

管理します。プロキシ設定、ログレベル、プラグインスケジュール、センサーしきい値インジ

ケータ、パッケージファイルリポジトリ、TaniumClientのサブネット、帯域幅スロットル、

Taniumのライセンス、Taniumのルートキー、TaniumCore Platformサーバ間の信頼関

係、LDAPサーバ、SAML、TaniumConsoleのカスタマイズなどのページがあります。

Question履歴 からのQuestionの読み込み

[Administration (運用管理 )] > [Management (管理 )] > [Question History

(Question履歴 )]ページからQuestionを読み込みます。

Interactのカテゴリの管理

[Other Dashboards (その他のダッシュボード )]カテゴリを読み取って管理します。

表27：予約済みのロールを必要とするタスク (続き)

有効なロールのアクセス権限

ユーザの実行アクセス権限は、以下を含む、割り当て済みと継承のすべてのロールの累積結果に基づいています。

l ロールの付与において指定されたアクセス権限から拒否ロールにおいて指定されたアクセス権限を差し引き

l ロールの付与における暗黙的なアクセス権限

l Tanium Consoleセッション用に選択したペルソナに割り当てられているロール

l ユーザグループに割り当てられ、その後、ユーザがTanium Consoleセッション向けに選択したペルソナから継承したロール

ユーザおよびユーザグループ設定ページには、Tanium Serverが実効アクセス権限を導出する方法を解説した[Roles and Effective

Permissions (ロールと実効アクセス権限)] セクションがあります。
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図83：有効なアクセス許可

ロールセクションで、継承ロールのタイル上にカーソルを合わせると継承元のユーザグループを確認できます｡ ロールのタ

イルをクリックすると､、アクセス許可セクションの関連するアクセス許可が強調されます。[All Roles (すべてのロール)]タ

イルをクリックすると､強調表示なしにアクセス許可が再表示されます。

ロールの詳細を表示する

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Roles (ロール)]に移動します。

このページには、各ロールの名前とカテゴリ、ロールが割り当てられているユーザ、ユーザグループ、ペルソナ数が表示されます。

[Total User (合計ユーザ数)]列は、ユーザアカウントでロールを割り当てられているすべてのユーザ数、またはユーザグループから

そのロールを継承しているすべてのユーザ数の合計を示します。
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2. (任意)デフォルトでは非表示の属性を表示するには、[Customize Column (列のカスタマイズ)] をクリックして、その属性を選択

します。

3. (任意) 特定のロールを探すには、フィルタを利用します。

1. Filter by text (テキストでフィルタ):列の値でグリッドをフィルタリングするには、[Filter items (フィルタ項目)]フィールドにテ

キスト文字列を入力します。

2. Filter by attribute (属性でフィルタ): ロール名などの属性でグリッドをフィルタリングします。 [Filters (フィルタ)]セクション

を展開し、[Add (追加)]をクリックします。続けて、属性と演算子を選択し、属性値のすべてまたは一部を含むテキスト

文字列を入力して、[Apply (適用)]をクリックします。複数の属性フィルタを追加すると、Boolean AND演算子が適用

されます。属性の指定を終えたら[Apply All (すべて適用)]をクリックしてグリッドをフィルタリングします。

4. (任意) ロールに割り当てられている権限、ペルソナ、ユーザ、ユーザグループを表示するには、[Role Name (ロール名)]をクリック

します。

高度なロールを作成する

高度なロールは、センサー、パッケージ、保存保存済みQuestionおよびその他のコンテンツへのアクセスを制御するコンテンツセットのア

クセス権限を付与または拒否します。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Roles (ロール)]に移動します。

2. [New Role (新規ロール)] > [Grant Advanced Role (高度なロールの付与)]または [New Role (新規ロール)] > [Deny

Advanced Role (高度なロールの拒否)]を選択します。

3. ロールを識別する名前を指定します。

4. (任意)[All Content Sets Option (すべてのコンテンツセットオプション)]セクションにおいて[Add all Content Sets that exist or

will exist to the permissions selected below (以降のすべてのコンテンツセットをアクセス権限に追加)]を選択し、すべての既

存および今後のコンテンツセット全体においてアクセス権限を付与するかアクセス権限を拒否します。このオプションは、ユーザが

必ずセンサーを読み取れるようにするか、あるいはその逆に､アクションを一切書き込めないようにする場合などに便利です。

5. [Ask Dynamic Question (ダイナミックQuestionの実行)]セクションで [Add (追加)] をクリックし、このロールを持つユーザがダイ

ナミック(アドホック)Questionを実行することを許可します。

[Ask Dynamic Question (Questionの実行)]はグローバルなアクセス権限です。ユーザに割り当てられている

ロールでこのアクセス権限が有効になっている場合、ユーザは読み取りアクセス権限を持つセンサーを使用して

Questionを作成するアクセス権限を得ます。

6. [Advanced Permissions (高度なアクセス権限)]セクションで、ロールに付与または拒否させる権限ごとに [Add (追加)] をクリッ

クします。表28は各種アクセス権限の説明です。
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7. 各アクセス権限にコンテンツセットを追加します。[Add all Content Sets that exist or will exist to the permissions selected

below (以降のすべてのコンテンツセットをアクセス権限に追加)]を選択した場合、この手順は省略します。

ロール構成ページから離れることなくカスタムコンテンツセットを作成するには、[Apply New Content Set (新規コ

ンテンツセットの適用)]をクリックして、[New Content Set (新規コンテンツセット )]をクリックし、名前と説明(任

意)を入力して、[Save (保存)]をクリックします。

1. すべてのアクセス権限に同じコンテンツセットを追加する。[Apply New Content Set (新規コンテンツセットの適用)]をク

リックし、コンテンツセットを選択して、[Save (保存)]をクリックします。

2. 特定のアクセス権限にコンテンツセットを追加する。アクセス権限タイルで [Add (追加)]をクリックし、コンテンツセットを選

択して、[Save (保存)]をクリックします。

8. [Save (保存)]をクリックして、ロール構成を保存します。

アクセス権限 説明

BypassAction Approval (アクションの承認をバイ

パス)

このアクセス許可を持つユーザによって作成されたアクションは、承認要件を免除されます｡

Administrator予約ロールを含めて、デフォルトでこのアクセス権限が含まれているロールはあり

ません。

これは、Adminstratorロールを持つユーザに付与されたときに意味を持つ唯一の高度アクセス

権限です。

Read Sensor (センサーの読み取り) コンソール全体における [Sensors (センサー)]ページとQuestionビルダ、同様のユーザイン

ターフェイスでセンサーを表示できます。ユーザがQuestionを実行する権限も保有している場

合は、Questionでセンサーを使用できます。

Write Sensor (センサーの書き込み) センサー構成を作成、変更、削除できます。暗黙でセンサーの読み取りアクセス権限とプレ

ビューの表示アクセス権限があることを意味します｡

Read Action (アクションの読み取り) [Administration (運用管理 )] > [Actions (アクション)]のページを表示できます。グリッド内の

行の可視性は、コンテンツセットの基のパッケージに対するアクションの読み取りアクセス権限

に依存します。このアクセス権限によって、ユーザはパッケージファイルを再ダウンロードし、グリッ

ドの行をクリップボードにコピーできます。

暗黙で自アクションの読み取りアクセス権限があることを意味します｡

ReadOwnAction (自身のアクションの読み取り) サインインしたユーザのアクションを [All Pending Approval (すべての承認待ち)]グリッドに表示

するかどうかを指定します。

表28：コンテンツセットのアクセス権限
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アクセス権限 説明

Write Action (アクションの書き込み) [Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)]ページを表示できます。ユーザは、自身が

発行したアクションの行を閲覧できます。コンテンツセットの基のパッケージに対するアクションの

読み取りアクセス権限を持つユーザは、他のユーザが発行したアクションの行を見ることができ

ます。

動的なQuestionと保存されたQuestionの[Question Results (Questionの結果 )]グリッドに

[Deploy Action (アクションのデプロイ)]ボタンを表示して使用できます。

これは、自アクション読み取り、パッケージ読み取り、プレビュー表示アクセス権限のことです。

アクションの展開、アクションの編集、またはアクションステータスの確認を行うには、予約済み

コンテンツセットに対するセンサーの読み取り権限と保存済みQuestionの読み取り権限も必

要です。予約コンテンツセットには、プレビューおよびポーリングに関するQuestionに使用される

コンテンツが含まれています。

Write Action for SavedQuestion (保存された

Questionへのアクションの書き込み)

[Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)]ページを表示できますが、表示されるのは

そのユーザが展開したアクションの行のみです。

[Question Results (Questionの結果 )]グリッドに[Deploy Action (アクションのデプロイ)]ボタン

を表示して使用できますが、使用できるのは、関連アクションがある保存されたQuestionに対

するボタンのみです。関連アクション対してパッケージの読み取りアクセス権限は必要ありませ

ん。保存されたQuestionに関連アクションがない場合、[Deploy Action (アクションのデプロイ)]

ボタンは表示されません。

ヒント：アクションの書き込みアクセス権限ではなく保存済みQuestionのアクションの書き込みア

クセス権限を使用すると、Tanium製品を使用して他のユーザが作成した標準的な操作手

順を実行するアクションユーザによる使用を制限することができます。

[Read Filter Group (フィルタグループの読み取

り)]

[Filter Groups (フィルタグループ)]ページの表示、およびフィルタグループを利用することによる

Question、Questionの結果およびTaniumConsoleのさまざまなリストのフィルタリングを行うこと

ができます。

[Write Filter Group (フィルタグループの書き込

み)]

フィルタグループ設定を作成、変更、削除します。暗黙でRead Filter Group (フィルタグルー

プの読み取り)アクセス権限を伴います。

アクションの承認 別のユーザが作成したアクションを承認できます。このアクセス許可を保有するユーザは、自

分のアクションを承認できません。

[Actions I Can Approve (承認可能なアクション)]と[All Pending Approval (すべての承認

待ち)]ページのアクションを表示するには、Read Package (パッケージの読み取り)アクセス権

限とRead Own Action (自アクションの読み取り)アクセス権限も必要です。

Read Plugin (プラグインの読み取り) 将来の使用のために予約されています。

Execute Plugin (プラグインの実行 ) 将来の使用のために予約されています。

表28：コンテンツセットのアクセス権限 (続き)



© 2021 Tanium Inc. AllRightsReserved ページ291

アクセス権限 説明

Read Package (パッケージの読み取り) [Deploy Action (アクションの展開 )]ワークフローページから開く[Browse Packages (パッケー

ジの参照 )]ダイアログでパッケージを表示できます。パッケージ書き込みアクセス権限がない場

合、[Packages (パッケージ)]ページを表示することはできません。

Write Package (パッケージの書き込み) [Packages (パッケージ)]ページを表示できます。パッケージ構成を作成、変更、削除できま

す。暗黙でパッケージ読み取りアクセス権限とプレビューの表示アクセス権限を伴います｡

Read SavedQuestion (保存されたQuestionの

読み取り)

[Question Results (Questionの結果 )]グリッドのドリルダウンおよび同様のユーザインターフェ

イスで保存されたQuestionを表示できます。Interactのワークベンチに対するアクセス権も持っ

ている場合は、Interactの [Saved Questions (保存済みQuestion)]ページを表示できます。

保存済みQuestionの書き込みアクセス権限がない場合、[Saved Questions (保存済み

Question)]ページを表示することはできません。

保存済みQuestionを正しく発行するには、関係するセンサーに対するセンサー読み取りアクセ

ス権限も必要です。

Write SavedQuestion (保存されたQuestionの

書き込み)

[Saved Questions (保存済みQuestion)]ページを表示できます。保存されたQuestionを作

成、変更、削除できます。暗黙で保存済みQuestionの読み取りアクセス権限を伴います｡

注 :ダイナミックQuestionの実行アクセス権限は暗黙では付与されません。

Read Associated Packages (関連するパッケー

ジの読み取り)

明示的なアクセス許可ではありません。保存済みQuestionのアクションの書き込みアクセス権

限で暗黙で付与されます。

ReadDashboard (ダッシュボードの読み取り) ユーザがInteractワークベンチへのアクセス権限を持っている場合は、Interactの [Content (コン

テンツ)]ページのダッシュボードを表示できます。

ダッシュボードを使用するには、関連するコンテンツに対する保存済みQuestionの読み取りア

クセス権限とセンサー読み取りアクセス権限も必要です。

Write Dashboard (ダッシュボードの書き込み) ダッシュボード構成を作成、変更、削除できます。暗黙でダッシュボードの読み取りアクセス権

限を伴います｡

ReadDashboard Group (ダッシュボードグループ

の読み取り)

Interactのワークベンチへのアクセス権限を持っている場合は、Interactの [Content (コンテン

ツ)]ページのカテゴリを表示できます。

カテゴリを使用するには、関連コンテンツに対するダッシュボードの読み取り、保存済み

Questionの読み取り、センサーの読み取りアクセス権限も必要です。

Write Dashboard Group (ダッシュボードグループ

の書き込み)

カテゴリ構成を作成、変更、削除できます。暗黙でカテゴリの読み取りアクセス権限を伴いま

す｡

Show Preview (プレビューの表示 ) 明示的なアクセス許可ではありません。アクションの書き込み、保存済みQuestionのアクショ

ンの書き込み、センサーの書き込み、パッケージの書き込みアクセス権限で暗黙で付与されま

す｡これにより作成者は、新規または変更された構成の影響をプレビューするために必要な

Questionを実行することができます｡プレビューQuestionを実行するには、予約済みコンテンツ

セットに対するセンサーの読み取りも必要です。予約コンテンツセットには、プレビューQuestion

を実行するために使用されるコンテンツが含まれます。

表28：コンテンツセットのアクセス権限 (続き)
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マイクロ管理者のロールを作成する

マイクロ管理者ロールは、システム管理者のアクセス権限を割り当てます。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Roles (ロール)]に移動します。

2. [New Role (新規ロール)] > [Grant Micro Admin Role (micro adminロールの付与)]または [New Role (新規ロール)] > 

[Deny Micro Admin Role (micro adminロールの拒否)]を選択してロール構成ページを表示します。

3. ロールを識別する名前を入力します。

4. ロールで付与または拒否する権限ごとに [Add (追加)] をクリックし(次の表を参照)、[Save (保存)]をクリックします。

Tanium Consoleの一部の管理タスクは、マイクロ管理者アクセス権限に関連付けられていません。予約済み

ロールを持つユーザのみがこれらのタスクを実行できます。詳しくは予約済みのロールを要求するタスク(ページ

285)を参照してください。
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アクセス権限 説明

Read SystemStatus (システムステータスの読み

取り)

[Client Status (クライアントステータス)]ページを表示できます。

ReadQuestion History (Question履歴の読み取

り)

[Question History (Question履歴 )]ページを表示できます。[Question History (Question

履歴 )]ページからQuestionを発行するには、対応するコンテンツセットに対する高度なロール

のアクセス権限も必要です。

ReadUser (読み取りユーザ) ユーザ設定を表示およびエクスポートできます。

ユーザのロール、ユーザグループ、ペルソナ割り当てを表示および編集する

には、その他の権限も必要です。「ユーザを管理する(ページ59)」を参照し

てください。

Write User (書き込みユーザ) ユーザを作成、変更、削除できます。暗黙でユーザの読み取りアクセス権限を伴います｡

ユーザのロール、ユーザグループ、ペルソナ割り当てを編集するには、その他

の権限も必要です。「ユーザを管理する(ページ59)」を参照してください。

ReadUser Group (ユーザグループの読み取り) ユーザグループ設定を表示およびエクスポートできます。

ユーザグループのロール、ユーザ、ペルソナ割り当てを表示するには、その他

の権限も必要です。「ユーザグループを管理する(ページ60)」を参照してくだ

さい。

Write User Group (書き込みユーザグループ) ユーザグループを作成、変更、削除できます。暗黙でユーザグループの読み取りアクセス権限

を伴います｡

ユーザグループのロール、ユーザ、ペルソナ割り当てを編集するには、その他

の権限も必要です。「ユーザグループを管理する(ページ60)」を参照してくだ

さい。

ReadComputer Group (コンピュータグループの

読み取り)

コンピュータ管理グループとフィルタグループを表示およびエクスポートできます。暗黙でRead

Filter Group (フィルタグループの読み取り)アクセス権限を伴います。

コンピュータ管理グループのユーザグループ、ユーザ、ペルソナの割り当てを

表示するには、その他のアクセス権限も必要です。「コンピュータ管理グ

ループを管理する(ページ58)」を参照してください。

表29：マイクロ管理者アクセス権限
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アクセス権限 説明

Write Computer Group (書き込みコンピュータグ

ループ)

コンピュータ管理グループとフィルタグループを作成、変更、削除できます。暗黙でコンピュータ

グループの読み取りアクセス権限とフィルタグループの書き込みアクセス権限を伴います。

メンバーシップがセンサーフィルタに基づくコンピュータ管理グループまたはフィルタグループを作

成するには、コンピュータグループの書き込みに加えて次のアクセス権限が必要です。

l プレビューQuestionの実行に使用されるコンテンツを含む予約済みコンテンツセットに対す

るセンサーの読み取り(高度 )アクセス権限。

l Interact Module Write (Interactモジュールの書き込み)(モジュール)アクセス権限。

メンバーシップが手動で定義されたコンピュータグループには、センサーの読み取りおよび

Interactモジュールの書き込みアクセス権限は必要ありません。

Read Persona (ペルソナの読み取り) ペルソナの構成と割り当てを表示およびエクスポートできます。

Write Persona (ペルソナの書き込み) ペルソナを作成、編集、削除できます。暗黙でペルソナの読み取りアクセス権限を伴います。

ペルソナのユーザ、ユーザグループ、ロール割り当てを編集するには、その他

のアクセス権限も必要です(「ペルソナを管理する(ページ60)」を参照 )。

ReadGlobalSettings (グローバル設定の読み取

り)

[Global Settings (グローバル設定 )]ページを表示できます。

Write GlobalSettings (グローバル設定の書き込

み)

グローバル設定を作成、変更、削除できます。暗黙でグローバル設定の読み取りアクセス権

限を伴います。

Read Allowed Urls (許可URLの読み取り) [Allowed URLs (許可URL)]ページを表示できます。

Write Allowed Urls (許可URLの書き込み) 許可URL構成を作成、変更、削除できます。暗黙でRead Allowed Urls (許可URLの読み

取り)アクセス権限を伴います。

Read Audit (監査の読み取り) 以下を表示できます。

l [Users (ユーザ)]ページの最終サインイン情報

l ユーザ設定ページの最終変更日情報

l [Global Settings (グローバル設定 )]ページの最終変更情報

Read Server Status (サーバステータスの読み取

り)

https://<Tanium_Server>/infoページを表示できます。詳細については、情報ページを

表示する(ページ374)を参照してください。

[View Token (トークンの表示 )] [API Tokens (APIトークン)]ページを表示できます。

[Use Token (トークンの使用 )] TaniumServerに新しいAPIトークンのリクエストを送信できます。

[Revoke Token (トークンの取り消し)] TaniumServerへのアクセスに使用されるAPIトークンを取り消すことができます。

表29：マイクロ管理者アクセス権限 (続き)
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アクセス権限 説明

Export Content (コンテンツのエクスポート ) 次の種類のコンテンツをエクスポートできます。

l 許可URL

l コンピューターグループ

l コンテンツセット

l フィルタグループ

l パッケージ

l ロール

l 保存済みQuestion

l Scheduled actions (予定済みアクション)

l センサ

カテゴリとダッシュボードをエクスポートできるのは、Administrator予約ロール

だけです。

[Import Signed Content (署名済みコンテンツの

インポート )]

デジタル署名済みコンテンツファイルをインポートできます。

[Read Action Group (アクショングループの読み

取り)]

[Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)]ページで特定のアクショングループを表示

できます。

[Write Action Group (アクショングループの書き込

み)]

アクショングループを作成、変更、削除できます。暗黙でアクショングループの読み取りアクセス

権限を伴います｡

表29：マイクロ管理者アクセス権限 (続き)

モジュールのロールを作成する

モジュールロールは、モジュールのワークベンチと機能へのアクセスを制御するTaniumソリューションモジュールのアクセス権限を付与し

ます。モジュールロールは、モジュール固有のコンテンツセットのアクセス権限も付与します。モジュールロールには、権限拒否ロールは

ありません。モジュールアクセス権を付与するロールを持たないユーザが、モジュールのワークベンチや機能にアクセスすることはできませ

ん。一部のモジュールアクセス権限によって、モジュールアクセス権限の選択時にロール構成に自動的に含まれる提供済みアクセス権

限が有効化されます。たとえば、Patch Module Write (Patchモジュールの書き込み)アクセス権限を選択すると、ロールには自動的に

Ask Dynamic Question (ダイナミックQuestionの実行)アクセス権限を伴います。

モジュール別ロールの要件

モジュール別ロールに必要なアクセス権限については、各モジュールのユーザガイドを参照してください。
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l Asset

l Client Management

l Comply

l Connect

l Deploy

l Direct Connect

l Discover

l Endpoint Configuration

l End-User Notifications

l Enforce

l Health Check

l Impact

l Incident Response

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

モジュールロールを追加する

モジュールロールを追加するには以下の手順を実行します。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Roles (ロール)]に移動します。

2. [New Role (新規ロール)] > [Grant Module Role (モジュールロールの付与)]を選択してロール構成ページを表示します。

3. ロールを識別する名前を入力します。

https://docs.tanium.com/asset/asset/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/comply/comply/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/connect/connect/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/deploy/deploy/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/discover/discover/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/end-user_notifications/end-user_notifications/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/enforce/enforce/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/health_check/health_check/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/impact/impact/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/ir/ir/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/integrity_monitor/integrity_monitor/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/interact/interact/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/map/map/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/network_quarantine/network_quarantine/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/patch/patch/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/performance/performance/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/protect/protect/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/reputation/reputation/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/reveal/reveal/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/threat_response/threat_response/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/trends/trends/requirements.html#user_roles
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4. (任意) [All Content Sets Option (すべてのコンテンツセットオプション)]セクションにおいて[Add all Content Sets that exist or

will exist to the permissions selected below (以降のすべてのコンテンツセットをアクセス権限に追加)]を選択し、そのモジュー

ルに関連付けられたすべての既存および今後のコンテンツセット全体においてアクセス権限を付与します。このオプションは、モ

ジュール別コンテンツを持つ、Trendsなどのモジュールにのみ適用されます。

5. [Module Permissions (モジュールアクセス権限)]セクションで、ロールでアクセス権限をする各モジュール横の [Add (追加)] をク

リックします。

6. 各モジュールで [Edit (編集)]をクリックし、アクセス権限を選択して、[Save (保存)]をクリックします。

7. モジュール別コンテンツを持つ各モジュールについて、各アクセス権限のタイルの [Add (追加)]をクリックし、コンテンツセットを選択

して、[Save (保存)]をクリックします。[Add all Content Sets that exist or will exist to the permissions selected below (以

降のすべてのコンテンツセットをアクセス権限に追加)]を選択した場合、この手順は省略します。

ロール構成ページから離れることなくカスタムコンテンツセットを作成するには、[Module Permissions (モジュール

のアクセス権限)]セクションの右上にある [Apply New Content Set (新規コンテンツセットの適用)]をクリックし

て、[新規コンテンツセット ]をクリックし、名前と説明(任意)を入力して、[Save (保存)]をクリックします。

1. すべてのアクセス権限に同じコンテンツセットを追加する。[Apply New Content Set (新規コンテンツセットの適用)]をク

リックし、コンテンツセットを選択して、[Save (保存)]をクリックします。

2. 特定のアクセス権限にコンテンツセットを追加する。アクセス権限タイルで [Add (追加)]をクリックし、コンテンツセットを選

択して、[Save (保存)]をクリックします。

8. [Save (保存)]をクリックして、ロール構成を保存します。

ロールに対するユーザおよびユーザグループ割り当てを管理する

ロールをペルソナに割り当てる方法については、「ペルソナに対するロール割り当てを管理する(ページ337)」を参照して

ください。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Roles (ロール)]に移動します。

2. ロールを選択し、[Edit (編集)]をクリックします。

3. [Edit User Assignment (ユーザ割り当てを編集)]をクリックして、[Assign Users and User Groups (ユーザおよびユーザグルー

プの割り当て)]ページを表示します。

4. [User Groups (ユーザグループ)]の横の[Edit (編集)]をクリックします。グループを選択し、[Save (保存)]をクリックします。

5. [User (ユーザ)]の横の[Edit (編集)]をクリックします。ユーザを選択し、[Save (保存)]をクリックします。
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6. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]をクリックし、実効アクセス権限を確認して、[Save (保存)]をクリック

します。

ロールのクローンを作成する

多くの設定が既存のロールと共通するロールを追加するには、多くの場合、既存のロールのクローンを作成してからクローンを変更する

方が、新しいロールを構成する簡単です。ただし、その場合でも、ユーザとユーザグループをクローンに割り当てて、必要に応じて説明

を入力する必要があることに注意してください。クローンは、元のロールのこれらの設定を継承しません。クローンは、予約されたロール

を除くすべてのロールに対して作成できます。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Roles (ロール)]に移動します。

2. ロールを選択して、[Clone (クローンの作成)]をクリックします。

3. ロールを識別するロール名を入力し、必要に応じてアクセス権限を更新して、[Save (保存)]をクリックします。

4. ロールにユーザとユーザグループを割り当てます(「ロールに対するユーザおよびユーザグループ割り当てを管理する(ページ297)」を

参照)。

ロールをエクスポート /インポートする

以降の手順では、特定のロールまたはすべてのロールの構成をエクスポートおよびインポートする方法を説明しています。

本番環境にコンテンツをインポートする前に、ラボ環境でコンテンツの開発とテストを行ってください。

ロールをエクスポートする

CSVファイルの形式でロールをエクスポートすることで、その形式をサポートするアプリケーションで設定を表示することができます。ユー

ザアカウントにExport Content (コンテンツエクスポート )アクセス権限を持つロールがある場合は、JSONファイルの形式でロールをエクス

ポートすることで別のTanium Serverにインポートすることもできます。Administrator予約ロールにはそのアクセス権限があります。
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ロールに加えてその他の種類のコンテンツをエクスポートまたはインポートする場合は、「共有サービスとコンテンツを管

理する(ページ73)」を参照してください。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Roles (ロール)]に移動します。

2. 特定のロールのみをエクスポートするには、グリッドで行を選択します。すべてのロールをエクスポートする場合、この手順は省略

できます。

3. エクスポート をクリックします。

4. (任意)デフォルトのエクスポートファイル名を編集します。

ファイルのサフィックス(.csvまたは.json)は、選択された [形式 ] に基づいて自動的に変更されます。

5. [データのエクスポート ] オプションを選択します。グリッドのすべてのロール、または選択したロールのみ。

6. ファイルの形式を選択します。JSONまたはCSV。

7. [Export (エクスポート )]をクリックします。

Tanium Serverは、Tanium Consoleへのアクセスに使用されたシステムのDownloadsフォルダにファイルをエクスポートします。

ロールをインポートする

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

1. コンテンツファイルにデジタル署名して、署名を検証するための公開鍵があることを確認します。コンテンツファイルの認証を参照

してください。

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

3. [Content (コンテンツ)]セクションまでスクロールし、 [Import Content (コンテンツのインポート )] をクリックします。

4. [Choose File (ファイルを選択)] をクリックして、コンテンツファイルを選択し、[Open (開く)]をクリックします。

5. [Import (インポート )]をクリックします。

ファイル内のオブジェクト名が既存のオブジェクトと同じである場合、Tanium Consoleは競合項目を箇条書きして、各項目の解

決オプションを提供します。

6. 競合項目の解決策を選択する競合およびベストプラクティスのガイダンスを参照してください。

7. もう一度 [Import (インポート )]をクリックして、インポートが終了したら[Close (閉じる)]をクリックします。

ロールの構成詳細をコピーする

[Roles (ロール)]ページの情報をクリップボードにコピーすることで、その情報をメッセージやテキストファイル、スプレッドシートに貼り付け

ることができます。グリッドの各行は、コンマで区切られた値の文字列です。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Roles (ロール)]に移動します。

2. 次のいずれかの手順を実行します。

1. 行情報をコピー:行を選択して [Copy (コピー)] をクリックします。

2. セル情報をコピー:セルの上にカーソルを重ねて、[Options (オプション)] をクリックし、[Copy (コピー)] をクリックします。

ロールを削除する

ロールを削除すると、そのロールが割り当てられているユーザ、ユーザグループ、ペルソナからそのロールが削除されます。

ロールを削除する前に次のタスクを実行します。

1. ロール構成から、ユーザおよびユーザグループ割り当てのすべてを削除します。ロールに対するユーザおよびユー

ザグループ割り当てを管理する(ページ297)。

2. 担当するユーザの実効アクセス権限ページに移動して、実効アクセス権限に対する削除の影響を確認します。

ユーザに対する実行アクセス権限を表示する(ページ318)を参照してください。

ロールを削除するには、以下の手順に従います。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Roles (ロール)]に移動します。

2. ロールを選択して、[Delete (削除)] をクリックします。

コンピュータグループの管理

コンピュータグループの概要

コンピュータグループは、Taniumユーザとモジュール、共有サービスが実行する操作に対して1つのグループとして管理する一連のエンド

ポイントを定義します。たとえば、データセンタ内のすべてのエンドポイントを含むコンピュータグループを定義し、Questionを発行して

データセンタのエンドポイントにアクションを展開するユーザにのみグループを割り当てることができます。コンピュータグループはまた、アク

ショングループの基礎的要素でもあり、アクションの対象になるエンドポイントをフィルタリングします(「アクショングループの管理(ページ

174)」を参照)。また、コンピュータグループを使用して、[Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Users (ユーザ)]

ページなどにある、Tanium Consoleのさまざまなリストをフィルタリングすることができます。エンドポイントのセットをクエリする際にユーザ

に持たせる必要のあるアクセス権限に基づき、以下のタイプのコンピュータグループを作成できます。

コンピュータ管理グループ

Taniumユーザは、現在のセッションで選択されたユーザのペルソナに割り当てられたコンピュータ管理グループに属するエンドポ

イントについてのみQuestionの結果を表示し、アクションを展開することができます。ロールはコンピュータ管理グループへのアク

セスを制御しませんが、ユーザがQuestionとアクションにどのコンテンツを利用できるかを制御します。たとえば、ユーザはデータ

センタ内のエンドポイントで実行されているプロセスを確認できます。そのユーザには、Running Processesセンサーを含むコン

テンツセットに対するセンサーの読み取りアクセス権を持つロールに加えて、データセンタエンドポイントを含むコンピュータ管理グ
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ループも割り当てる必要があります。以下の図は、コンピュータ管理グループとその他のTanium RBACコンポーネント間の関係

を示しています。

コンピュータフィルタグループ

Taniumユーザは、Question(フィルタグループを使用するを参照)およびQuestionの結果(Questionの結果をフィルタリングする

(ページ142)を参照)内のフィルタとしてコンピュータフィルタグループを使用します。コンテンツセットにフィルタグループが割り当てら

れて、高度ロールおよびモジュールロールでそのコンテンツセットに対するグループアクセス権限が付与され、そのロールがユーザ

またはユーザグループのペルソナに割り当てられると、ユーザはそのフィルタグループに対するアクセス権限を取得することになりま

す。次の図は、Default Filter Groupsコンテンツセットに対するRead Filter Group (フィルタグループの読み取り)アクセス権限と

Write Filter group (フィルタグループの書き込み)アクセス権限を付与する高度なロールの例を示しています。

これらのエンドポイントがコンピュータ管理グループにも属しており、その管理グループをユーザまたはユーザグループに割り当てて

いる場合を除き、ユーザはフィルタグループのエンドポイントからQuestionの結果を受け取ることはできません。

コンピュータグループは、管理グループとフィルタグループの両方として機能するように設定できます。予約済みコンピュータグループの[All

Computers (すべてのコンピュータ)]および[No Computers (コンピュータなし)]は両タイプで機能します。これら予約グループは

Reservedコンテンツセットに含まれていて、編集することはできません。。Tanium Serverの新規インストール後にTanium Consoleを

初めてサインインすると、フィルタグループでもあり管理グループでもあるコンピュータグループが自動的にインポートされます(「デフォルト

のコンピュータグループ(ページ304)」を参照)。

管理グループとフィルタグループの両方として機能するコンピュータグループ、あるいは管理グループとしてのみ機能するコンピュータグ

ループを管理するには、[Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Computer Groups (コンピュータグループ)] ページ

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/example_advanced_questions.html#computer_group_filters
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を使用します。フィルタグループとしてのみ機能するコンピュータグループを管理するには、[Administration (運用管理)] > Content (コ

ンテンツ)] > [Filter Groups (フィルタグループ)] ページを使用します(「フィルタグループの管理(ページ229)」を参照)。いずれかのタイプ

のコンピュータグループを作成した後、メンバーシップの定義を変更することはできません。

コンピュータグループの管理に必要なロールのアクセス権限についてはRBAC管理のアクセス権限(ページ57)を参照し

てください。

Tanium Core Platform 7.3以前では、すべてのコンピュータグループは管理およびフィルタリングの両方のアクセス権限

を利用します。バージョン7.4以降にアップグレードすると、Tanium Serverはアップグレード前のサーバに存在する各コ

ンピュータグループの管理グループとフィルタグループを自動的に作成します。ただし、アップグレード後に追加する両タ

イプのコンピュータグループについては、自動複製は行われません。

コンピュータ管理グループとフィルタグループ間の相互作用およびそれらの最良の使用方法を理解するには、TaniumのQuestion処理

方法を理解することが重要です。図84は、コンピュータグループとロール割り当てが、ユーザが受け取ってフィルタリングする可能性があ

るどのようなQuestion結果をどう制御するのかについて一例を示しています。この例の場合、ユーザpersonaには拠点オフィスのエンド

ポイントを含むコンピュータ管理グループが割り当てられており、このユーザはそれらのエンドポイントのうちの、PowerShellバージョン2.0

がインストールされているエンドポイント特定するQuestionを発行することができます。ただし、セキュリティ上の理由から、本社のエンド

ポイントは管理グループから外されます。なぜなら、ユーザはこれらのエンドポイントからの情報を表示する権限を持たないからです。

Get Computer Name and PowerShell Version equals 2.0 from all machines with Country Code equals

44というQuestionをユーザが発行します。オンラインのすべてのTanium ClientはQuestionを受信し、以下の順でそのコンポーネントを

処理します。

1. コンピュータグループの管理アクセス権限

各Tanium Clientはまず、Questionを発行するユーザ(persona)に割り当てられているコンピュータ管理グループに自身が属して

いるかどうかを判定します。保有していない場合、クライアントはQuestionをそれ以上処理せず、回答メッセージに回答を追加し

ません。

この例において、英国とフランスの管理グループのクライアントのみ(UK_1～UK_4およびFRA_1～FRA_4)がQuestionの処理を

続行します。WindowsおよびmacOSはフィルタグループであるため、コンテンツセットに割り当てられます(デフォルト )。そのコンテン

ツセットへのアクセス権を提供するロール(euro_admin)をユーザを持っていても、フィルタグループはフィルタリング権限をを付与す

るだけであり、クライアントからの応答を受け取る権限は付与しません。したがって、WindowsおよびmacOSクライアントHQ_

1～HQ4はQuestionの処理を継続しません。その他のWindowsおよびmacOSクライアントは引き続きQuestionを処理します

が、それらはただ、英国およびフランスの管理グループのメンバーでもあるからです。

2. 対象フィルタ(from)句

from句は、Questionの結果が(すべてのマシンからの)すべてのTanium Client、あるいはフィルタリングセンサーを真に評価するクラ

イアントからのみ要求されているかを指定します。オプションとして、IS <computer_group>センサーを使用してフィルタをフィル

タグループに配置することもできます。

この例では、英国のクライアントのみが、国コードが44に等しいすべてのマシンからの対象フィルタ句に一致しており、Questionの処

理を継続します。

3. 選択ステートメント (get)句

このget句は、Tanium ClientがQuestionの回答に向けて実行するセンサーを指定します。選択ステートメントがフィルタを持つ

場合、クライアントはそれを処理しません。Tanium Serverのみが回答受信後に選択ステートメントを処理します。Tanium

Consoleはその後、[Question Results (Questionの結果)]グリッドで回答を表示します。
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この例では、UKのクライアントが選択式ステートメントのセンサーのComputer NameとPowerShell Versionを実行し、その

出力を応答メッセージに追加します。equals 2.0は選択式ステートメントのPowerShell Versionのフィルタであるため、

Tanium ServerはすべてのUKクライアントから応答を受け取った後そのフィルタを処理します。Tanium Consoleは、PowerShell

バージョン2.0がインストールされているUKのクライアントの結果のみを表示します。

この例では、ユーザはWindowsを実行するエンドポイントについてのみ結果を表示する決定をするため、[Computer Group (コンピュー

タグループ)]ドロップダウンリストのWindowsフィルタグループを選択します。Tanium Serverは、対象フィルタ句の[Country Code

equals 44 (国コードは44に等しい)]および[Is Windows (Windowsである)]の両方を使用してQuestionを再発行します。

Tanium Client UK_1とUK_3のみが両方のフィルタに一致するため、Tanium Consoleはその後、これらのクライアントについてのみ結

果を表示します。

図84：コンピュータ管理グループとフィルタグループ

コンピュータグループのメンバーシップ

コンピュータ管理グループまたはフィルタグループを作成する前に、以下のオプションを理解してどのエンドポイントがメンバーであるのかを

定義してください。グループの作成後、そのメンバーシップの定義は変更できません。

動的メンバーシップ

メンバーシップは、is Windows equals trueといったセンサーフィルタ式の結果によって決まります。Tanium Clientはこの式

を処理して、エンドポイントがグループに属しているか否かを判定します。
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手動で定義されたメンバーシップ

メンバーシップは、コンピュータ名またはIPアドレスの手動入力リストに基づいています。Tanium Clientは、Tanium Serverに登

録する時にコンピュータグループの構成情報を取得します。

可能な限り、センサーに基づいてコンピュータグループのメンバーシップを定義してください。ネットワークに対するエンド

ポイントの参加または不参加に応じて、グループのメンバーシップが動的に調整されるのはセンサーに基づくグループだ

けです。たとえば、3つの特別なサーバに[Critical Servers (クリティカルサーバ)]というマニュアルグループを作成したとしま

す。後でクラスタに4番目のサーバを追加する場合、[Critical Servers (クリティカルサーバ)]のメンバーシップを変更する

ことはできません。代わりに、新しいマニュアルコンピュータグループを作成し、ペルソナにそのコンピュータグループを割り

当て、そのコンピュータグループを対象にするアクショングループと保存済みQuestionを再作成する必要があります。よ

り優れたアプローチは、クリティカルと見なすサーバを特定するセンサーに基づいてコンピュータグループを定義して、4台

目のサーバが自動的にメンバーになるようにすることです。

デフォルトのコンピュータグループ

Tanium Serverの新規インストール後にTanium Consoleに初めてサインインすると、サーバは次のコンピュータグループを含むDefault

Computer Groupsを自動的にインポートします。これらはすべて、管理グループとフィルタグループの両方として機能し、Default Filter

Groups (デフォルトフィルタグループ)コンテンツセットに割り当てられます。

Tanium Serverはアップグレード時にこれらのデフォルトのコンピュータグループをインポートしません。

プラット

フォーム

コンピュータグループ名

AIX すべてのAIX

表30：デフォルトのコンピュータグループ
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プラット

フォーム

コンピュータグループ名

Linux l AllAmazon

l AllAmazon Linux2

l すべてのLinux

l すべてのCentOS

l すべてのCentOS8

l すべてのCentOS7

l すべてのCentOS6

l AllOracle

l AllOracle 8

l AllOracle 7

l AllOracle 6

l すべてのRedHat

l すべてのRedHat 8

l すべてのRedHat 7

l すべてのRedHat 6

l AllUbuntu 20

l すべてのUbuntu 19

l すべてのUbuntu 18

l AllUbuntu 16

l AllUbuntu 14

macOS l すべてのMac

l すべてのmacOS10.15

l すべてのmacOS10.14

l すべてのmacOS10.13

Solaris すべてのSolaris

表30：デフォルトのコンピュータグループ (続き)
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プラット

フォーム

コンピュータグループ名

Windows l すべてのWindows

l AllWindowsServers

l すべてのWindowsServer 2019

l すべてのWindowsServer 2016

l すべてのWindowsServer 2012 R2

l すべてのWindowsServer 2012

l すべてのWindowsServer 2008 R2

l すべてのWindowsServer 2008

l すべてのWindowsServer 2003

l すべてのWindowsServer - x86

l すべてのWindowsServer - x64

l すべてのWindowsServer -仮想

l すべてのWindowsServer -物理

l AllWindowsWorkstations (すべてのWindows

ワークステーション)

l すべてのWindowsWorkstation - x86

l すべてのWindowsWorkstation - x64

l すべてのWindowsWorkstation -物理

l すべてのWindowsWorkstation -仮想

l すべてのWindows10

l すべてのWindows10リリース1909

l すべてのWindows10リリース1903

l すべてのWindows10リリース1809

l すべてのWindows10リリース1803

l すべてのWindows10リリース1709

l すべてのWindows10リリース1703

l すべてのWindows10リリース1607

l すべてのWindows10リリース1511

l すべてのWindows8.1

l すべてのWindows8

l すべてのWindows7

l すべてのWindowsXP

表30：デフォルトのコンピュータグループ (続き)
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プラット

フォーム

コンピュータグループ名

その他 l すべてのワークステーション

l すべてのサーバ

l すべてのノートパソコン

l すべての仮想マシン

l すべての物理マシン

表30：デフォルトのコンピュータグループ (続き)

コンピュータグループの詳細を表示する

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Computer Groups (コンピュータグループ)] に移

動します。

[Computer Groups (コンピュータグループ)]グリッドに、コンピュータグループごとに次の属性が表示されます。

設定 説明

名前 コンピュータグループを識別する名前。

タイプ グループにおいてメンバーシップがどのように定義されているかを示します。

1. [Standard (標準 )]：動的メンバーシップ

2. [Manual (マニュアル)]：手動で定義されたメンバーシップ

詳しくはコンピュータグループのメンバーシップ(ページ303)を参照してください。

フィルタ そのグループをフィルタグループとして使用可能であるか(true)、あるいは使用不可能であるか(false)を指定

します。

管理 そのグループのコンピュータ管理グループとしての使用可 /不可 (true/false)を示します。

コンテンツセット (フィルタグループのみ)グループが割り当てられているコンテンツセット。

式 コンピュータグループ内のメンバーシップを定義するために使用されるフィルタ。手動で定義されるメンバーシップ

の場合、値は[Manual List]です。

表31：コンピュータグループの属性

2. (任意) 特定のコンピュータグループを探すには、フィルタを利用します。

1. Filter by text (テキストでフィルタ): コンピュータグループの名前またはメンバーシップ式でグリッドをフィルタリングするに

は、[Filter items (フィルタ項目)]フィールドにテキスト文字列を入力します。
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2. 属性でフィルタ: コンテンツセットの割り当てなどの属性でグリッドをフィルタリングします。[Filters (フィルタ)]セクションを展

開し、[Add (追加)]をクリックして、属性および演算子を選択し、属性値のすべてまたは一部を含むテキスト文字列を

入力して、[Apply (適用)]をクリックします。複数の属性フィルタを追加すると、Boolean AND演算子が適用されます。

属性の指定を終えたら[Apply All (すべて適用)]をクリックしてグリッドをフィルタリングします。

3. グループのメンバーであるエンドポイントを表示するには、グループを選択して [View (表示)]をクリックします。

コンピュータグループを作成する

コンピュータグループを作成するにあたっては、必ず、動的メンバーシップと手動定義のメンバーシップの違いを理解しておいてください

(「コンピュータグループのメンバーシップ(ページ303)」を参照)。以下の手順を実行して、管理グループとしてのみ機能するグループ、ま

たは管理グループとフィルタグループの両方として機能するグループを作成します。

フィルタグループとしてのみ機能するコンピュータグループを作成するにはフィルタグループを作成する(ページ230)を参照

してください。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Computer Groups (コンピュータグループ)] に移

動して、[New Computer Group (新規コンピュータグループ)]をクリックします。

2. [Name (名前)]を入力してグループを指定します。

3. [Additional Options (追加オプション)]の下で、ユーザがこのグループをフィルタグループとして使用可能であるか([Enable (有効

化)])、あるいは使用不可能であるか([Disable (無効化)])を選択します。フィルタグループ機能を有効にするには、コンテンツセッ

トを選択します。フィルタグループを使用する場合、ユーザにはそのコンテンツセットのアクセス権限を指定するロールが必要です。

4. どのエンドポイント がコンピュータグループのメンバーであるかを定義するには：

1. 動的メンバーシップ(ベストプラクティス): メンバーシップフィルタを定義する方法を選択します。

1. Interactの [Explore Data (データを探索)]フィールドのfrom句と同じ構文を使用してフィルタを定義する場合

は、[Filter Bar (フィルタバー)]を選択します。詳しくは、「 [Explore Data (データを探索)]フィールドから

Questionを発行する(ページ128)」を参照してください。

2. Interactの[Question Builder (Questionビルダ)]にある[from computers with (次に該当するコンピュータか

ら)]と同じものを使用してフィルタを定義したい場合、[Filter Builder (フィルタビルダ)]を選択します。詳しくは

Questionビルダを通してQuestionを送信する(ページ130)を参照してください。

2. 手動で定義されたメンバーシップ：[Manual Group (マニュアルグループ)]を選択すると、コンピュータ名またはIPアドレス

のリストを入力できます。コンピュータ名は、Computer Nameセンサーが返す結果に一致する必要があります。短縮形

または別名は使用できません。

5. グループのメンバーであるエンドポイントのリストを確認し、[Save (保存)]をクリックします。

コンピュータグループ管理権限をユーザに提供するには、ユーザアカウント、ユーザグループ、ペルソナにコンピュータグループを割り当て

ます。

l ユーザに対するコンピュータグループ割り当てを管理する(ページ316)

l ユーザグループの管理(ページ326)

l ペルソナに対するコンピュータグループ割り当てを管理する(ページ337)
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コンピュータグループを編集する

コンピュータグループの名前とフィルタ設定は変更することができます。ただし、名前を変更してもコンピュータグループのオブジェクト IDが

変更されるわけではありません。また、グループメンバーシップの定義も変更できません。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Computer Groups (コンピュータグループ)] に移

動します。

2. コンピュータグループを選択し、[View Computer Group (コンピュータグループの表示)]をクリックします。

3. (任意) 新しい[Name (名前)]を入力します。

4. [Additional Options (追加オプション)]の下で、ユーザがこのグループをフィルタグループとして使用可能であるか([Enable (有効

化)])、あるいは使用不可能であるか([Disable (無効化)])を選択します。フィルタグループ機能を[Enable (有効化)]するには、コ

ンテンツセットを選択します。フィルタとしてそのグループを使用する場合、ユーザにはそのコンテンツセットのアクセス権限を指定す

るロールが必要です。

5. [Save (保存)]をクリックします。

コンピュータグループの割り当てを変更するには、ユーザ、ユーザグループ、ペルソナの設定を編集します。

l ユーザに対するコンピュータグループ割り当てを管理する(ページ316)

l ユーザグループの管理(ページ326)

l ペルソナに対するコンピュータグループ割り当てを管理する(ページ337)

コンピュータグループのクローンを作成する

クローン作成は、既存のグループとわずかに異なるメンバーシップフィルタを持つ新しいコンピュータグループが必要な場合に役立ちま

す。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Computer Groups (コンピュータグループ)] に移

動します。

2. コピーするコンピュータグループを選択し、[Clone (クローンの作成)]をクリックします。

3. [Name (名前)]を入力して、新しいコンピュータグループを指定します。

4. [Additional Options (追加オプション)]の下で、ユーザがこのグループをフィルタグループとして使用可能であるか([Enable (有効

化)])、あるいは使用不可能であるか([Disable (無効化)])を選択します。フィルタグループ機能を[Enable (有効化)]するには、コ

ンテンツセットを選択します。フィルタとしてそのグループを使用する場合、ユーザにはそのコンテンツセットのアクセス権限を指定す

るロールが必要です。

5. どのエンドポイント がコンピュータグループのメンバーであるかを定義するには：

1. 動的メンバーシップ(ベストプラクティス): メンバーシップフィルタを定義する方法を選択します。

1. Interactの [Explore Data (データを探索)]フィールドのfrom句と同じ構文を使用してフィルタを定義する場合

は、[Filter Bar (フィルタバー)]を選択します。詳しくは、「 [Explore Data (データを探索)]フィールドから

Questionを発行する(ページ128)」を参照してください。
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2. Interactの[Question Builder (Questionビルダ)]にある[from computers with (次に該当するコンピュータか

ら)]と同じものを使用してフィルタを定義したい場合、[Filter Builder (フィルタビルダ)]を選択します。詳しくは

Questionビルダを通してQuestionを送信する(ページ130)を参照してください。

2. 手動で定義されたメンバーシップ：[Manual Group (マニュアルグループ)]を選択すると、コンピュータ名またはIPアドレス

のリストを入力できます。コンピュータ名は、Computer Nameセンサーが返す結果に一致する必要があります。短縮形

または別名は使用できません。

6. グループのメンバーであるエンドポイントのリストを確認し、[Save (保存)]をクリックします。

コンピュータグループをエクスポート /インポートする

以下の手順は、特定のコンピュータグループまたはすべてのコンピュータグループの設定をエクスポートおよびインポートする方法を説明

しています。

本番環境にコンテンツをインポートする前に、ラボ環境でコンテンツの開発とテストを行ってください。

コンピュータグループをエクスポートする

CSVファイルの形式でコンピュータグループをエクスポートすることで、その形式に対応しているアプリケーションでそれらの設定を表示す

ることができます。ユーザアカウントにExport Content (コンテンツのエクスポート )アクセス権限を持つロールがある場合は、JSONファイ

ルの形式でコンピュータグループをエクスポートすることで別のTanium Serverにインポートすることもできます。Administrator予約ロール

にはそのアクセス権限があります。

コンピュータグループに加えてその他の種類のコンテンツをエクスポートまたはインポートする場合は、「共有サービスとコ

ンテンツを管理する(ページ73)」を参照してください。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Computer Groups (コンピュータグループ)] に移

動します。

2. 特定のコンピュータグループのみをエクスポートするには、グリッドで行を選択します。すべてのコンピュータグループをエクスポートす

る場合、この手順は省略できます。

3. エクスポート をクリックします。

4. (任意)デフォルトのエクスポートファイル名を編集します。

ファイルのサフィックス(.csvまたは.json)は、選択された [形式 ] に基づいて自動的に変更されます。

5. [データのエクスポート ] オプションを選択します。グリッド内のすべてのコンピュータグループ、または選択したグループのみ。

6. ファイルの形式を選択します。JSONまたはCSV。

7. [Export (エクスポート )]をクリックします。

Tanium Serverは、Tanium Consoleへのアクセスに使用されたシステムのDownloadsフォルダにファイルをエクスポートします。
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コンピュータグループをインポートする

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

1. コンテンツファイルにデジタル署名して、署名を検証するための公開鍵があることを確認します。コンテンツファイルの認証を参照

してください。

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

3. [Content (コンテンツ)]セクションまでスクロールし、 [Import Content (コンテンツのインポート )] をクリックします。

4. [Choose File (ファイルを選択)] をクリックして、コンテンツファイルを選択し、[Open (開く)]をクリックします。

5. [Import (インポート )]をクリックします。

ファイル内のオブジェクト名が既存のオブジェクトと同じである場合、Tanium Consoleは競合項目を箇条書きして、各項目の解

決オプションを提供します。

6. 競合項目の解決策を選択する競合およびベストプラクティスのガイダンスを参照してください。

7. もう一度 [Import (インポート )]をクリックして、インポートが終了したら[Close (閉じる)]をクリックします。

コンピュータグループの構成詳細をコピーする

[Computer Groups (コンピュータグループ)]ページの情報をクリップボードにコピーすることで、その情報をメッセージやテキストファイル、

スプレッドシートに貼り付けることができます。グリッドの各行は、コンマで区切られた値の文字列です。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Computer Groups (コンピュータグループ)] に移

動します。

2. 次のいずれかの手順を実行します。

1. 行情報をコピー:行を選択して [Copy (コピー)] をクリックします。

2. セル情報をコピー:セルの上にカーソルを重ねて、[Options (オプション)] をクリックし、[Copy (コピー)] をクリックします。

コンピュータグループを削除する

コンピュータグループの削除は、以下のタスクと考慮事項を伴います。

l ペルソナを介してコンピュータ管理グループを参照する可能性があるユーザおよびユーザグループ設定のためのアカウント。必要

に応じて、これらの設定を変更するための準備をしておきます｡

l アクショングループ、予定済みアクション、保存されたQuestionなどのコンピュータグループを参照する可能性がある他の構成の

ためのアカウント。コンピュータグループを対象とするように構成された予定済みアクションと保存されたQuestionは、コンピュータ

グループIDではなく、作成時にコンピュータグループによって提供された情報にのみ依存するため、引き続きそのコンピュータグ

ループを対象にします。

l エンドポイントは、センサーのフィルタ式またはマニュアルグループIDと一致する限り、引き続き対象を絞ったQuestionを一致検

索します。登録時に取得したマニュアルグループIDは、Tanium Clientの構成から消去されることはないため、マニュアルグルー

プIDに基づく対象を絞ったQuestionも引き続き一致検索されます。

l そうしたコンピュータを対象とする予定済みのアクティビティ(例：スケジュール済みアクションおよび保存済みQuestion)を中止す

るには、対応する設定を無効化、編集、削除する必要があります。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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l [Administration (運用管理)] > [Management (管理)]> [Computer Groups (コンピュータグループ)] ページを使用してコン

ピュータ管理グループを削除すると、そのグループがフィルタグループとしても機能していても、Tanium Serverからそのグループの

すべてのインスタンスが削除されます。ただし、[Content (コンテンツ)] >[Filter Groups (フィルタグループ)]ページを使用して、

管理グループとしても機能しているフィルタグループを削除すると、そのグループはフィルタリングが無効化された管理グループとし

てサーバ上に残ります。

フィルタグループの削除については、「フィルタグループを削除する(ページ233)」を参照してください。

コンピュータ管理グループを削除する準備が整ったら以下の手順を実行します。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [ [Management (管理)] > [Computer Groups (コンピュータグループ)]に移

動します。

2. コンピュータグループを選択し、[Delete Selected (選択を削除)] をクリックして、[OK]をクリックします。

ユーザの管理

ユーザ設定は、ペルソナ、ユーザグループ、コンピュータ管理グループ、ロールをユーザアカウントに関連付けます。Tanium Server上で

ローカルにユーザアカウントを作成することも、あるいはLDAPまたはActive Directory(AD)サーバからユーザアカウントをインポートするこ

ともできます。展開環境でローカルのユーザとインポートのユーザの両方を必要とする場合は、最初にインポートの構成設定をします

(「LDAPサーバとの統合(ページ340)」を参照)。

以下の図は、ユーザと他のTanium RBACコンポーネント間の関係を示しています。

図85：Taniumユーザ
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ユーザの管理に必要なユーザロールのアクセス権限については、「ユーザを管理する(ページ59)」を参照してください。

ユーザ認証

Tanium ConsoleまたはAPIへのアクセス時にユーザを認証するために次の方法を設定できます。

l LDAPサーバ： LDAPサーバとの統合(ページ340)を参照してください。

l SAMLはプロバイダ(IdP)を同定します。SAML IdPとの統合(ページ353)を参照してください。

l Tanium Serverが参加しているドメインのADサーバ。このオプションは、WindowsシステムにインストールされているTanium

Serverでのみ使用できます。

l WindowsシステムにインストールされているTanium Serverにローカルに定義されているアカウントに対するWindows認証。

l Tanium Applianceにローカルに定義されているアカウントに対するローカル認証サービス(「Tanium Appliance展開ガイド：

ローカル認証サービスを設定するを参照)。

l プラガブル認証モジュール(Tanium Applianceのみ)。詳細は、Taniumサポートに問い合わせる(ページ375)を参照してくださ

い。

認証に外部サービスを使用する場合は、ローカル認証に依存するユーザアカウントを少なくとも1つ維持し、そのアカウ

ントにAdministrator予約ロールを割り当てます。外部サービスが使用不可になった場合(LDAPサーバまたはSAML

IdPへの接続がダウンするなど)、このローカルユーザは引き続きTanium Consoleにアクセス可能であり、必要に応じて

外部サービスへの接続を再設定できます。オプションとして、この目的のためにTanium Serverのインストール時に作成

されるデフォルトユーザを使用できます。

デフォルトユーザ

Tanium Serverインストールプロセスは、一部のオペレーティングシステムのルートまたは管理者スーパーユーザと同様のアクセス権限を

持つTanium Consoleユーザアカウントを作成します。この初期ユーザには、All ComputersコンピュータグループとAdministrator予約

ロールが割り当てられるため、ユーザはTanium Core Platformですべてのことを実行できます。ただし、このユーザはルートや管理者の

ような組み込みユーザではないため、このアカウントの変更または削除を行えます。

ユーザ設定を表示する

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Users (ユーザ)] に移動します。

[Users (ユーザ)]グリッドには、ユーザの名前や割り当てられているコンピュータグループの数などの、各ユーザの基本属性が表示

されます。ただし、割り当てられている特定のユーザグループ、コンピュータグループ、ペルソナ、ロール(およびアクセス権限)を表

示するには、特定のユーザの構成を表示する必要があります。

削除したユーザを表示するには、[Users (ユーザ)] トグルを [All (すべて)]に切り替えます(デフォルトはActive (アク

ティブ)ユーザのみ)。[Status (ステータス)]列には、有効なまたは削除済みユーザが示されます。

https://docs.tanium.com/appliance/appliance/user_administration_menu.html#local_auth
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/user_administration_menu.html#local_auth
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2. (任意) 特定のユーザを探すには、フィルタを利用します。

1. Filter by text (テキストでフィルタ):ユーザ名、表示名、またはドメイン名でグリッドをフィルタリングするには、[Filter items

(フィルタ項目)]フィールドにテキスト文字列を入力します。

2. Filter by attribute (属性でフィルタ):割り当てられているコンピュータグループ数などの属性でグリッドをフィルタリングしま

す。 [Filters (フィルタ)]セクションを展開し、[Add (追加)]をクリックします。続けて、属性と演算子を選択し、属性値の

すべてまたは一部を含むテキスト文字列を入力して、[Apply (適用)]をクリックします。複数の属性フィルタを追加する

と、Boolean AND演算子が適用されます。属性の指定を終えたら[Apply All (すべて適用)]をクリックしてグリッドをフィル

タリングします。

3. (任意)ユーザに割り当てられているユーザグループ、コンピュータグループ、ペルソナ、ロール、およびアクセス権限を表示するに

は、ユーザを選択して、[View User (ユーザの表示)]をクリックします。

ユーザを作成する

ユーザ設定を作成する場合、デフォルトでは、ユーザ設定に、コンピュータ管理グループ、代替ペルソナ、ユーザグループ、ロールは、そ

れらが割り当てられるまでは含まれていません。何のロールも持たないユーザはTanium Consoleにサインインすることはできますが、機

能にアクセスすることはできません。LDAPサーバからインポートするユーザアカウントに対して構成は作成しないでください(「LDAPサー

バとの統合(ページ340)」を参照)。

ユーザの認証方法については、「ユーザ認証(ページ313)」を参照してください。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [User (ユーザ)]に移動し、[New User (新規ユー

ザ)]をクリックします。

2. 次のいずれかです。

1. Tanium Serverでローカルに定義されているユーザアカウント。

2. (Windows展開環境のみ) ADのアカウント名。ドメイン名ではなくユーザ名のみを指定します。Tanium Serverは

Windows認証を使用し、ユーザのサインイン認証情報を保存および管理しません。

3. [Save (保存)]をクリックして、ユーザを作成します。

4. 次のセクションで説明するように、ユーザプロパティを追加して、コンピュータグループとユーザグループ、ロール、ペルソナをユーザ

に割り当てます。

5. (Tanium Appliance展開環境のみ) 『Tanium Appliance展開ガイド :』の説明に従って、Applianceでローカルの認証サービスと

ユーザアカウントを構成設定します。ローカル認証サービスを設定するを参照してください。

ユーザの詳細を編集する

必要に応じて、各ユーザについて、フルネームや組織、Eメールアドレス、電話番号などのユーザの詳細を名前 /値ペアの形式で設定

することできます。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] >[Management (管理)] > [Users (ユーザ)]をクリックし、ユーザを選択して

[[View User (ユーザの表示)]をクリックします。

2. プロパティをクリックします。

https://docs.tanium.com/appliance/appliance/user_administration_menu.html#local_auth
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/user_administration_menu.html#local_auth
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3. [Add Property (プロパティの追加)]をクリックして、コントロールを使用して名前 /値ペアを追加し、[Save (保存)]をクリックしま

す。

ユーザに対するロール割り当てを管理する

ユーザのデフォルトのペルソナに対するロール割り当てを更新するには、次の手順を実行します。代替ペルソナを介してロールを設定す

るには、ペルソナ設定を編集し(ペルソナに対するロール割り当てを管理する(ページ337)を参照)、ユーザにそのペルソナを割り当てます

(ユーザに対するペルソナ割り当てを管理する(ページ317)を参照)。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [User (ユーザ)]に移動し、[View User (ユーザの

表示)]をクリックします。

2. [Roles and Effective Permissions (ロールと実効アクセス権限)]セクションで [Manage (管理)]をクリックします。

3. [Grant Roles (権限付与ロール)]と [Deny Roles (権限拒否ロール)]セクションで、[Edit (編集)]をクリックし、ロールを選択また

は選択解除して、[Save (保存)]をクリックします。

4. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]をクリックして、変更の影響を確認し、[Save (保存)]をクリックしま

す。

ユーザに対するユーザグループ割り当てを管理する

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [User (ユーザ)]に移動し、[View User (ユーザの

表示)]をクリックします。

2. [User Groups (ユーザグループ)]セクションにおいて、[Manage (管理)]および[Edit (編集)]をクリックします。

3. ユーザグループを選択または選択解除して、[Save (保存)]をクリックします。
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4. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]をクリックして、変更の影響を確認し、[Save (保存)]をクリックしま

す。

ユーザに対するコンピュータグループ割り当てを管理する

ユーザのデフォルトのペルソナに対するコンピュータ管理グループ割り当てを更新するには、次の手順を実行します。代替ペルソナを使

用して割り当てを構成するには、ペルソナを構成し(「ペルソナを作成する(ページ336)」を参照)、そのペルソナをユーザに割り当てます

(「ユーザに対するペルソナ割り当てを管理する(ページ317)」を参照)。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Users (ユーザ)]に移動します。

2. ユーザを選択し、[View User (ユーザの表示)]をクリックします。

3. [Computer Groups (コンピュータグループ)]セクションにおいて、[Manage (管理)]と[Edit (編集)]をクリックします。

4. 選択した管理権限を指定し、コンピュータ管理グループを選択または選択解除して、[Save (保存)]をクリックします。

選択は、論理的に結合されます。[All Computers (すべてのコンピュータ)]と[No Computers (コンピュータなし)]

の結合は、実質的に[All Computers (すべてのコンピュータ)]になります。セキュリティ上の考慮事項に関係なく、

ユーザがすべてのコンピュータグループにわたってすべてのエンドポイントに関するQuestionを実行できるようにする

場合を除き、[Unrestricted Management Rights (無制限の管理権限)]を選択しないことを、Taniumは強く

推奨します。
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5. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]をクリックして、変更の影響を確認し、[Save (保存)]をクリックしま

す。

ユーザに対するペルソナ割り当てを管理する

Tanium Serverは、新規ユーザアカウントにデフォルトのペルソナを自動的に割り当てます。また、Tanium Core Platform 7.4以降への

アップグレード後の場合は、アップグレード前の既存のグループにも自動的にデフォルトのペルソナを割り当てます。Administrator予約

ロールを持つユーザは、以下の手順で代替ペルソナの割り当てを手動で更新する必要があります。ペルソナについて詳しくはペルソナ

の管理(ページ334)を参照してください。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Users (ユーザ)]に移動します。

2. ユーザを選択し、[View User Group (ユーザグループの表示)]をクリックします。

3. [Alternative Personas (代替ペルソナ)]と[Manage (管理)]をクリックします。

4. ペルソナを選択または選択解除して、[Save (保存)]をクリックします。
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ユーザに対する実行アクセス権限を表示する

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] >[Management (管理)] > [Users (ユーザ)]をクリックし、ユーザを選択して

[[View User (ユーザの表示)]をクリックします。

2. ロールとアクセス権限、コンテンツセットの割り当てと継承を確認します。詳しくは、有効なロールのアクセス権限(ページ286)」を

参照してください。

ユーザを削除、復元、ロックアウトする

従業員が組織を退職する場合、Taniumシステムへのアクセスをロックダウンするための次のオプションがあります。
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l ユーザにすべて拒否ロールを割り当てる。ユーザは引き続きTanium Consoleにサインインできますが、コンソール機能へのアク

セスはできなくなります｡ [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] >  [Users (ユーザ)]ページで、Deny All (すべ

て拒否)ロールを持つユーザのユーザ名がグレーで表示されます。

l 手動で作成したユーザの場合は、Tanium Console設定を削除する。

l Tanium Consoleユーザ設定に関連付けられているADまたはLDAPユーザアカウントを無効にするか、そのアカウントが管理者

エイリアスアカウントの場合はパスワードを変更します。そのユーザがTanium ServerによってLDAPサーバ経由でインポートされ

たユーザの場合は、LDAPサーバ上でそのユーザの詳細を変更し、磁化移動記事にTaniumサーバがユーザを再びインポート

しないようにすることは重要です。

ユーザを削除する際の考慮事項

ユーザを削除すると、スケジュールされたアクティビティは以下の影響を受けます。

l ユーザに関連付けられているプラグインのスケジュールの実行は継続します。

l ユーザに関連付けられている保存されたQuestionの実行は継続します。

l ユーザに関連付けられている予定済みアクションの実行は停止します。

ユーザを削除すると、そのユーザが所有しているコンテンツを削除したり、有効なユーザに所有権を移行したりできます。「非有効ユー

ザのコンテンツを削除、無効化、所有権移行する」を参照してください。

ロックアウトされたユーザ

Tanium Serverは、 LDAP 同期データによって関連するLDAP アカウントが無効化されるかデータが消失した場合、LDAP サーバから

インポートされたユーザをロックアウトとして指定します。ロックアウトステータス中、ユーザはサインインできませんが、ユーザが所有するス

ケジュール済みコンテンツは引き続き実行されます。

[Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Users (ユーザ)]ページには、ユーザのLocked out (ロックアウト )ステータス

が表示されます。

l ロックアウト -無効： 前回のLDAP同期で返されたデータによれば、アカウントは無効になっています。社員をオフボーディングす

るときのベストプラクティスは、関連レコードを削除しなくてもよいように、LDAPアカウントを削除するのではなく、LDAPアカウント

を無効にすることです。

l ロックアウト -不明： 前回のLDAP同期で、ユーザに関するデータは返されませんでした。ユーザがLDAPサーバから削除された

場合、またはLDAPサーバが使用するフィルタ式に一致しない場合は、そのユーザのデータが消失していることがあります。

ロックアウトされたユーザの管理に関する組織のポリシーを確認してください。1つの選択肢は、ユーザを削除して、そのユーザが所有し

たいたコンテンツを別のユーザに移行することです。「非有効ユーザのコンテンツを削除、無効化、所有権移行する」を参照してくださ

い。
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ユーザを削除する

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Managment (管理)] > [Users (ユーザ)] に移動し、ユーザを選択します。

2. [Delete (削除)]をクリックします。

削除したユーザを表示するには、[Users (ユーザ)] トグルを [All (すべて)]に切り替えます(デフォルトはActive (アク

ティブ)ユーザのみ)。[Status (ステータス)]列には、有効なまたは削除済みユーザが示されます。

削除したユーザが所有していたコンテンツの所有権移行、無効化、または削除については、「非有効ユーザのコンテンツを削除または

所有権を移行する(ページ322)」を参照してください。

ユーザの削除を取り消す

デフォルトでは、Taniumセッション中にユーザが作成したコンテンツの所有者は、そのセッション用にユーザが選択したペルソナです。コ

ンテンツを所有しているユーザの削除を取り消すと、そのコンテンツを削除、再有効化したり所有権移行したりできます。

コンテンツの所有権を移行する場合、新しい所有者が、ロールのアクセス権限とコンピュータ管理グループ割り当てに

関して削除したユーザと対等である必要はありません。ただし、対等でないユーザにスケジュール済みアクションと保存

済みQuestionの所有権を移行すると、意図しない結果を生じる場合があります。たとえば、対等でないユーザにスケ

ジュール済みアクションを移行すると、移行後にそれらアクションはすべて無効になります。所有権を移行するにあたって

は、削除したユーザと新しい所有者のコンピュータ管理グループ割り当てを比較して、移行後にアクションとQuestionを

受け取るエンドポイントを把握しておいてください。ユーザのコンピュータグループ割り当てを表示するには、メインメ

ニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Users (ユーザ)]に移動し、ユーザを選択して、

[View User (ユーザの表示)]をクリックします。

1人ずつユーザの削除を取り消す:

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Users (ユーザ)]に移動します。

2. [Users (ユーザ)] トグルを [All (すべて)]に切り替えます(デフォルトはActive (有効)ユーザのみ)。

[Status (ステータス)]列には、有効なまたは削除済みユーザが示されます。

3. 削除したユーザの行を選択し、[Undelete User (ユーザ削除の取り消し)]をクリックして、操作を確定します。

4. ユーザがコンテンツを所有していた場合は、コンテンツを処理するオプションの選択を求めるプロンプトが表示されます。
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1. コンテンツをパージする：ユーザが必要としないコンテンツを削除します。

2. コンテンツを移行させる：別のユーザに所有権を転送します。[Reactivate (再有効化)]をクリックすると、移行のワークフ

ローが開始されます。

3. そのまま再アクティブ化する：削除の取り消し対象のユーザをコンテンツ所有者として維持します。

5. [Reactivate (再有効化)]をクリックします。

[Purge content (コンテンツのパージ)]または [Reactivate as is (現状のまま再有効化)]を選択した場合、Tanium Serverはア

クションを自動的に実行します。このため、残りの手順は省略できます。

[Merge content (コンテンツを移行)]を選択すると、[Manage Content (コンテンツの管理)]ダイアログが開き、残りの手順を実

行するように求められます。

6. 削除を取り消したユーザのコンテンツを処理するためのオプションを選択します。

1. Delete Selected Content (選択コンテンツを削除):ユーザが必要としないコンテンツを削除します。

2. Transfer Selected Content to Matching User (選択コンテンツを対等のユーザに移行)。削除を取り消したユーザと

同じロールとコンピュータ管理グループ割り当てを持つユーザ(ペルソナ)に、必要とされているコンテンツの所有権を移行

します。新しい所有者のユーザ名を選択します。代替ペルソナに属するコンテンツを移行する場合は、新しい所有者の

対等のペルソナも選択します。

3. Transfer Selected Content to Administrator (選択コンテンツを管理者に移行):削除を取り消したユーザとコンピュー

タグループおよびロール割り当てが一致するかどうかに関係なく、Administrator予約ロールを持つ任意のユーザに、必

要とされているコンテンツの所有権を移行します。新しい所有者のユーザ名を選択します。代替ペルソナに属するコンテ

ンツの所有権を移行する場合は、新しい所有者のペルソナも選択します。

4. Transfer Selected Content to Any User (選択コンテンツを任意のユーザに移行):削除を取り消したユーザとコン

ピュータグループおよびロール割り当てが一致するかどうかに関係なく、任意のユーザに、必要とされているコンテンツの

所有権を移行します。新しい所有者のユーザ名を選択します。代替ペルソナに属するコンテンツの所有権を移行する

場合は、新しい所有者のペルソナも選択します。
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7. [Select Content (コンテンツの選択)]セクションで、移行または削除するコンテンツを確認して選択し、[Confirm (確定)]をクリッ

クします。

非有効ユーザのコンテンツを削除または所有権を移行する

[Manage Non-Active User Content (非有効ユーザのコンテンツの管理)] ページには、削除されているか、ロックアウトされていて、コ

ンテンツを所有するユーザが一覧表示されます。このページを使用して、そのコンテンツを削除、無効化したり、所有権移行したりする

ことができます。Taniumセッション中にユーザが作成したコンテンツの所有者は、そのセッション用にユーザが選択したデフォルトまたは

代替ペルソナです。非有効ユーザのペルソナから1人または複数の有効なユーザのペルソナに所有権を移行することができます。削除

または移行のアクションは、1つずつ実行する必要があります。非有効ユーザのすべてのコンテンツを処理するのに必要な回数分、この

操作を繰り返します。

コンテンツの所有権を移行する場合、新しい所有者が、ロールの権限とコンピュータ管理グループ割り当てに関して削

除したユーザと対等である必要はありません。ただし、対等でないユーザにスケジュール済みアクションと保存済み

Questionの所有権を移行すると、意図しない結果を生じる場合があります。たとえば、対等でないユーザにスケジュー

ル済みアクションを移行すると、移行後にそれらアクションはすべて無効になります。所有権を移行するにあたっては、非

有効ユーザと新しい所有者のコンピュータ管理グループ割り当てを比較して、移行後にアクションとQuestionを受け取

るエンドポイントを把握しておいてください。ユーザのコンピュータグループ割り当てを表示するには、メインメニューから

[Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Users (ユーザ)]に移動し、ユーザを選択して、[View

User (ユーザの表示)]をクリックします。

非有効ユーザが所有していたコンテンツを削除、無効化、または所有権移行するには、以下の手順を実行します。
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1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Content Alignment (コンテンツの配置)] > 

[Manage Non-Active User Content (非有効ユーザコンテンツの管理)]に移動します。

2. ユーザ(ペルソナ)の行を選択し、[Manage Content (コンテンツの管理)]

をクリックします。

3. コンテンツを管理するオプションを選択します。

1. Delete Selected Content (選択コンテンツを削除):非有効ユーザが所有しており、他のユーザが必要としないコンテン

ツを削除します。

2. Disable Selected Scheduled Content (選択のスケジュール済みコンテンツを無効化):再実行間隔が設定された保

存済みQuestion、スケジュール済みアクション、あるいは非有効ユーザのコンテキストで実行されるプラグインスケジュー

ルなど、スケジュールに従って繰り返されるアクティビティを無効します。

3. Transfer Selected Content to Matching User (選択コンテンツを対等のユーザに移行):非有効ユーザと同じロール

とコンピュータ管理グループ割り当てを持つユーザに、必要されてているコンテンツの所有権を移行します。新しい所有

者のユーザ名を選択します。代替ペルソナに属するコンテンツを移行する場合は、新しい所有者の対等のペルソナも

選択します。
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4. Transfer Selected Content to Administrator (選択コンテンツを管理者に移行):非有効ユーザとコンピュータグループ

およびロール割り当てが一致するかどうかに関係なく、Administrator予約ロールを持つ任意のユーザに、必要とされてい

るコンテンツの所有権を移行します。新しい所有者のユーザ名を選択します。代替ペルソナに属するコンテンツの所有

権を移行する場合は、新しい所有者のペルソナも選択します。

5. Transfer Selected Content to Any User (選択コンテンツを任意のユーザに移行):非有効ユーザとコンピュータグルー

プおよびロール割り当てが一致するかどうかに関係なく、任意のユーザに、必要とされているコンテンツの所有権を移行

します。新しい所有者のユーザ名を選択します。代替ペルソナに属するコンテンツの所有権を移行する場合は、新しい

所有者のペルソナも選択します。

4. [Select Content (コンテンツの選択)]セクションで、削除、無効化、または移行するコンテンツを確認して選択します。

5. [Confirm (確認)]をクリックします。

ユーザを削除すると、ユーザによって作成されたTanium Connectのスケジュール済みジョブなど、ユーザに関連付けら

れているTaniumモジュールのタスクが実行されなくなることがあります。その場合は、モジュールのワークベンチに移動し

て、設定を更新します。たとえば、Connectワークベンチに移動して接続を開いて、[Take Ownership (所有権を取

得)]をクリックして、サインインに使用したユーザアカウントにスケジュール済み接続の所有権を移行します。

ローカルユーザのアクセス権を無効 /有効にする

デフォルトでは、アカウントがTanium ServerにローカルであるユーザはTanium Consoleにアクセスできます。ただし、 LDAPサーバまた

はSAML IdPといった外部認証サービスに移行し、すべてのユーザアクセスをそのサービス経由で行いたい場合、ローカル認証を無効化

します。

TANIUM APPLIANCEのローカルユーザ

Tanium ApplianceにローカルであるユーザアカウントのTanium Consoleアクセスを無効化または再有効化するには、Tanium

Appliance展開ガイド：ローカル認証サービスを設定するを参照してください。

WINDOWSサーバ上のローカルユーザを参照してください。

WindowsサーバにインストールされているTanium ServerにローカルであるユーザアカウントのTanium Consoleアクセスを無効化または

再有効化するには、次の手順を実行します。

https://docs.tanium.com/appliance/appliance/user_administration_menu.html#local_auth
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/user_administration_menu.html#local_auth
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ローカルアカウントのサインインを無効にした後で、リモート認証サービスが機能停止した場合は(LDAPサーバあるいは

SAML IdPとの接続がダウンするなど)、デフォルトユーザを含めて、ユーザはTanium Consoleにはアクセスできなくなり

ます。そのような場合は、Tanium ServerのインストールフォルダからCLIを使用して次のコマンドを実行することで、ロー

カル認証を再度有効にする必要があります。

TaniumReceiver global-settings set soap_enable_local_auth 1

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Global Settings (グローバル設定)]に移動しま

す。

2. グリッドでsoap_enable_local_authを選択し、[Selected System Setting (選択システム設定)]ペインで [Edit (編集)]をクリッ

クします。

3. [Setting Value (設定値)]で、ローカル認証を無効にする場合は0、有効にする場合は1を入力して、[Save (保存)]をクリックし

ます。

ユーザ構成をエクスポート /インポートする

以降の手順では、特定のユーザまたはすべてのユーザの設定をエクスポートおよびインポートする方法を説明します。

本番環境にコンテンツをインポートする前に、ラボ環境でコンテンツの開発とテストを行ってください。

ユーザ設定をエクスポートする

CSVファイルの形式でユーザ設定をエクスポートすることで、その形式をサポートするアプリケーションでその設定を表示することができま

す。Administrator予約ロールを持っている場合は、JSONファイルの形式でユーザ構成をエクスポートすることで別のTanium Serverに

インポートすることもできます。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Users (ユーザ)] に移動します。

2. 特定のユーザ設定のみをエクスポートするには、グリッドで行を選択します。すべてのユーザ構成をエクスポートする場合、この手

順は省略できます。

3. エクスポート をクリックします。

4. (任意)デフォルトのエクスポートファイル名を編集します。

ファイルのサフィックス(.csvまたは.json)は、選択された [形式 ] に基づいて自動的に変更されます。

5. [データのエクスポート ] オプションを選択します。グリッド内のすべてのユーザ構成、または選択ユーザ設定のみ。

6. ファイルの形式を選択します。JSON (Administrator予約ロールのみ)またはCSV。

7. [Export (エクスポート )]をクリックします。

Tanium Serverは、Tanium Consoleへのアクセスに使用されたシステムのDownloadsフォルダにファイルをエクスポートします。

ユーザ設定をインポートする

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_users.html#Default_user
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1. コンテンツファイルにデジタル署名して、署名を検証するための公開鍵があることを確認します。コンテンツファイルの認証を参照

してください。

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

3. [Content (コンテンツ)]セクションまでスクロールし、 [Import Content (コンテンツのインポート )] をクリックします。

4. [Choose File (ファイルを選択)] をクリックして、コンテンツファイルを選択し、[Open (開く)]をクリックします。

5. [Import (インポート )]をクリックします。

ファイル内のオブジェクト名が既存のオブジェクトと同じである場合、Tanium Consoleは競合項目を箇条書きして、各項目の解

決オプションを提供します。

6. 競合項目の解決策を選択する競合およびベストプラクティスのガイダンスを参照してください。

7. もう一度 [Import (インポート )]をクリックして、インポートが終了したら[Close (閉じる)]をクリックします。

ユーザ設定の詳細をコピーする

[User (ユーザ)]ページのグリッドから設定の詳細をクリップボードにコピーすることで、メッセージやテキストファイル、スプレッドシートに貼

り付けることができます。グリッドの各行は、コンマで区切られた値の文字列です。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [Users (ユーザ)] に移動します。

2. 次のいずれかの手順を実行します。

1. 行情報をコピー:行を選択して [Copy (コピー)] をクリックします。

2. セル情報をコピー:セルの上にカーソルを重ねて、[Options (オプション)] をクリックし、[Copy (コピー)] をクリックします。

ユーザグループの管理

ユーザグループ設定は、ペルソナとユーザ、コンピュータ管理グループ、ロールをユーザグループに関連付けます。Tanium Server上で

ローカルにユーザグループを作成するか、LDAPまたはActive Directory(AD)サーバからそれらをインポートできます。展開環境でローカ

ルのグループとインポートのグループの両方を必要とする場合は、最初にインポートの構成設定をします(「LDAPサーバとの統合(ペー

ジ340)」を参照)。

以下の図は、ユーザグループとその他のTanium RBACコンポーネント間の関係を示しています。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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図86：Taniumユーザグループ

ユーザグループの管理に必要なユーザロールのアクセス権限についてはRBAC管理のアクセス権限(ページ57)を参照

してください。

ユーザグループの詳細を表示する

1. メインメニューから、[Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [User Groups (ユーザグループ)] に移動します。

[User Groups (ユーザグループ)]グリッドには、グループの名前や割り当てられているコンピュータグループ数とユーザ数などの、各

ユーザグループの基本属性が表示されます。

2. (任意) 特定のユーザグループを探すには、フィルタを利用します。

1. Filter by text (テキストでフィルタ):ユーザグループ名でグリッドをフィルタリングするには、[Filter items (フィルタ項目)]

フィールドにテキスト文字列を入力します。

2. Filter by attribute (属性でフィルタ): 割り当てられているコンピュータグループ数などの1つ以上の属性でグリッドをフィル

タリングします。 [Filters (フィルタ)]セクションを展開し、[Add (追加)]をクリックします。続けて、属性と演算子を選択

し、属性値のすべてまたは一部を含むテキスト文字列を入力して、[Apply (適用)]をクリックします。複数の属性フィルタ

を追加すると、Boolean AND演算子が適用されます。属性の指定を終えたら[Apply All (すべて適用)]をクリックしてグ

リッドをフィルタリングします。

3. ユーザグループに割り当てられているユーザ、コンピュータグループ、ペルソナ、ロール、およびアクセス権限を表示するには、をク

リックをクリックユーザグループを選択して、[View User Group (ユーザグループの表示)]をクリックします。
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ユーザグループを作成する

Tanium Serverにローカルであるユーザグループを設定するには次の手順を実行します。LDAPサーバからインポートするグループの設

定を作成しないでください(詳しくは、LDAPサーバとの統合(ページ340)を参照してください)。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] >  [Management (管理)] >  [User Groups (ユーザグループ)]に移動します。

2. [New User Group (新規ユーザグループ)]をクリックし、ユーザグループ名を指定して、[Save (保存)]をクリックします。

3. ロールとユーザ、コンピュータグループ、ペルソナをユーザグループに割り当てます。

1. ユーザグループに対するロール割り当てを管理する(ページ328)

2. ユーザグループに対するユーザ割り当てを管理する(ページ329)

3. ユーザグループに対するコンピュータグループ割り当てを管理する(ページ329)

4. ユーザグループに対するペルソナ割り当てを管理する(ページ330)

ユーザグループを編集する

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] >  [Management (管理)] >  [User Groups (ユーザグループ)]に移動します。

2. ユーザグループを選択し、[View User Group (ユーザグループの表示)]をクリックします。

3. RBACの割り当てを編集します。

1. ユーザグループに対するロール割り当てを管理する(ページ328)

2. ユーザグループに対するユーザ割り当てを管理する(ページ329)

3. ユーザグループに対するコンピュータグループ割り当てを管理する(ページ329)

4. ユーザグループに対するペルソナ割り当てを管理する(ページ330)

4. 変更内容による影響を確認して、[Save (保存)]をクリックします。

ユーザグループに対するロール割り当てを管理する

ユーザグループのデフォルトのペルソナに対するロール割り当てを更新するには、次の手順を実行します。代替ペルソナを介してロール

を設定するには、ペルソナの設定を編集し(ペルソナに対するロール割り当てを管理する(ページ337)を参照)、そのペルソナをユーザグ

ループに割り当てます(ユーザグループに対するペルソナ割り当てを管理する(ページ330)を参照)。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] >  [Management (管理)] >  [User Groups (ユーザグループ)]に移動します。

2. ユーザグループを選択し、[View User Group (ユーザグループの表示)]をクリックします。

3. [Edit Roles (ロールの編集)]をクリックします。

4. [Grant Roles (権限付与ロール)] セクションで、[Edit (編集)] をクリックし、ロールを選択または選択解除して、[Save (保存)]を

クリックします。

5. [Deny Roles (権限拒否ロール)] セクションで、[Edit (編集)] をクリックし、ロールを選択または選択解除して、[Save (保存)]を

クリックします。
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6. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]をクリックして、変更の影響を確認し、[SaSave (保存)]をクリックしま

す。

ユーザグループに対するユーザ割り当てを管理する

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] >  [Management (管理)] >  [User Groups (ユーザグループ)]に移動します。

2. ユーザグループを選択し、[View User Group (ユーザグループの表示)]をクリックします。

3. [Manage Users (ユーザの管理)]、[Edit (編集)]をクリックして、ユーザを選択または選択解除して、[Save (保存)]をクリックしま

す。

4. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]をクリックして、変更の影響を確認し、[Save (保存)]をクリックしま

す。

ユーザグループに対するコンピュータグループ割り当てを管理する

ユーザグループのデフォルトのペルソナに対するコンピュータ管理グループ割り当てを構成するには、次の手順を実行します。代替ペル

ソナを使用して割り当てを構成するには、ペルソナを構成し(「ペルソナを作成する(ページ336)」を参照)、そのペルソナをユーザグルー

プに割り当てます(「ユーザグループに対するペルソナ割り当てを管理する(ページ330)」を参照)。
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1. メインメニューから [Administration (運用管理)] >  [Management (管理)] >  [User Groups (ユーザグループ)]に移動します。

2. ユーザグループを選択し、[View User Group (ユーザグループの表示)]をクリックします。

3. [Computer Groups (コンピュータグループ)]セクションにおいて、[Manage (管理)]と[Edit (編集)]をクリックします。

4. 項目を選択または選択解除して、[Save (保存)]をクリックします。

ユーザがこの構成からコンピュータグループを継承しないようにするには、[No Management Rights Assigned

(管理権限の割り当てなし)]を指定します。そうでない場合は、[Selected Management Rights (選択された管

理権)]を指定して、ユーザがこの構成から継承できるコンピュータグループを選択します。

5. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]をクリックして、変更の影響を確認し、[Save (保存)]をクリックしま

す。

ユーザグループに対するペルソナ割り当てを管理する

Tanium Serverは、新規ユーザグループにデフォルトのペルソナを自動で割り当てます。また、Tanium Server 7.4以降へのアップグレー

ドを行う場合は、アップグレード前の既存のグループにも自動的にデフォルトのペルソナを割り当てます。Administrator予約ロールを持

つユーザは、以下の手順で代替ペルソナの割り当てを手動で更新する必要があります。

代替ペルソナは、そのペルソナが割り当てられているユーザグループのアクセス権限を継承しません。詳細は、「ペルソ

ナの概要(ページ334)」を参照してください。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] >  [Management (管理)] >  [User Groups (ユーザグループ)]に移動します。

2. ユーザグループを選択し、[View User Group (ユーザグループの表示)]をクリックします。

3. [Alternative Personas (代替ペルソナ)]と[Manage (管理)]をクリックします。

4. ペルソナを選択または選択解除して、[Save (保存)]をクリックします。
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ユーザグループを削除する

ユーザグループ設定を削除すると、ユーザはそのユーザグループ設定のペルソナ、コンピュータ管理グループ、ロールを継承しなくなりま

す。

ユーザグループを削除するにあたっては、次のことを行ってください。

1. ユーザグループからペルソナとユーザの割り当てを削除します。手順については、「ユーザグループに対するユーザ

割り当てを管理する(ページ329)」と「ユーザグループに対するペルソナ割り当てを管理する(ページ330)」を参照

してください。

2. ユーザグループからペルソナとユーザの割り当てを削除することが、ユーザの有効なアクセス権限に与える影響を

確認します。手順についてはユーザグループの実効アクセス権限を表示する(ページ332)を参照してください。

以下の手順でユーザグループを削除します。

1. メインメニューから、[Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [User Groups (ユーザグループ)] に移動します。

2. グループを選択し、[Delete Selected (選択を削除)] をクリックして、[Confirm (確定)]をクリックします。
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ユーザグループの実効アクセス権限を表示する

1. メインメニューから、[Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [User Groups (ユーザグループ)] に移動します。

2. をクリックをクリックし、ユーザグループを選択して [View User Group (ユーザグループの表示)]をクリックします。

3. ロールとアクセス権限、コンテンツセットを確認します。詳しくは有効なロールのアクセス権限(ページ286)を参照してください。

ユーザグループ構成をエクスポート /インポートする

以降の手順では、特定のユーザグループまたはすべてのユーザグループの設定をエクスポートおよびインポートする方法を説明しま

す。

本番環境にコンテンツをインポートする前に、ラボ環境でコンテンツの開発とテストを行ってください。
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ユーザグループ設定をエクスポートする

CSVファイルの形式でユーザグループ設定をエクスポートすることで、その形式をサポートするアプリケーションでその設定を表示すること

ができます。Administrator予約ロールを持っている場合は、JSONファイルの形式でユーザグループ構成をエクスポートすることで別の

Tanium Serverにインポートすることもできます。

1. メインメニューから、[Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [User Groups (ユーザグループ)] に移動します。

2. 特定のユーザグループ設定のみをエクスポートするには、グリッドで行を選択します。すべてのユーザグループ設定をエクスポート

する場合は、この手順は省略できます。

3. エクスポート をクリックします。

4. (任意)デフォルトのエクスポートファイル名を編集します。

ファイルのサフィックス(.csvまたは.json)は、選択された [形式 ] に基づいて自動的に変更されます。

5. [データのエクスポート ] オプションを選択します。グリッド内のすべてのユーザグループ設定、または選択ユーザグループ設定のみ。

6. ファイルの形式を選択します。JSON (Administrator予約ロールのみ)またはCSV。

7. [Export (エクスポート )]をクリックします。

Tanium Serverは、Tanium Consoleへのアクセスに使用されたシステムのDownloadsフォルダにファイルをエクスポートします。

ユーザグループ設定をインポートする

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

1. コンテンツファイルにデジタル署名して、署名を検証するための公開鍵があることを確認します。コンテンツファイルの認証を参照

してください。

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

3. [Content (コンテンツ)]セクションまでスクロールし、 [Import Content (コンテンツのインポート )] をクリックします。

4. [Choose File (ファイルを選択)] をクリックして、コンテンツファイルを選択し、[Open (開く)]をクリックします。

5. [Import (インポート )]をクリックします。

ファイル内のオブジェクト名が既存のオブジェクトと同じである場合、Tanium Consoleは競合項目を箇条書きして、各項目の解

決オプションを提供します。

6. 競合項目の解決策を選択する競合およびベストプラクティスのガイダンスを参照してください。

7. もう一度 [Import (インポート )]をクリックして、インポートが終了したら[Close (閉じる)]をクリックします。

ユーザグループ設定詳細をコピーする

[User Groups (ユーザグループ)]ページのグリッドから構成の詳細をクリップボードにコピーすることで、メッセージやテキストファイル、スプ

レッドシートに貼り付けることができます。グリッドの各行は、コンマで区切られた値の文字列です。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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1. メインメニューから、[Administration (運用管理)] > [Management (管理)] > [User Groups (ユーザグループ)] に移動します。

2. 次のいずれかの手順を実行します。

1. 行情報をコピー:行を選択して [Copy (コピー)] をクリックします。

2. セル情報をコピー:セルの上にカーソルを重ねて、[Options (オプション)] をクリックし、[Copy (コピー)] をクリックします。

ペルソナの管理

ペルソナの概要

ペルソナは、Taniumセッション向けにユーザが選択する一連のロールおよびコンピュータグループです。ユーザアカウントに複数のペルソ

ナを割り当てることにより、ユーザに複数のアカウントを設定することなく、特定のセッションの作業範囲に基づいてTanium Core

Platformを表示、実行できる一連のさまざまな制限事項を施行できます。例として、ユーザは、セキュリティクリアランスに基づいて特定

のエンドポイントに展開可能なアクションを制限する各国独自のプライバシー法が施行されている複数の国にわたってエンドポイントを

管理できます。特定の国のすべてのコンピュータグループにおけるTanium Clientのメンテナンスにのみ関連するアクションを許可する

ロールを持つ共通のペルソナを設定できます。セキュリティパッチのインストールを許可する別のペルソナを同じユーザに提供できます

が、ユーザが直接管理するコンピュータグループのサブセットに対してのみ使用できます。

LDAP またはactive directory(AD) サーバからユーザおよびユーザグループをインポートする計画の場合、ペルソナの設

定および割り当て前にそれを行ってください。詳しくはLDAPサーバとの統合(ページ340)を参照してください。

ペルソナのタイプは次のとおりです。

デフォルトペルソナ

ユーザのアクセス権限は、ペルソナに割り当てられたロールおよびコンピュータグループから得られます。また、そのユーザがユー

ザグループに属する場合、そのユーザグループのデフォルトペルソナに割り当てられているロールとコンピュータグループから得られ

ます。Tanium Consoleにサインインすると自動的にデフォルトのペルソナが適用されます。Tanium Serverはデフォルトペルソ

ナを新規ユーザとユーザグループに自動で割り当て、また、Tanium Server 7.4以降にアップグレードすると、アップグレード前の

既存のユーザとグループにも自動で割り当てます。個々のユーザとグループはデフォルトペルソナをひとつのみ持ち、それは一意

のものです。複数のユーザとグループはデフォルトペルソナを共有できません。デフォルトペルソナは削除することも、別のユーザ

やグループに再度割り当てることもできません。

代替ペルソナ

ユーザアクセス権限は、ペルソナに割り当てられたロールおよびコンピュータグループからのみ得られます。ユーザは、ユーザグ

ループから複数の代替ペルソナを継承できますが、ユーザが現在のTaniumセッション向けに選択している単一のペルソナのア

クセス権限のみが適用されます。ユーザグループに代替ペルソナを割り当てる場合、ペルソナはそのグループからアクセス権限

を継承しないことに注意してください。図87の例では、ペルソナAは、ユーザJohnがメンバーのユーザグループSOCに割り当てら

れています。JohnがペルソナAに切り替えると、彼のアクセス権限はペルソナAに割り当てられているロールとコンピュータグループ

に制限されます。ペルソナAを使用する限り、Johnには彼のユーザアカウントのデフォルトのペルソナに割り当てられているアクセ

ス権限や、ユーザグループSOCのデフォルトのペルソナから彼のアカウントが継承するアクセス権限はありません。Johnは、デ

フォルトのペルソナに戻ることによってのみ、SOCからロールとコンピュータグループを継承することができます。
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代替ペルソナを複数のユーザおよびユーザグループに割り当てることができます。各ユーザおよびグループは、1つ以上の代替ペ

ルソナを所有できます(所有していなくてもかまいません)。

図87：Taniumペルソナ

ペルソナがどのようにユーザ、ユーザグループ、コンピュータグループとやり取りするのか、およびユーザにおける有効なアクセス権限を判

断するロールについて詳しくはTanium RBACの実装および概念(ページ259)を参照してください。

ユーザおよびユーザグループ間で代替ペルソナの再割り当てが可能であることから、ベストプラクティスは、デフォルトペ

ルソナではなく代替ペルソナにロールとコンピュータグループを割り当てることです。この実践により、ユーザの組織脱退

時、組織参加時、ユーザグループ間での移動時などに、必要に応じてRBAC実装の更新を簡素化できます。

ペルソナに関連するタスクを実行するには、Administrator予約ロール、またはペルソナの読み取りアクセス権限とペル

ソナの書き込みアクセス権限を持つカスタムロールが必要です。

ペルソナの詳細を表示する

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Personas (ペルソナ)]に移動します。

ページにペルソナの属性が表示されます。

2. (任意) ペルソナの識別子を表示するには、[Customize Columns (列のカスタマイズ)] をクリックして、IDを選択します。
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3. (任意) 特定のペルソナを探すには、フィルタを利用します。

1. Filter by text (テキストでフィルタ):列の値でグリッドをフィルタリングするには、[Filter items (フィルタ項目)]フィールドにテ

キスト文字列を入力します。

2. Filter by attribute (属性でフィルタ):ペルソナの名前などの属性でグリッドをフィルタリングします。 [Filters (フィルタ)]セ

クションを展開し、[Add (追加)]をクリックします。続けて、属性と演算子を選択し、属性値のすべてまたは一部を含む

テキスト文字列を入力し、[Apply (適用)]をクリックします。複数の属性フィルタを追加すると、Boolean AND演算子が

適用されます。属性の指定を終えたら[Apply All (すべて適用)]をクリックしてグリッドをフィルタリングします。

4. ペルソナと割り当てられているロール、コンピュータグループ、ユーザ、ユーザグループの実効アクセス権限を表示するには、をク

リックし、ペルソナを選択して、[View Persona (ペルソナの表示)]をクリックします。

ペルソナを作成する

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Personas (ペルソナ)]に移動し、[New

Persona (新規ペルソナ)]をクリックします。

2. [Persona Name (ペルソナ名)]を入力してペルソナを識別します。

3. (任意) このペルソナの目的について[Description (説明)]を入力します。[Personas (ペルソナ)]ページの[Display Name (表示

名)]列に入力内容が表示されます。ペルソナを切り替える時にも説明が表示されます。

4. ペルソナを簡単に判別できるようメインメニューに表示される色を選択します。色を使用しない場合は、[Reset Color (色をリセッ

ト )] をクリックします。

5. [Save (保存)]をクリックして、次のタスクの説明に従ってユーザ、ユーザグループ、コンピュータグループ、ロールの割り当てを設定

します。ページの左上にある [All Personas (すべてのペルソナ)]をクリックすると、その新しいペルソナを [Personas (ペルソナ)]

ページで確認することができます。

ペルソナを編集する

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Personas (ペルソナ)]に移動します。

2. ペルソナを選択して、[View Persona (ペルソナの表示)]をクリックします。

3. 名前、説明、色の設定を更新します。

4. ロール、ユーザグループ、ユーザ、コンピュータグループの割り当てを編集します。

1. ペルソナに対するロール割り当てを管理する(ページ337)

2. ペルソナに対するユーザグループ割り当てを管理する(ページ337)

3. ペルソナに対するユーザ割り当てを管理する(ページ337)

4. ペルソナに対するコンピュータグループ割り当てを管理する(ページ337)

5. 変更内容を確認して、[Save (保存)]をクリックします。
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ペルソナに対するロール割り当てを管理する

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Personas (ペルソナ)]に移動し、[View

Persona (ペルソナの表示 ]をクリックします。

2. [Roles and Effective Permissions (ロールおよび有効なアクセス権限)]セクションの[Manage (管理)]をクリックします。

3. [Grant Roles (ロールの付与)]の横の [Edit (編集)]をクリックし、ロールを選択または選択解除して、[Save (保存)]をクリックし

ます。

4. [Deny Roles (権限拒否ロール)]の横の [Edit (編集)]をクリックし、ロールを選択または選択解除して、[Save (保存)]をクリック

します。

5. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]をクリックし、実効アクセス権限を確認して、[Save (保存)]をクリック

します。

ペルソナに対するユーザグループ割り当てを管理する

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Personas (ペルソナ)]に移動し、[View

Persona (ペルソナの表示 ]をクリックします。

2. [Manage Users Groups (ユーザグループの管理)]をクリックし、[Edit (編集)]をクリックします。

3. ユーザグループを選択または選択解除して、[Save (保存)]をクリックします。

4. ユーザグループの割り当てを確認し、[Save (保存)]をクリックします。

ペルソナに対するユーザ割り当てを管理する

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Personas (ペルソナ)]に移動し、[View

Persona (ペルソナの表示 ]をクリックします。

2. [Manage Users (ユーザの管理)]をクリックし、[Edit (編集)]をクリックします。

3. ユーザを選択または選択解除して、[Save (保存)]をクリックします。

4. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]をクリックし、影響を受けるユーザのリストを確認して、[Save (保存)]

をクリックします。

ペルソナに対するコンピュータグループ割り当てを管理する

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] >  [Management (管理)] > [Users (ユーザ)]に移動します。

2. ペルソナを選択して、[View Persona (ペルソナの表示)]をクリックします。

3. [Computer Groups (コンピュータグループ)]セクションの[Manage (管理)]をクリックした後、[Edit (編集)]をクリックします。

4. コンピュータグループを選択または選択解除し、[Save (保存)]をクリックします。

5. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]をクリックし、影響を受けるエンドポイントのリストを確認して、[Save

(保存)]をクリックします。
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コンソールセッション用のペルソナを選択する

メインメニューのユーザ名の横のフィールドには、現在のペルソナが表示されます。

サインインすると、そのユーザアカウント用のデフォルトのペルソナが自動的に適用されます。代替ペルソナに切り替えるか、[Default

Persona (デフォルトペルソナ)]へ戻すには次の手順を実行します。

1. メインメニューで <current persona>> [Change Persona (ペルソナの変更)]を選択します。

[Select a Persona (ペルソナの選択)]ダイアログが開き、ユーザアカウント、または属するユーザグループに割り当てられているペ

ルソナが一覧表示されます。このダイアログでは、ペルソナは名前と説明(指定されている場合)、色で識別されます。

2. 使用するペルソナの横にある [Apply (適用)]をクリックします。

Tanium Consoleは更新され、選択したペルソナがアクセス権限を持つ機能とモジュールのみを表示します。

ペルソナをエクスポート /インポートする

以下の手順では、特定のペルソナまたはすべてのペルソナの構成をエクスポートおよびインポートする方法を説明しています。

本番環境にコンテンツをインポートする前に、ラボ環境でコンテンツの開発とテストを行ってください。

ペルソナをエクスポートする
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CSVファイルの形式でペルソナをエクスポートすることで、その形式をサポートするアプリケーションで設定を表示することができます。

Administerator予約ロールを持っている場合は、JSONファイルの形式でペルソナをエクスポートすることで、別のTanium Serverにイン

ポートすることもできます。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Perosonas (ペルソナ)]に移動します。

2. 特定のペルソナのみをエクスポートするには、グリッドで行を選択します。すべてのペルソナをエクスポートする場合、この手順は

省略できます。

3. エクスポート をクリックします。

4. (任意)デフォルトのエクスポートファイル名を編集します。

ファイルのサフィックス(.csvまたは.json)は、選択された [形式 ] に基づいて自動的に変更されます。

5. [データのエクスポート ] オプションを選択します。グリッド内のすべてのペルソナ、または選択したペルソナのみ。

6. ファイルの形式を選択します。JSON (Administrator予約ロールのみ)またはCSV。

7. [Export (エクスポート )]をクリックします。

Tanium Serverは、Tanium Consoleへのアクセスに使用されたシステムのDownloadsフォルダにファイルをエクスポートします。

ペルソナをインポートする

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

1. コンテンツファイルにデジタル署名して、署名を検証するための公開鍵があることを確認します。コンテンツファイルの認証を参照

してください。

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

3. [Content (コンテンツ)]セクションまでスクロールし、 [Import Content (コンテンツのインポート )] をクリックします。

4. [Choose File (ファイルを選択)] をクリックして、コンテンツファイルを選択し、[Open (開く)]をクリックします。

5. [Import (インポート )]をクリックします。

ファイル内のオブジェクト名が既存のオブジェクトと同じである場合、Tanium Consoleは競合項目を箇条書きして、各項目の解

決オプションを提供します。

6. 競合項目の解決策を選択する競合およびベストプラクティスのガイダンスを参照してください。

7. もう一度 [Import (インポート )]をクリックして、インポートが終了したら[Close (閉じる)]をクリックします。

ペルソナの構成詳細をコピーする

[Personas (ペルソナ)]ページの情報をクリップボードにコピーすることで、その情報をメッセージやテキストファイル、スプレッドシートに貼

り付けることができます。グリッドの各行は、コンマで区切られた値の文字列です。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Perosonas (ペルソナ)]に移動します。

2. 次のいずれかの手順を実行します。

1. 行情報をコピー:行を選択して [Copy (コピー)]をクリックします。

2. セル情報をコピー:セルの上にカーソルを重ねて、[Options (オプション)] をクリックし、[Copy (コピー)] をクリックします。

ペルソナを削除する

代替ペルソナは削除できますが、各ユーザに割り当てられるデフォルトのペルソナは削除できません。ペルソナを削除すると、Tanium

Serverは、それを含んでいたユーザまたはユーザグループ設定からペルソナを削除します。

ペルソナを削除する場合は、事前にペルソナの構成からユーザ割り当てとユーザグループ割り当てを削除します。「ペ

ルソナに対するユーザ割り当てを管理する(ページ337)」および「ペルソナに対するユーザグループ割り当てを管理する

(ページ337)」を参照してください。

1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Permissions (アクセス権限)] > [Personas (ペルソナ)]に移動して、削除す

るペルソナを選択します。

2. [選択したの削除 ]をクリックして [Delete (削除)]をクリックして、プロンプトが表示されたら操作を確定します。

LDAPサーバとの統合

LDAP概要

LDAPは、Internet Protocol(IP)ネットワーク上でActive Directory(AD)などのディレクトリサービスとやり取りする標準的なクロスプラット

フォームのクライアントサーバプロトコルです。Tanium Core Platformは、ユーザを認証し、ユーザおよびユーザグループをインポートする

ためにLDAPをサポートします。Tanium Serverを構成して、複数のLDAPサーバに接続できます。

Tanium Serverは5分おきに各LDAPサーバと自動的に同期しますが、いつでも手動で同期できます。同期によってTanium Server

は、新しい、更新済みの、無効化された、あるいは削除されたユーザ、新しい、更新された、あるいは削除されたユーザグループ、ユー

ザグループのメンバーシップに対する変更を含め、LDAPサーバにおいて発生したすべての変更を用いて更新されます。個々のLDAP

サーバ設定において、LDAPサーバ経由で同期されたユーザを認証するか否かを指定します。そうでない場合、Tanium Serverは、設

定した他の認証方法を適用します(ユーザ認証(ページ313)を参照)。

他のRBAC設定タスクを実行する前に、LDAPサーバとの統合を設定します。

[Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Authentication (認証)] > [LDAP/AD Sync

Configurations (LDAP/AD同期)]ページを表示、使用するには、Administrator予約ロールが必要です。

図88は、次の展開環境例のLDAP同期と認証の様子を示しています。
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l Tanium ServerはTanium Applianceにインストールされており、LDAPサーバへの接続用にSecure LDAP(LDAPS)暗号化を

使用しています。

使用可能なEncryption (暗号化)(ページ346)オプションは、Tanium ServerおよびLDAPサーバのオペレーティ

ングシステムによって異なります。

l LDAP設定はすべて、LDAPサーバがインポート済みのユーザを認証することを指定します。

l Administrator予約済みロールを持つひとつのアカウント (Tanium_Admin)はLDAPサーバからインポートされず、Tanium

Applianceはそのユーザに対してローカルの認証サービスを使用します。この設定によって、LDAP接続が停止した場合でも1つ

以上のユーザがTanium Consoleにアクセスできるようにします。

図88：LDAPの同期および認証

以下の手順は、この展開環境例でのLDAP同期プロセスをまとめたものです(手順は図88の番号に対応)。

1 各LDAPサーバ設定は、どのユーザとユーザグループがどのLDAPサーバと同期するかを同定します。設定の詳細については、ユーザと

ユーザグループのフィルタリング(ページ342)およびLDAPサーバの設定 (ページ345)を参照してください。

2 TaniumServerはLDAPサーバとの接続を開始し、ユーザとユーザグループの初期インポートを実行し、アップデートを定期的にクエリしま

す。この例において、すべてのLDAPサーバ設定はLDAPS暗号化を指定します。そのため、TaniumServerはLDAPサーバ上のポート636

に接続します。

以下の手順は、この展開環境例でのLDAP認証プロセスをまとめたものです(手順は図88の文字に対応)。

A TaniumConsoleにサインインするため、同期されたユーザがドメイン(必要な場合 )とユーザ名、パスワードを入力します。
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B TaniumServerは、Taniumデータベース内の対応する外部識別子 (objectGUIDなど)を検索するために、指定されたユーザ名を使用しま

す。(LDAPサーバ設定において、ユーザ固有のIDプロパティがこの識別子を指定します)。

C TaniumServerは外部識別子を使用し、ユーザの一致する識別名 (DN)のLDAPサーバをクエリします

(例：cn=jdoe,ou=noc,dc=acme,dc=com)。(クエリは、同期に使用されたるものと同じ設定に基づく。「ユーザとユーザグループの

フィルタリング(ページ342)」と「LDAPサーバの設定 (ページ345)」を参照 )。LDAPサーバが、DNとサインインパスワードに基づいてユーザを

認証します。LDAPサーバが認証成功メッセージを返した後、TaniumServerはTaniumConsoleへのユーザアクセスを提供します。

D ローカルに設定されたユーザ(Tanium_Admin)によってサインイン資格情報が入力されると、TaniumServerはローカル認証サービスを使用

してユーザを認証し、TaniumConsoleへのアクセス権を提供します。

ユーザとユーザグループのフィルタリング

LDAPサーバ接続を設定する前に、以下の設定におけるやり取りを把握しているか、どのTanium Serverが同期するユーザおよびユー

ザグループのフィルタに使用されるのかを理解してください。たとえば、ベストプラクティスは、ユーザアクセス権限ではなくグループアクセス

権限に基づいてTaniumユーザにRBACを設定することであるため、グループに割り当てられていないユーザを除外することができます。

図89と図90は、そのユースケースでサーバが実行する手順の例です。LDAPサーバとTanium Serverのそれぞれでユーザをフィルタリン

グするワークフローがあります。

l Group Base (グループベース)：Tanium Serverが同期リクエストを送信する時(両図のステップ 1)、LDAPサーバは、このベース

DNの下にあるユーザグループのみを検索します(例：cn=adm,ou=tanium,dc=acme,dc=com)。

l Group Filter (グループフィルタ)：LDAPサーバはこのフィールドを使用し、[Group Base (グループベース)]のユーザグループを

フィルタリングします。この例では、LDAPサーバは、そのobjectClass属性がgroup(両図のステップ 2)に設定されている場

合、グループのみを返します。Tanium Serverはこれらのグループを同期します(両図のステップ 3)。

l Users Base (ユーザベース)：LDAPサーバは、このベースDNの下にあるユーザのみを検索します

(例：cn=adm,ou=tanium,dc=acme,dc=com)。

l Users Filter (ユーザフィルタ): LDAPサーバはこのフィールドを使用し、[Users Base (ユーザベース)]のユーザをフィルタリングし

ます。この例では、LDAPサーバは、そのobjectClass属性がuser(両図のステップ 4)に設定されている場合、ユーザのみを

返します。

l Filter Users (ユーザのフィルタリング)：Tanium Serverと同期されているユーザグループに割り当てられていないユーザを除外す

る場合、次のオプションの1つまたは両方を選択します。

l LDAPサーバでのフィルタリング(図89)：LDAPサーバは、グループ検索(ステップ 4)からのグループの1つに一致する

[User’s Group Membership Attribute (ユーザのグループメンバーシップ属性)](この例ではmemberOf属性)において

ユーザが値(DN)を持つ場合に限り、ユーザを返します。このオプションを選択することがベストプラクティスです。なぜな

ら、LDAPサーバにおけるフィルタリングは高速であり、Tanium Serverにおいてネットワークトラフィックはフィルタリングの

場合よりも少なくなるからです。ほとんどのLDAPサーバはこのオプションをサポートしています。フィルタリングされたユー

ザを受信すると、Tanium Serverはそれらを同期します(ステップ 5)。

l Tanium Serverでのフィルタリング(図90)：LDAPサーバは、ユーザが[Users Filter (ユーザフィルタ)]に一致する場合、

すべてのユーザをTanium Serverに返します(ステップ 4)。LDAP サーバは[User’s Group Membership Attribute (ユー

ザのグループメンバーシップ属性)]でフィルタしません。同期されたユーザグループが[Group Membership Attribute (グ

ループメンバーシップ属性)]にユーザDNを保有していない場合、Tanium Serverはその後、いずれのユーザも破棄しま
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す(ステップ 5)(この例ではmember属性)。このオプションは、LDAPサーバが[User’s Group Membership Attribute

(ユーザのグループメンバーシップ属性)]によるフィルタリングをサポートしていない場合のバックアップとなるよう意図されて

います。

同期されたユーザおよびグループに何らかの重複を統合すると、Tanium ServerはTaniumデータベースを更新します(両図のス

テップ 6)。

次の図は、LDAPサーバ上のユーザフィルタリングを示しています。

図89：LDAPサーバにおけるフィルタリング

次の図は、Tanium Server上のユーザフィルタリングを示しています。
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図90：LDAPユーザとグループのフィルタリング

使用を開始する前に

l 同期する場合、Tanium ServerはLDAPサーバとの接続を開始します。LDAPの標準ポートは389 (ADグローバルカタログでは

3268)です。LDAPSの標準ポートは636 (ADグローバルカタログでは3269)です。LDAPサーバの設定において、LDAPサーバが

受信LDAPトラフィックを受信するポートを指定できます。ネットワーク管理者は、このトラフィックを許可するようにネットワークセ

キュリティを設定する必要があります。
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l インポートするユーザおよびユーザグループのベース識別名(DN)、ID、およびフィルタ式を把握しておかなければなりません。値

は大文字と小文字が区別されます。

l LDAP サーバは、設定済みフィルタ式を使用してクエリを許可する必要があります。

l LDAPサーバとの統合についてLDAP統合のベストプラクティス(ページ352)を確認します。

LDAPサーバの設定

1. メインメニューから、[Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Authentication (認証)] > [LDAP/AD Sync

(LDAP/AD同期)]に移動します。

2. [Add Server (サーバの追加)]をクリックして新しいLDAPサーバ接続を作成するか、タイルの[Edit (編集)] をクリックして既存の

接続の設定を修正します。

3. 以下の設定を構成します。

設定 ガイドライン

設定 LDAPサーバの構成を有効または無効にします。構成を有効にすると、構成を完全に無効

にすることなく(引き続き認証が有効 )、同期をPause (一時停止 )して、後で同期を再開す

るオプションが提供されます。有効化された設定では、同期は5分おきに実行されます。

絶対に、この設定を無効にしないでください。実行すると、次回の同期時

間においてTaniumServerはユーザをロックアウトし、以前にインポートされ

たユーザグループを削除します。その後に構成を再度有効にすると、

TaniumServerはユーザのロックを解除し、ユーザグループを再度追加しま

す。再度追加されたグループには、どのようなRBACまたはコンピュータ管理

権限も設定されていません。再度追加されたグループには新しいTanium

IDが付与されますが、削除されたグループと同じLDAPobjectGUIDを使用

することに注意してください。

名前 このLDAPサーバを識別する名前を入力します。

Host (ホスト ) LDAPサーバの完全修飾ドメイン名 (FQDN)またはIPアドレス。LDAPSを使用して接続する

場合の[Host (ホスト )]値は、LDAPサーバ証明書のホスト名値に一致する必要があります。

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])。

ポート LDAPサーバがインバウンドLDAPトラフィックをリッスンするポート番号を指定します。標準ポー

トは以下のプロトコルに依存します。

1. LDAP：標準ポートは389 (ADグローバルカタログでは3268)です。LDAPサーバは、暗号

化されていない接続、StartTLSを使用する接続、[Sign and encrypt (署名および暗

号化 )]オプションを使用するAD接続にこのポートを使用します。

2. LDAPS：標準ポートは636 (ADグローバルカタログでは3269)です。

表32：LDAPサーバ設定
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Referrals (紹介 ) 紹介を無効にするには、このオプションを選択します。LDAP サーバがMicrosoft ADサーバで

ある場合、照会の無効化が必須です。

Encryption (暗号化 ) 次のオプションのいずれかを選択します。

1. None (なし)。本番環境では使用しないでください。

2. Sign and encrypt (署名と暗号化 )。 LDAPコネクタは、LDAP_OPT_SIGNおよび

LDAP_OPT_ENCRYPTセッションオプションをオンにします。セッションは暗号化されます

が、TLSは使用されません。このオプションは、TaniumServerがWindows上で稼働し､

外部LDAPサーバがADサーバの場合にのみ使用します。

3. StartTLS。LDAPコネクタはldap_start_tls_sを呼び出してTLS接続を設定します。このオ

プションは、TaniumServerがWindows上で稼働している､TaniumApplianceで使用で

きます。

4. LDAPS。LDAPコネクタが、LDAPSサーバへのSSL 接続を開始します。Applianceでの

LDAPSの構成については、以下を参照してください。TaniumAppliance展開ガイド:

LDAPSの構成設定をする

NTLM LDAPサーバとの接続にMicrosoft NT LANManager(NTLM)を使用します。このオプションは

デフォルトで有効化されています。NTLMの使用は、TaniumServerがWindowsServerにイン

ストールされ、接続がADサーバに対して行われる場合、ベストプラクティスです。NTLMを使

用している場合、TaniumServerサービスアカウントが使用されます｡[LDAP User Name

(LDAPユーザ名 )]や[LDAP Password (LDAPパスワード )]を設定する必要はありません。

LDAP サーバによって、このアカウントが設定済みのフィルタ式を用いてクエリを行えるようにし

なければなりません。

LDAPUser Name /

Password (LDAPユーザ名 /

パスワード)

NTLMを使用できない場合、TaniumServerがLDAPサーバのクエリに使用するサービスアカ

ウントのユーザ名とパスワードを指定します。ベストプラクティスとして、この目的のための特別

なアカウントをプロビジョニングし、LDAPサーバのクエリに向けて低くでも十分なアクセス権限を

持たせます。

グループ同期 ユーザグループの同期を有効 (はい)または無効 (いいえ)にします。グループ同期機能が有効

な場合、TaniumServerは、[Groups (グループ)]セクションでの構成設定に基づいてLDAP

サーバ上のグループとの同期をとります。

ユーザグループ同期を無効にすると、次回の同期時、TaniumServerは

以前にインポートされたグループを削除します。グループの同期が再度有

効にされると、TaniumServerはユーザグループを再追加しますが、グルー

プにはRBACおよびコンピュータ管理グループ割り当てはありません。

表32：LDAPサーバ設定 (続き)

https://docs.tanium.com/appliance/appliance/appliance_configuration_menu.html#appliance_security_menu
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/appliance_configuration_menu.html#appliance_security_menu
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Group Base (グループベー

ス)

これはユーザグループコンテナの基本DNです。TaniumServerは、このパスの下のすべての場

所からグループを同期します。

例：cn=Ops,ou=TaniumAdmins,dc=tam,dc=local

注 :ドメインのルートに[Group Base (グループベース)]または[Users Base (ユーザベース)]を

設定してエラーが発生する場合、[General (一般 )]セクションにおいて[Disable referrals

(照会を無効化 )]を選択します。

Group Filter (グループフィル

タ)

LDAPサーバはこのフィールドを使用し、[Group Base (グループベース)]のユーザグループを

フィルタリングします。たとえば、objectClass=groupを入力すると、LDAPサーバは、その

objectClass属性がgroupに設定されている場合、グループのみを返します。

注 :円記号 (\)を使用して、グループ名の特殊文字をエスケープできます。Windowsでは、円

記号を1つ使用します(例：name=\#myGroup)。Appliance(Linux)の場合は、円記号を2

つ使用します(例：name=\\#myGroup)。

Group Unique ID Property

(グループ固有のIDプロパ

ティ)

各ユーザグループを一意に識別する属性 (例：objectGUID)を入力します。

注 :値は大文字と小文字が区別されます。

Group NameProperty (グ

ループ名プロパティ)

ユーザグループの名前を識別する属性 (例：cn)を入力します。

注 :値は大文字と小文字が区別されます。

GroupMembership

Attribute (グループメンバー

シップ属性 )

どのユーザがメンバーであるかを示すユーザグループ属性 (例：member)を入力します。

注 :値は大文字と小文字が区別されます。

表32：LDAPサーバ設定 (続き)
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Filter Users (ユーザのフィル

タリング)

TaniumServerと同期されているユーザグループに割り当てられていないユーザを除外する場

合、次のオプションの1つまたは両方を選択します。

1. Filter on LDAP Server (LDAPサーバでフィルタ)。[User's Group Membership

Attribute (ユーザのグループメンバーシップ属性 )]テキストボックスに属性を指定します。

LDAP属性memberOfが最も一般的に使用されます。式ではなく、属性名を入力する

必要があります。LDAPサーバは、グループ検索からグループの1つに一致する属性の値

(DN)がある場合にのみユーザを返します。このオプションを選択することがベストプラク

ティスです。なぜなら、LDAPサーバにおけるフィルタリングは高速であり、TaniumServer

においてネットワークトラフィックはフィルタリングの場合よりも少なくなるからです。ほとんど

のLDAPサーバはこのオプションをサポートしています。

2. Filter on Tanium Server (Tanium Serverでフィルタ)。LDAPサーバは、ユーザが

[Users Filter (ユーザフィルタ)]に一致する場合、TaniumServerにすべてのユーザを返

します。LDAPサーバは[User's Group Membership Attribute (ユーザのグループメン

バーシップ属性 )]によるフィルタを行いません。TaniumServerは、ユーザが[Group

Membership Attribute (グループメンバーシップ属性 )]にユーザDNを保有していない場

合、ユーザを破棄します。このオプションは、LDAPサーバが[User’s Group

Membership Attribute (ユーザのグループメンバーシップ属性 )]によるフィルタリングをサ

ポートしていない場合のバックアップとなるよう意図されています。

User Domain (ユーザドメイ

ン)

Taniumデータベース内のユーザに一致させるためにTaniumServerが使用するドメインを入

力します。サインインに<domain>\<username>形式 (example-corp\user1など)を使用する

ユーザを一致検索する場合はNetBIOS名、サインインに<username>@<domain.top-level_

domain>形式 (user1@example-corp.comんど)を使用するユーザを一致検索する場合は

<domain>.<top-level_domain>名を指定します。どちらのドメイン形式でも、サインインにユー

ザ名のみを使用するユーザが一致検索されます。

グループメンバーを個別に同

期する

デフォルトでは、LDAPサーバは[Users Base (ユーザベース)]の値に基づき、同期するユーザ

を検索します。ただし、すべてのユーザをリストするベースユーザグループにおいてLDAP実装

が許容されていない場合、[Sync group members individually (グループメンバーを個々に

同期 )]を選択して[Users Base (ユーザベース)]検索を省略します・ その代わり、このオプショ

ンはLDAPサーバを指定し、[Group Membership Attribute (グループメンバーシップ属性 )]に

基づいて各ユーザグループメンバーのDNを検索します。ユーザは[Users Filter (ユーザフィル

タ)]にやはり一致していなければならず、コンピュータやその他のグループであるグループメン

バーを除外する可能性があります。

[Users Base (ユーザベース)]検索と比較すると、ユーザが多い場合、

[Group Membership Attribute (グループメンバーシップ属性 )]に基づく検

索は処理が増え、かなり多くの時間がかかる可能性があります。

表32：LDAPサーバ設定 (続き)
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UsersBase (ユーザベース) これはユーザコンテナの基本DNです。TaniumServerは、このパスの下のすべての場所から

ユーザを同期します。

例：cn=Users,dc=tam,dc=local

注 :ドメインのルートに[Group Base (グループベース)]または[Users Base (ユーザベース)]を

設定してエラーが発生する場合、[General (一般 )]セクションにおいて[Disable referrals

(照会を無効化 )]を選択します。

UsersFilter (ユーザフィルタ) LDAPサーバはこのフィールドを使用し、[Users Base (ユーザベース)]のユーザをフィルタリング

します。たとえば、objectClass=userを入力すると、LDAPサーバは、その

objectClass属性がuserに設定されている場合、ユーザのみを返します。

同期からアカウントを除外するには、以下のフィルタを使用します。<account_name>はユー

ザ名です。

((&(objectClass=user)(!(sAMAccountName=<account_name>))))

注 : TaniumApplianceで実行しているTaniumServerのローカル認証サービスにLDAPサーバ

を追加する場合は、次のユーザフィルタを使用する必要があります。

(&(objectClass=person)(uidNumber>=20000))

User Unique ID Property

(ユーザ固有のIDプロパティ)

各ユーザを一意に識別する属性 (例：objectGUID)を入力します。

注 :値は大文字と小文字が区別されます。

User NameProperty (ユー

ザ名プロパティ)

ユーザの名前を識別する属性を入力します。このフィールドに対してTaniumServerがイン

ポートする値は、ユーザがTaniumConsoleへのサインインに入力するユーザ名になります。必

ず､この目的に適した属性を指定し、予想されるフォームをユーザに伝えてください。ADプロバ

イダの場合はsAMAccountName、その他のLDAPプロバイダの場合はcnを使用します。

注 :値は大文字と小文字が区別されます。

User DisplayName

Property (ユーザ表示名プロ

パティ)

ユーザの表示名を識別する属性を入力します(通常、displayName)。

認証 [Use LDAP for user authentication (ユーザ認証にLDAPを使用 )]を選択して、認証ソース

として構成したサーバを使用します。そうでない場合、TaniumServerはLDAPサーバを使用

してユーザとグループの同期のみを行い、認証では、設定するその他の方法を使用します

(ユーザ認証 (ページ313)を参照 )。

表32：LDAPサーバ設定 (続き)
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4. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]をクリックして、インポートするユーザとグループを確認し、[Save (保

存)]をクリックします。

LDAPサーバのクローン

LDAP サーバ設定のクローンによって、複数のドメインに迅速に接続を追加できます。

1. メインメニューから、[Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Authentication (認証)]に移動して、[LDAP /

AD Sync (LDAP/AD同期)]をクリックします。

2. クローンしたいLDAPサーバの名前を持つパネルで[Clone (クローン)]をクリックします。

3. クローンされた設定のパネルで[Edit (編集)] をクリックします。

4. 表32の説明を参考に、必要に応じて、User Domain (ユーザドメイン)などの設定を編集します。

5. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]をクリックして、インポートするユーザとグループを確認し、[Save (保

存)]をクリックします。
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LDAPサーバと手動で同期する

Tanium ServerはLDAPサーバと5分おきに自動で同期します。Tanium ConsoleにおいてLDAP サーバに対する変更(例：ユーザグ

ループのメンバーシップの更新)をすぐに表示するには、以下の手順で手動で同期します。

1. メインメニューから、[Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Authentication (認証)]に移動して、[LDAP /

AD Sync (LDAP/AD同期)]をクリックします。

2. [Sync Now (今すぐ同期)]をクリックします。

LDAPサーバを一時停止するか再開する

LDAPサーバをアップグレードするか、予期しない同期結果をトラブルシューティングする場合、その構成を完全に無効化しなくても特

定のLDAPサーバの同期を一時停止することができます(認証は引き続き機能します)。アップグレードまたはトラブルシューティングを終

了したら、同期を再開できます。

1. メインメニューから、[Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Authentication (認証)]に移動して、[LDAP /

AD Sync (LDAP/AD同期)]をクリックします。

2. LDAPサーバのパネルにある[Edit (編集)] をクリックします。

3. LDAP同期を一時停止する [Pause (一時停止)]チェックボックスを選択するか、同期を再開するチェックボックスを選択解除し

て、[Save (保存)]をクリックを再開します。

LDAPサーバを削除する

LDAPサーバ設定を削除すると、Tanium Serverは、そのLDAPサーバから以前インポートしたユーザとユーザグループの更新を停止し

ます。Tanium Serverが残りのLDAPサーバの同期を次回実行する時、削除された設定に関連付けられているユーザとグループが削

除されます。Tanium Serverに保存した構成情報が不要になった場合は、以下の手順で構成を削除します。

1. メインメニューから、[Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Authentication (認証)]に移動して、[LDAP /

AD Sync (LDAP/AD同期)]をクリックします。

2. LDAPサーバ設定のパネルで [Delete (削除)]をクリックします。

LDAP サーバ設定の無効化は、それを削除する場合と同じ効果を持っています。構成の無効化についての詳細は、

「設定(ページ345)」を参照してください。

LDAPサーバ構成をインポート /エクスポートする

LDAPサーバ構成をJSONファイルにエクスポートしたり、署名付きのJSONまたはXMLファイルを同じまたは別のTanium Serverにイン

ポートしたりすることができます。これはたとえば、LDAP管理者との間でLDAPクエリのトラブルシューティングを行う際、接続情報を共有

する場合に行います。
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エクスポート

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

2. [Content (コンテンツ)]セクションまでスクロールして、[Export Content (コンテンツのエクスポート )]をクリックします。

3. [LDAP Synchronization Connectors (LDAP同期コネクタ)]を選択し、[Export Format (エクスポート形式)](JSONまたはXML)

を選択して、[Export (エクスポート )]をクリックします。

4. [File Name (ファイル名)]を入力するか、デフォルト名を受け入れて、[OK]をクリックします。

Tanium Serverは、Tanium Consoleへのアクセスに使用されたシステムのDownloadsフォルダにファイルをエクスポートします。

インポート

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

1. コンテンツファイルにデジタル署名して、署名を検証するための公開鍵があることを確認します。コンテンツファイルの認証を参照

してください。

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

3. [Content (コンテンツ)]セクションまでスクロールし、 [Import Content (コンテンツのインポート )] をクリックします。

4. [Choose File (ファイルを選択)] をクリックして、コンテンツファイルを選択し、[Open (開く)]をクリックします。

5. [Import (インポート )]をクリックします。

ファイル内のオブジェクト名が既存のオブジェクトと同じである場合、Tanium Consoleは競合項目を箇条書きして、各項目の解

決オプションを提供します。

6. 競合項目の解決策を選択する競合およびベストプラクティスのガイダンスを参照してください。

7. もう一度 [Import (インポート )]をクリックして、インポートが終了したら[Close (閉じる)]をクリックします。

LDAP統合のベストプラクティス

手動で作成したユーザからLDAP同期ユーザへ移行する場合、単一のリアルユーザに対して複数の設定オブジェクトを誤って作成する

可能性があります。たとえば、Tanium Consoleを使用してjohn.doeという名前のユーザを手動で作成し、同じユーザ名を返すLDAP

サーバと同期するとします。この場合、Tanium Serverには、john.doe用の2つのユーザ設定があり、それぞれに独自のオブジェクト IDを

自動的に割り当てます(この例では、オブジェクト IDは2と3)。

図91：冗長ユーザ設定

このような冗長性を修正する前に、ユーザをさまざまな方法で削除することの悪影響について理解することが重要です。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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l Tanium Server上でローカルに定義されたユーザの設定を削除するものの、ユーザがLDAPサーバで定義されているフィルタに

まだ一致している場合、Tanium Serverはユーザの設定を保持します。

l LDAPサーバ経由でインポートされたユーザアカウントをTanium Consoleを使用して削除すると、そのユーザは次回の同期後

でも削除されたままです。

l バックエンドのLDAP サーバ設定からユーザを削除すると、Tanium Serverは、次回の同期後にそのユーザをロックアウトするも

のとしてマークします。この場合､ユーザはサインインできませんが、Tanium Serverがこのユーザアカウントを自動的に削除する

ことはありません。ユーザが構成していた予定済みQuestionおよびアクションは、引き続き実行されます。これにより、他の

Tanium管理者は、必要に応じて予定済みQuestionおよびアクションを別のユーザアカウントで再作成する機会が得られま

す。

Tanium ServerとLDAPサーバ間の統合を設定および管理する場合、予期せぬ問題を避けるためのベストプラクティスは次のとおりで

す。

l ユーザ設定を削除して冗長を是正する場合、スケジュール済みアクション、保存済みQuestion、Tanium Connectオブジェク

ト、ソリューションのプラグイン、ソリューションモジュールサービスなど、関連する設定オブジェクトに対する影響を必ず理解して

おいてください。図91の例のjohn.doe - ID 2が作成したオブジェクトは、john.doe - ID 3にも属していません。john.doe - ID 2構

成を削除する場合は、そのIDで実行される構成オブジェクトを再作成したり、所有権を転送したりできるようにしておく必要が

あります｡ 詳しくはユーザを削除、復元、ロックアウトする(ページ318)を参照してください。

l バックエンドLDAPサーバで、Taniumユーザグループに対応するLDAP ユーザグループを作成し、Taniumシステムへのアクセス

を要求するユーザのユーザアカウントを作成します。

l フロントエンドのTanium Console設定ではなくバックエンドのLDAPサーバ設定を介してTaniumアクセスを管理します。たとえ

ば、ユーザをオンボードおよびオフボードする最良の方法は、同期されたユーザグループのメンバーシップを変更することです。

l Taniumの展開に慣れていないLDAP 管理者が設定に影響する変更を加えられないよう、バックエンドのLDAPサーバ設定へ

のアクセスを制御します。

l Tanium Serverにおいて、Tanium ServerがLDAPサーバからインポートしないユーザ設定で1つ以上のアカウントを保持しま

す。このアカウントを使ってTanium Consoleにサインインし、LDAPサーバ接続が失敗した場合はその接続を再構成できるよ

う、このローカルユーザにAdministrator予約ロールを割り当てます。一部の組織では、このためにLDAPサーバの外部に複数の

管理者ユーザをプロビジョニングしています。LDAPサーバ上にアカウント名も存在する場合にユーザ構成を重複して作成しな

いよう、LDAPサーバでUsers Filter (ユーザフィルタ)を設定してそのアカウントに対して同期が行われないようにすることができま

す(表32を参照)。

SAML IdPとの統合

SAML の概要

セキュリティアサーションマークアップ言語(SAML)は、サービスプロバイダ(SP)とIDプロバイダ(IdP)間の認証要求と応答の交換の標準規

格です。これにより、SPはIdPが提供するシングルサインオン(SSO)認証サービスを使用して複数セキュリティドメイン経由でアプリケー

ションへのユーザアクセスを付与できます。認証リクエストを受信すると、IdPはSAMLアサーション(ユーザが認証されたかどうかを示す

メッセージ)を返します。Tanium Core Platformのコンテキストでは、SAMLの有効化は、Tanium ServerをSPとして設定してユーザが

Tanium Consoleにアクセスできるようにすることを意味します。コンソールアクセス用に、次のタイプのSAML SSO認証を設定できま

す。

http://docs.oasis-open.org/security/saml/Post2.0/sstc-saml-tech-overview-2.0.html
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l Tanium Server 7.2.314.3181以降は、Oktaと統合されてIdPとして動作し、IdPが開始するSSOをサポートします。

l Tanium Server 7.2.314.3476以降は、任意のIdPと統合されて、IdPおよびSPが開始するSSOをサポートします。

IdPにサインインすると、IdPセッションがタイムアウトしないかぎり、再度認証を受けることなく、新しいTanium Consoleセッションを繰り

返し開始することができます。IdPセッションのタイムアウトはIdPサーバで設定されます。詳細についてはIdP管理者にお問い合わせくだ

さい。

IdP主導のシングルサインオンとSP主導のシングルサインオンの両方、あるいはIdP主導のシングルサインオンのみをサポートするように

Tanium Serverを構成することができます。SP主導のシングルサインオンのみを設定することはできません。

Tanium Server上には、SAML認証を必要としないユーザアカウントを少なくとも1つ保持し、そのアカウントに

Administrator予約ロールを割り当てます。SAML認証が機能を停止している場合(例：IdPへの接続がダウン)、このア

カウントを使用してTanium Consoleにアクセスできます。

Tanium Serverは、SAMLを経由するユーザ承認(RBAC)はサポートしていません。Tanium Consoleにアクセスした後

にユーザが表示して使用できる機能、設定、および情報を制御するには、ユーザロールのアクセス許可を構成します。

詳細については、RBACの概要(ページ259)を参照してください。

SAML構成を表示および管理できるのは、Administrator予約ロールを持つユーザだけです。

IDP主導のシングルサインオン

一部の組織では、ユーザは、組織のIdPが提供する単一のシングルサインオンポータルにサインインすることで、多くのまたはすべてのア

プリケーションにアクセスします。Tanium ServerでSAMLを有効にすると、ユーザはIdPシングルサインオンポータルからTanium

Consoleにアクセスできます。IdPが開始したワークフローには次のフェーズが含まれています(図92の数字に一致)。

1 ユーザは、企業ユーザ名とパスワードを使用してIdPSSOポータルにサインインし、適切なタイルをクリックします(この例ではTanium

Console)。

2 ユーザが正しく認証されたことを示す署名付き応答 (SAMLアサーションを含む)がIdPから返されます。ユーザのブラウザが自動的にその応

答をSP(この例ではTaniumServer)に転送します。

3 SPはIdP証明書を使用して、SAML応答の署名が有効であることを確認します。

4 SPは、アプリケーションへのユーザアクセス権を提供します。
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図92：IdP主導SAML SSO

SP主導のシングルサインオン

SPが開始するワークフローには次のフェーズがあります(図93の数字に一致)。

1 ユーザは、SPを介してアプリケーション(この例ではTaniumConsole)に直接アクセスしようとします(この例ではTaniumServer)。

2 SPは、IdPを通じて認証するようにユーザをリダイレクトします。ユーザのブラウザは自動的にリダイレクトを処理します。

3 ユーザがIdPにログインします。

4 ユーザが正しく認証されたことを示す署名付き応答 (SAMLアサーションを含む)がIdPから返されます。ユーザのブラウザが自動的にその応

答をSPに転送します。

5 SPはIdP証明書を使用して、SAML応答の署名が有効であることを確認します。

6 SPは、アプリケーションへのユーザアクセス権を提供します。
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図93：SP主導SAML SSO

使用を開始する前に

l IdP管理者と協力して、IdP経由でTanium Consoleにアクセスする必要があるユーザを指定します。IdP管理者は、Active

Directory(AD)またはLDAP サーバ経由の認証の設定およびIdP経由のユーザアクセス管理に責任を有します。IdP経由のア

プリケーションのセットアップについては、IdPのドキュメントを参照してください。

管理者は、Tanium Serverにローカルである場合、Tanium Consoleユーザを作成するか(ユーザを作成する

(ページ314)を参照) 、LDAPサーバからユーザをインポートする(LDAPサーバとの統合(ページ340)を参照)必

要があります。

l Tanium ConsoleユーザがIdP SSOポータルにアクセスするURLの変更を公開するときは、IdP管理者と協力してください(IdPが

開始するSSOのみ)。

SAML認証を設定する

SPが開始した、あるいはIdPが開始したSAML SSOを有効化するには次の手順を実行します。

設定変更のパスワードプロンプトを以前に有効化した場合、Tanium Serverは、SAML認証が有効化された後にそれ

を自動で[Yes/Cancel (はい/キャンセル)]プロンプトに変更します。
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1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] >[Authentication (認証)] > [SAML]に移動しま

す。

2. [Choose an IdP (IdPの選択)] ドロップダウンからIdPを選択します。

3. [Tanium URIs for <IdP> Configuration (IdP構成のTanium URI)]セクションで、[Single sign on URL (シングルサインオン

URL)]値と[Audience URI (SP entity ID) (対象者URI (SPエンティティID))]値をコピーし、IdP管理者と共有します。管理者

は、Tanium ConsoleアプリケーションをサポートするためのIdPの構成にこの情報を必要とします。

残りの手順を実行する前に、IdP管理者はTanium ServerがIdPサービスから受信したSAMLメッセージを検証するために使用す

るIdP証明書を送信する必要があります。

4. <IdP>[Configuration Information (IdPの構成情報)]セクションで、コントロールを使用してIdP証明書ファイルをアップロードし

ます。この手順の後半で構成変更のすべてを保存した後、このセクションには証明書名がリンク形式で表示され、クリックすると

証明書のコンテンツを表示するポップアップウィンドウが開きます。

5. (カスタムIdPのみ)[Custom IdP Settings (カスタムIdPの設定)]セクションで以下の設定を構成します。別の記載がないかぎり、

すべての設定が必要です。これらの設定は、ユーザが認証を試みた後にIdPがTanium Serverに送信するXMLベースのSAML

応答メッセージの要素、属性、および値を参照します。

設定 ガイドライン

名前 IdPを識別する名前。

xp_response_destination Response要素内の応答先のXpathセレクタ。例：@Destination。送信先は、IdPがSAML応答

を送信するURLです。TaniumServerは、[sec_response_allowed_destination]の設定を使用し

て、送信先を検証します。

xp_response_issuer Response要素内の応答発行者識別子のXpathセレクタ。例：Issuer/text()。Tanium

Serverは、[sec_response_allowed_issuer]の設定を使用して、発行者識別子を検証します。

xp_response_status Response要素内の応答ステータスコードのXpathセレクタ。

例：Status/StatusCode/@Value。ステータスコードは、IdPで認証が成功したかどうかを示し

ます。

xp_response_id Response要素内の応答識別子のXpathセレクタ。例：@ID。TaniumServerは、識別子を使用し

て応答の署名が正しい要素を参照できるようにします。

xp_response_issue_instant Response要素内の応答発行時間のXpathセレクタ。例：@IssueInstant。TaniumServerは、

発行インスタントを使用して応答が期限切れにならないようにします。

xp_assertion_issuer Assertion要素内のアサーション発行者識別子のXpathセレクタ。例：Issuer/text()。Tanium

Serverは、[sec_assertion_allowed_issuer]の設定を使用して、発行者識別子を検証します。

xp_assertion_audience Assertion要素内で想定されるアサーション対象者のXpathセレクタ。

例：Conditions/AudienceRestriction/Audience/text()。TaniumServerは、

[sec_assertion_allowed_audience]の設定を使用して、想定される対象者を検証します。

表33：カスタムIdPの設定
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設定 ガイドライン

xp_assertion_username Assertion要素内のユーザ名のXpathセレクタ。例：Subject/NameID/text()。Tanium

Serverは、この設定を使用して、認証を試みたユーザのユーザ名を取得します。

xp_assertion_recipient Assertion要素内の受信者値のXpathセレクタ。

例：

Subject/SubjectConfirmation/SubjectConfirmationData/@Recipient。受

信者は、IdPがSAMLアサーションを送信する宛先です。TaniumServerは、sec_assertion_

allowed_recipientの設定を使用して、受信者を検証します。

xp_assertion_auth_class Assertion要素内の認証クラスのXpathセレクタ。

例：AuthnStatement/AuthnContext/AuthnContextClassRef/text()。認証クラ

スは、IdPがユーザを認証するために使用した方法を表します。TaniumServerは、[sec_assertion_

allowed_auth_context_classes]設定を使用して認証クラスを検証します。

xp_assertion_cond_before Assertion要素内のnot-before条件のXpathセレクタ。例：Conditions/@NotBefore。not-

before条件は、それ以前はアサーションが有効ではない日時を示します。[sec_check_assertion_

time_constraints]をtrueに設定する場合は、[xp_assertion_cond_before]に値が必要です。

xp_assertion_cond_after Assertion要素内のnot-on-or-after条件のXpathセレクタ。

例：Conditions/@NotOnOrAfter。not-on-or-after条件は、アサーションが無効になる日時

を示します。[sec_check_assertion_time_constraints]をtrueに設定する場合は、[xp_

assertion_cond_after]に値が必要です。

sec_check_assertion_time_

constraints

アサーションのnot-before (xp_assertion_cond_before)とnot-on-or-after (xp_assertion_cond_

after)の日時の条件の検証を有効 (チェックボックスを選択 )または無効 (チェックボックスを選択解除 )

にする設定 (任意 )。

sec_assertion_allowed_auth_

context_classes

IdPがユーザを認証するために使用したメソッドを表す認証クラスに設定可能な値のコンマ区切りのリ

スト (オプション)。例：

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport

。

sec_assertion_allowed_issuer アサーション発行者識別子の検証値 (オプション)。例：http://www.saml-

provider.com/YWJjZGVmMTIzNA。

sec_assertion_allowed_recipient アサーション受信者URLの検証値 (オプション)。

例：https://myhost.company.com/saml2/auth/custom。

sec_assertion_allowed_audience アサーション対象者の想定値 (オプション)。例：tanium-saml2。

sec_elt_assertion_signed TaniumServerにIdPからのアサーションの署名を検証させたい場合、このオプションを選択します。

sec_response_allowed_issuer 応答発行者識別子の検証値 (オプション)。例：http://www.saml-

provider.com/YWJjZGVmMTIzNA。

表33：カスタムIdPの設定 (続き)
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設定 ガイドライン

sec_response_allowed_

destination

応答送信先URLの検証値 (オプション)。

例：https://myhost.company.com/saml2/auth/custom。

sec_response_expiration 応答が有効で再利用可能な場合の秒単位の期間 (オプション)。値を指定しない場合のデフォルト

期間は300秒 (5分 )です。

表33：カスタムIdPの設定 (続き)

6. (SPが開始するSSOのみ)[Service Provider Initiated SSO (サービスプロバイダが開始するSSO)]セクションで、[Enable SP-

initiated SSO (SPが開始するSSOを有効化)]を選択し、以下の必須フィールドを構成します。

設定 ガイドライン

idp_sso_service_url ユーザがIdP経由でサービスにアクセスするSSOのURL。例：https://company.saml-

provider.com/app/companyinc_tanium/dGFuaXVtc2FtbA/sso/saml。

idp_sso_issuer SAML応答に想定される発行者識別子。例：http://www.saml-

provider.com/YWJjZGVmMTIzNA。値は、[sec_assertion_allowed_issuer]値と[sec_

response_allowed_issuer]値に一致する必要があります。

idp_sso_force_reauth 非アクティブ状態または手動のログアウトイベントによって終了した前回のTaniumConsoleセッショ

ンですでに認証されている場合にも、新しいセッションを開始するユーザにサインイン資格情報の

入力を求める場合は、[Enabled (有効 )]を選択します。デフォルトでは、このオプションは無効

で、ユーザはサインイン資格情報を入力することなく[Sign in with SSO (シングルサインオンでサ

インイン)]をクリックするだけで別のTaniumConsoleセッションを開始することができます。

TaniumConsoleのパスワードログインを

無効化する

TaniumConsoleへのサインインですべてのユーザがSAMLシングルサインオンを使用した認証を強

制的に受けるようにする場合は、このオプションを選択します。このオプションはTaniumConsoleア

クセスにのみ適用され、また、認証方法を介してTaniumServerのCLIまたはAPIへのアクセスを妨

げません。選択を適用するには最大で3分待機する必要があります。変更を有効にした後、サイ

ンインページには[Sign In with Password (パスワードでサインイン)]オプションが表示されなくなり

ます。

パスワードによるサインインを無効にしていて、SAML認証が機能しなくなった場

合 (IdPとの接続がダウンするなど)、ユーザはTaniumConsoleにアクセスできなく

なります。このような場合、ローカルまたはLDAPパスワード認証を再有効化す

るために、CLIを介してSPが開始するシングルサインオン(SSO)を無効化しなけ

ればなりません。CLI経由でSPが開始するシングルサインオン(SSO)を無効化

する(ページ361)を参照してください。

APIレベルでパスワードによるLDAP認証を無効にするには、LDAPサーバ構成

で [認証 (ページ349)]オプションを無効にします。

表34：SPが開始するシングルサインオン(SSO)の設定
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7. [Save (保存)]をクリックして変更を適用し、Tanium Server SPサービスを開始します。

SAMLシングルサインオンを使用したTanium Consoleへのサインイン手順については、「コンソールにサインイン

する(ページ21)」を参照してください。

要求署名証明書を生成する

一部 IdPでは、Tanium ServerなどのSPからのSAML要求にデジタル署名が必要です。IdPが要求を認証できるようにするには、要求

署名証明書と秘密キーを生成する必要があります。Tanium Serverはそのキーを使用して要求に署名し、IdPはその証明書を使用し

て署名を検証します。

TANIUM APPLIANCE展開環境で要求署名証明書を生成する

Taniumサポートに問い合わせる(ページ375)。

WINDOWS展開環境で要求署名証明書を生成する

1. Tanium Server CLIにアクセスします。必要に応じて、アクセス権限を昇格して管理者ユーザとしてコマンドプロンプトを開きま

す。

2. Tanium Serverのインストールフォルダに移動します。

3. 次のコマンドを実行して、証明書と秘密キーを生成します。<hostname>に対しては、Tanium ServerのFQDNを指定します。ア

クティブ/アクティブ展開環境では、ホスト名をコンマで区切ります(ts1.example.com,ts2.example.comなど)。サーバが

SAML通信で使用する証明書とキーファイル名として SAMLEncryptionを指定する必要があります。証明書とキーファイル名には、

それぞれサフィックス.crtと.keyが自動的に付加されます。

KeyUtility selfsign <hostname> SAMLEncryption

証明書とキーは、Tanium Serverのインストールフォルダの最上位の階層に生成されます。このファイルがある限り、Tanium

Serverは証明書とキーを使用して自動的にSAML通信を保護します。



© 2021 Tanium Inc. AllRightsReserved ページ361

Tanium ServerでSAMLEncryptionCertPathとSAMLEncryptionKeyPath設定を追加することで、証明書と

キーに別のファイル名、別の場所を設定することもできます。詳細は、Taniumサポートに問い合わせる(ページ

375)を参照してください。

4. 証明書をIdPに提供します。IdPで証明書を使用できるよう設定する際は、IdP管理者と協力してください。

CLI経由でSPが開始するシングルサインオン(SSO)を無効化する

Tanium ConsoleにアクセスせずにSPが開始するSSOを無効にする必要がある場合は、CLI経由でグローバルに[console_saml_sp_

enabled]を設定できます。

TANIUM APPLIANCE展開環境でシングルサインオンを無効にする

Tanium Appliance展開環境でシングルサインオンを無効にする手順については、Taniumサポートに問い合わせる(ページ375)。

WINDOWS展開環境でシングルサインオンを無効にする

1. Tanium Server CLIにアクセスします。必要に応じて、アクセス権限を昇格して管理者ユーザとしてコマンドプロンプトを開きま

す。

2. Tanium Serverのインストールフォルダに移動します。

3. 次のコマンドを実行します。

TaniumReceiver global-settings set console_saml_sp_enabled 0

変更が適用されるのを1分ほど待つか、Tanium Serverを再開して変更を直ちに適用します。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。

TaniumServerのSAMLSP サービスをオフにする

Tanium ServerのSAML SPとしての機能を停止する必要がある場合は、IdPの設定を削除することによってSPサービスを停止できま

す。
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1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] >[Authentication (認証)] > [SAML]に移動しま

す。

2. [Choose an IdP (IdPを選択)]をNo Provider (プロバイダなし)に設定して、[Save (保存)]をクリックします。

APIトークンの管理

APIトークンの概要

Tanium REST API認証トークンによって、長期に存在するが継続的に実行されていないワークフローの再認証を繰り返さなくても、

ユーザまたはサービスアカウントがTanium Serverとの長期セッションを確立できるようにできます。たとえば、モジュールのサービスアカウ

ントが、そのモジュールがアクション対象にしているコンピュータグループに対する更新を行うためにTanium Serverに定期的にアクセスす

るとします。

Tanium Serverは、APIリクエストに対してトークンを生成および保存します。このトークンは、そのリクエストを送信したユーザおよびペル

ソナに紐付けられます。各ユーザは複数のトークンを所有できます。トークンは、他のユーザではなくそのトークンを要求したユーザのみ

認証できます。トークンの認証資格情報と承認権限は要求したそのペルソナに属します。

トークンには設定可能な有効期限の間隔があります。長期的なワークフローを遮断しないよう、ユーザはトークンをrotate(ローテーショ

ン)させなければなりません。つまり、新しいトークンをリクエストし、現在のトークンを期限切れ前に取り消す必要があります。REST API

リファレンスへのアクセスについては、Taniumサポートに問い合わせる(ページ375)を参照してください。このリファレンスには、APIを使用

してトークンを手動または自動で要求したり、取り消したりする手順が記載されています。また、次のセクションで説明するように、

Tanium Consoleを介してトークンを確認し、手動で取り消すこともできます。

APIトークンを管理するには、micro adminアクセス権限のView Token (トークンの表示)、Use Token (トークンの使

用)、Revoke Token (トークンの取り消し)を持つロールが必要です。Admin(管理者)予約ロールにはこれらのアクセス

権限があります。

APIトークンの詳細を表示する

[API Tokens (APIトークン)]ページには、有効なAPIトークンの各種属性が表示されます。API トークングリッドは、取り消したトークン

の表示を停止します。グリッドは個々のトークンをそのID別に識別し、トークンが有効なユーザを示します。

1. メインメニューからAdministration (APIトークン運用管理)] > [Configuration (構成)] > [API Token (APIトークン)] に移動しま

す。

ページにトークンの属性が表示されます。ただし、トークン文字列は表示されません。
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2. (任意)トークン文字列を表示するには、グリッドでトークンを選択し、[View Token (トークンの表示)]をクリックします。

次の場合、Tanium Consoleでトークン文字列を表示することはできません。

•可視性タイムアウトが経過した(5分)

• [API Tokens (APIトークン)]ページまたはグリッドが表示更新された

•別のコンソールページに移動した

3. (任意) 特定のトークンを探すには、フィルタを利用します。

1. Filter by text (テキストでフィルタ):任意の列の値でグリッドをフィルタリングするには、[Filter items (フィルタ項目)]フィー

ルドにテキスト文字列を入力します。

2. Filter by attribute (属性でフィルタ):トークンが有効なユーザなどの属性でグリッドをフィルタリングします。 [Filters (フィ

ルタ)]セクションを展開し、[Add (追加)]をクリックします。続けて、属性と演算子を選択し、属性値のすべてまたは一部

を含むテキスト文字列を入力し、[Apply (適用)]をクリックします。複数の属性フィルタを追加すると、Boolean AND演

算子が適用されます。属性の指定を終えたら[Apply All (すべて適用)]をクリックしてグリッドをフィルタリングします。

APIトークンを作成する

1. トークンの作成対象のユーザまたはペルソナとしてTanium Consoleにサインインします。

トークンの認証資格情報と承認権限は要求したそのペルソナに属します。コンピュータグループとコンテンツセット

へのアクセスを制限するには、目的のアクセス権限を持つペルソナを作成し、新しいペルソナでサインインしま

す。

2. メインメニューからAdministration (APIトークン運用管理)] > [Configuration (構成)] > [API Token (APIトークン)] に移動しま

す。
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3. [New API Token (新規APIトークン)]をクリックし、トークンを構成設定します。

1. メモ(任意):このペルソナの目的の説明を入力します。

2. Expire in days (有効日数):期限切れ時間を入力します。

デフォルトの期限切れ時間(7日)を変更する方法については、「APIトークンのデフォルト期限切れ時間

を設定する(ページ365)」を参照してください。

3. 信頼関係のあるIPアドレス: Tanium Serverとの認証にこのトークンを使用する各システムのIPアドレスを入力します。

複数のエントリを区切るには、コンマまたは改行を使用します。

システムがトークンを使用できるようにするには、0.0.0.0/0を入力します。ただし、セキュリティ上、す

べてのシステムでトークンを有効にするのは非本番環境でのみにしてください。

トークンを使用できるシステムを指定する方法については、「システムがAPIトークンを使用できるように

する(ページ364)」を参照してください。

4. [Save (保存)]をクリックして、トークンの詳細を確認します。

5. (任意) 後の参照用にトークンを記録する場合は、トークンをクリップボードにコピーし、[Close (閉じる)]をクリックします。

可視性のタイムアウト (5分)の時間が経過したり、[API Tokens (APIトークン)]ページまたはグリッドを表示更新

したり、あるいは別のコンソールページに移動したりすると、Tanium Consoleでトークンを表示できなくなります。

システムがAPIトークンを使用できるようにする

ユーザがTanium ServerにアクセスするのにAPIトークンを使用することを許可するシステムを指定するには、このタスクを実行します。別

のシステムからの特定のAPIトークンの使用を許可するには、トークンの作成時にそのシステムを指定します(「APIトークンを作成する

(ページ363)」を参照)。

デフォルトでは、Tanium ServerはTanium Module Serverからのトークンリクエストを許可するため、Module Serverを

許可リストに追加する必要はありません。

1. メインメニューから、Administration (プラットフォーム設定運用管理)] > [Management (管理)] > [Global Settings (グローバル

設定)]に移動します。

2. api_token_trusted_ip_address_list設定を選択し、[Selected System Setting (選択したシステム設定)]パネルで [Edit (編

集)]をクリックします。

3. [SettingValue (設定値)]に、ユーザがTanium Serverへのアクセスにトークンを使用するホストシステムのIPアドレスを指定しま

す。192.0.2.1,192.0.2.2といった具合に、コンマを使用してエントリを区切ります。

システムがトークンを使用できるようにするには、0.0.0.0/0を入力します。ただし、セキュリティ上、すべてのシス

テムでトークンを有効にするのは非本番環境でのみにしてください。
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4. [Save (保存)]をクリックします。

APIトークンのデフォルト期限切れ時間を設定する

デフォルトでは、APIトークンは作成後1週間で失効します。デフォルトの期限切れ時間の変更は、設定変更後に作成されたトークン

にのみ適用されます。既存のトークンに対する時間は変更できません。有効期限の間隔を変更するには次の手順を実行します。

1. メインメニューから、Administration (プラットフォーム設定運用管理)] > [Management (管理)] > [Global Settings (グローバル

設定)]に移動します。

2. api_token_expiration_in_days設定を選択し、[Selected System Setting (選択したシステム設定)]パネルで [Edit (編集)]

をクリックします。

3. [Setting Value (設定値)]に期限切れ時間(日単位)を設定して、[Save (保存)]をクリックします。

API トークンを取り消す

API トークンは、そのセキュリティが疑わしい場合、あるいはその関連ユーザが既に組織にいない場合は取り消した方が良いかもしれま

せん。

1. メインメニューからAdministration (APIトークン運用管理)] > [Configuration (構成)] > [API Token (APIトークン)] に移動しま

す。

2. APIトークンを選択して、[Delete Selected (選択内容を削除)]を削除をクリックし、操作を[Confirm (確定)] します。

取り消されたトークンはAPI トークングリッドに表示されなくなります。
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パート12：トラブルシューティング

Tanium ConsoleおよびTanium Interactに関連する問題のトラブルシューティングを行うには次の手順、設定、ログを使用します。追

加的なトラブルシューティング情報についてはTaniumサポートKB：Tanium Consoleを参照してください。

基本的なトラブルシューティングのヒント

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ことを確認するには、Taniumサポートに問い合わせる(ページ375)。

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、すべてのプラットフォームサーバ

のビルド番号が7.4.5.1200であることを確認します。[Build (ビルド )]番号は、Tanium Consoleの右上の、ユーザ名の下に表

示されます。

l Tanium Consoleに報告されたエラーメッセージを確認します。Consoleエラーログを表示およびコピーする(ページ367)を参照

してください。

l Tanium ClientからQuestionに対する応答がない場合は、クライアント接続のステータスを確認します。「Tanium Clientの接

続をトラブルシューティングする(ページ367)」を参照してください。

l Tanium Clientによってアクションが実行されない場合は、次のログを調べます。

l アクションログ: Tanium Consoleからアクションログを表示する手順については、「アクション関連の問題を調査する

(ページ170)」を参照してください。

l アクション履歴ログ:「Tanium Client管理ユーザガイド :アクション履歴ログ」を参照してください。

l アクションスケジューラログ: 「Tanium Core Platform展開リファレンスガイド :アクションスケジューラログ」を参照してくだ

さい。

l Tanium Consoleが使用できない場合、データベースサーバのTaniumデータベースのステータスを確認します。また、Tanium

Serverサービスのステータスを確認し、必要に応じて再起動します。Tanium Serverサービスを管理する(ページ366)を参照し

てください。

l 認証エラーによってTanium Consoleにアクセスできない場合、<Tanium_Server>/Logsディレクトリの認証ログ

(auth<#>.txt)を確認します。

l 特定のTanium Consoleページまたは機能にアクセスしようとしたときにアクセス権限エラーが表示された場合は、ご使用のユー

ザペルソナに必要なアクセス権限があることを確認します。「ユーザロールの要件(ページ34)」を参照。

Tanium Serverサービスを管理する

Tanium Serverサービスのステータスを確認する手順、およびTanium Serverサービスはプラットフォームによって異なります。

l Windowsインフラストラクチャ: 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。

l Tanium Appliance: Tanium操作メニューを介してtaniumserverにアクセスするには、Tanium Applianceデプロイガイ

ド：Taniumサービスの起動、停止、再起動を参照してください。

https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/sections/206620967-Tanium-Console
https://docs.tanium.com/client/client/troubleshooting.html#Action_History_Logs
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/logs.html#action_scheduler_logs
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/tanium_operations_menu.html#tanium_service_control
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/tanium_operations_menu.html#tanium_service_control
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Consoleエラーログを表示およびコピーする

Tanium Consoleでは、ご使用のウェブブラウザでのエラーログは、ローカルホストコンピュータに保存されます。これには、ブラウザから実

行されたアクションに対する応答としてコンソールに返された最後の100個のエラーの詳細が含まれます。たとえば、構成の保存またはコ

ンテンツファイルのインポートの試みに関連するエラーをログに記録するように構成したとします。コンソールは、使用されたブラウザごとに

1つのログを保持します。

1. メインメニューに移動して、サインインしたユーザ名の横にあるセレクタをクリックし、[Local Error Log (ローカルのエラーログ)]を選

択します。

2. (任意)ログエントリを展開し、[Copy (コピー)] をクリックして、ログの詳細をクリップボードにコピーします。

Interactのログを収集する

Tanium InteractのトラブルシューティングでTaniumに情報を送信するには、以下のようにしてログおよびその他関連情報を収集しま

す。情報はZIPファイルの形式で保存され、ブラウザからダウンロードできます。

1. Interactの [Overview (概要)] ページから [Help (ヘルプ)] をクリックします。

2. [トラブルシューティング] セクションで [Download Support Package (サポートパッケージをダウンロード )] をクリックします。

tanium-interact-support-<date-time>.zipファイルがローカルのダウンロードディレクトリにダウンロードされます。

3. Taniumサポート案件フォームにZipファイルを添付するか、Taniumサポートに送信します。

Tanium Clientの接続をトラブルシューティングする

[Client Status (クライアントのステータス)]ページには、Tanium Clientの登録と接続の状態に関する情報が表示され、。
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[Client Status (クライアントのステータス)]ページを表示し、そのグリッドをフィルタリングするには、システムステータスの

読み取りアクセス権限を持つロールが必要です。Administratorロールを持つユーザには、このアクセス権限があります｡

TaniumClientの登録および通信のステータスを表示する

1. メインメニューから、[Administration (クライアントのステータス管理)] > [Management (管理)] [Client Status (クライアントス

テータス)] に移動します。

2. (任意)特定のTanium Clientのステータス詳細のみを表示するには、登録間隔や接続ステータスなどのデフォルトのフィルタ設定

を編集します。

次の表に、各Tanium Clientの[Client Status (クライアントのステータス)]ページに表示される情報を示します。

列 説明

ホスト名 エンドポイントのホスト名。

ネットワークロケーション(クライアン

トから)

クライアント上のセンサーから返されたクライアントのIPアドレス。

ネットワークロケーション(サーバか

ら)

最後の登録時にTaniumServerまたはZone Serverに記録されたクライアントのIPアドレス。

方向 円はクライアントを表し、矢印は接続を表します。取り得る接続の状態については、表36を参照してくださ

い。

有効なキー No (いいえ)は、他のTaniumCore Platformコンポーネントとの通信を保護するためにTaniumClientが使用

する公開キーに問題があることを示します。この問題を解決するには、TaniumClientを再インストールするか

(TaniumClient Managementユーザガイドの「TaniumClientの展開」を参照 )、公開キーを再展開します(「イ

ンフラストラクチャ構成ファイル(キー)のダウンロード」)。

表35：[Client Status (クライアントのステータス)] 列

https://docs.tanium.com/client/client/index.html
https://docs.tanium.com/client/client/deployment.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_keys_management.html#download_key
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_keys_management.html#download_key
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列 説明

送信ステータス l Normal (正常 ): クライアントは、バックワードおよびフォワードピアにデータを送信しています。

l None (なし): クライアントは、フォワードおよびバックワードのどちらのピアにもデータを送信していません。

l Forward Only (フォワードのみ): クライアントはフォワードピアにデータを送信していますが、バックワードピ

アには送信していません。

l Backward Only (バックワードのみ): クライアントはバックワードピアにデータを送信していますが、フォワード

アには送信していません。

受信ステータス l Normal (正常 ): クライアントは、データをバックワードおよびフォワードピアからデータを受信しています。

l None (なし): クライアントは、フォワードおよびバックワードのどちらのピアからもデータを受信していせん。

l Next Only (次のピアのみ): クライアントは、フォワードピアからデータを受信していますが、バックワードピア

からは受信していせん。

l Previous Only (前のピアのみ): クライアントは、バックワードピアからデータを受信していますが、フォワード

ピアからは受信していせん。

Status (ステータス) l 通常 :クライアントは正常に通信しています。

l 低速リンク:クライアントには、スループットが異常に遅い接続があります。

l リーダ:クライアントは、バックワードリーダかフォワードリーダ、クライアントグループリーダ、ピア接続のないクラ

イアント (隔離されたサブネット内のクライアントなど)のいずれかであり、TaniumServerまたはZone Server

と通信しています。

l Blocked (ブロック中 ):クライアントの通信が安定していません。

最終登録 TaniumClientがTaniumServerまたはZone Serverに登録された日付と時刻。

プロトコルのバージョン(デフォルト

では非表示 )

Taniumプロトコルのバージョン。プロトコルの詳細は、「TLS通信」を参照してください。

バージョン TaniumClientのバージョン。

表35：[Client Status (クライアントのステータス)] 列 (続き)

[Direction (方向)] 列は、次の規則に基づくアイコンでTanium Clientの接続状態を表します。

l 上向きの矢印は、Tanium ServerまたはZone Serverとの接続があることを示します。

l クライアントから遠ざかる横向き矢印は、ピアへのアウトバウンド接続であることを示します。

l クライアントに向かう横向き矢印は、ピアからのインバウンド接続であることを示します。

l クライアントの右側にある横向き矢印は、順方向のピア接続状態であることを示します。

l クライアントの左側にある横向き矢印は、逆方向のピア接続状態であることを示します。

l 点線付きの横向き矢印は、接続が遅いことを示します。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_keys_management.html#Tanium_Protocol
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[Direction (方向)] 列で、Tanium Clientがリーダである理由を理解し、接続の問題を特定できます。次の表は、とりうる接続状態の

一覧です。

Attribute

(属性 )

値 説明

リーダー 逆方向 クライアントは、リニアチェーンの一方の側を終端するバックワードリーダです。通常、その一次チェーンで最小

のIPアドレスを持ちます。

順方向 クライアントは、リニアチェーンの一方の側を終端するフォワードリーダです。通常、その一次チェーンで最大の

IPアドレスを持ちます。

クライアントグループ リニアチェーンがクライアントの最大数に達したためにクライアントグループのリーダとして指定されています。

分離型 クライアントは、TaniumServerまたはZone Serverにのみ接続していて、他のクライアントへの接続のない分

離リーダです。IPアドレスが分割サブネットの範囲内にあるか、接続するローカルサブネットにピアがないクライ

アントは、分離クライアントとみなされます。

近接クライ

アント

横向き矢印なし これは、分離リーダと同じです。

片側横向き矢印

or

クライアントにはピアのクライアントグループリストがありますが、ピア接続が確立されていません。通常この状態

は、エンドポイント上のホストベースのファイアウォールがクライアントとのインバウンド接続を許可していない場

合など、設定ミスが原因で発生します。

両側に横向き矢

印

クライアントにはピアのクライアントグループリストがあり、示された方向でピアと接続しています。

クライアント

の状態

通常 クライアントは正常に通信しています。

ブロック クライアントの通信が安定していません。これは、ネットワークの問題、あるいはウイルスプログラムによってクライ

アントの動作が遅くなるなどのホスト側リソースの問題が原因で発生することがあります。

表36：Tanium Clientのピア接続状態
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TaniumClientのステータス詳細をエクスポートする

[Client Status (クライアント ステータス)]ページの情報をCSVファイルとしてエクスポートすることができます。また、AdminAdmin予約

ロールを持っている場合は、JSONファイルとしてエクスポートすることもできます。

1. メインメニューから、[Administration (クライアントのステータス管理)] > [Management (管理)] [Client Status (クライアントス

テータス)] に移動します。

2. 特定のTanium Clientの情報のみをエクスポートするには、グリッドで行を選択します。すべてのクライアントの情報をエクスポート

する場合は、この手順を省略します。

3. [Export (エクスポート )] をクリックします。

4. (任意)デフォルトのエクスポートファイル名を編集します。

ファイルのサフィックス(.csvまたは.json)は、選択された [形式 ] に基づいて自動的に変更されます。

5. [Export Data (データのエクスポート )]オプションを選択します。グリッド内の [All (すべて)]のクライアント、または [Selected (選択

済み)]クライアントのみの情報のいずれかです。

6. ファイルの形式を選択します。JSON (Administrator予約ロールのみ)またはCSV。

7. [Export (エクスポート )]をクリックします。

Tanium Serverは、Tanium Consoleへのアクセスに使用されたシステムのDownloadsフォルダにファイルをエクスポートします。

TaniumClientのステータス詳細をコピーする

[Client Status (クライアント ステータス)]ページからクリップボードに情報をコピーし、その情報をメッセージやテキストファイル、またはス

プレッドシートに貼り付けることができます。グリッドの各行は、コンマで区切られた値の文字列です。

1. メインメニューから、[Administration (クライアントのステータス管理)] > [Management (管理)] [Client Status (クライアントス

テータス)] に移動します。

2. 次のいずれかの手順を実行します。

1. 行情報をコピー:行を選択して [Copy (コピー)] をクリックします。

2. セル情報をコピー:セルの上にカーソルを重ねて、[Options (オプション)] をクリックし、[Copy (コピー)] をクリックします。

サーバのログレベルを設定する

トラブルシューティングでは、Tanium ServerとTanium Module Serverのログの冗長性レベルを変更するようTaniumサポートから指示

されることがあります。

Log Level (ログレベル)ページを表示および使用するには、Administrator予約ロールが必要です。
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1. メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] > [Common (共通)] >  [Log Level (ログレベル)]に

移動します。

2. ログレベルを設定し、[Save (保存)]をクリックします。

以下の10進値は、個々のユースケースのベストプラクティスです。

1. 0： ログは無効。

2. 1： 通常のログレベル。

3. 41： トラブルシューティング中のベストプラクティス値。

4. 91以上：最も詳細なログレベル。短時間だけ有効レベルを変更するように指示することがあります化。

プラグインとプラグインのスケジュールを表示する

プラグインは、Tanium Core Platformのコンポーネントやモジュール、共有サービスに対する拡張機能です。定期実行プラグインとは、

指定された間隔で実行するように設定されているプロセスです。プラグイン操作は通常、ユーザに対して透過的です。ただし、予期しな

い動作のトラブルシューティングでは、Taniumサポートからプラグインの詳細を確認するよう指示されることがあります。

[Configuration (構成)]ページにアクセスしてプラグイン情報を表示できるのは、Administrator予約ロールを割り当て

られているユーザだけです。

インストール済みプラグインの詳細を表示するには、メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] >

[Common (共通)] > [Plugins (プラグイン)]に移動します。

スケジュール済みプラグインの詳細を表示するには、メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)] >

[Common Plugin Schedules (プラグインスケジュール)] に移動します。

プラグイン実行の履歴を確認するには、Tanium Module Serverの<Module_Server>/Logsフォルダにあるmodule-

history<#>.txtログを確認します。

パッケージファイルリポジトリの使用状況を表示する

デフォルトではTanium Serverは、Tanium Clientにダウンロードするパッケージファイルを <Tanium Server>\Downloadsフォルダに保

存します。ダウンロードの問題のトラブルシューティングでは、Taniumサポートからこのリポジトリの使用状況を監視するよう指示される

場合があります。

[Package File Repository (パッケージファイルリポジトリ)]ページを表示および使用できるのは、Administrator予約

ロールを持つユーザだけです。
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メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Configuration (構成)]> [Tanium Server] > [Package File Repository (パッ

ケージファイルリポジトリ)] に移動して、情報を確認します。

センサー結果収集時のリソースの使用状況を監視する

Tanium Data Serviceは、ユーザがQuestionを発行したときにオフラインのエンドポイントの結果を表示できるよう、収集用に登録され

ているすべてのセンサーの結果を収集して保存します。センサーによる収集では、ネットワーク帯域幅やエンドポイントでの処理、

Tanium Serverのディスクスペースなどのリソースが消費されます。センサーのカーディナリティが大きくなるほど、リソースの消費量は増

大します。たとえば、IP Addressセンサーはクエリ対象のエンドポイントごとに一意の結果文字列を生成しますが、Operating System

(OS)センサーは、同じOSを持つすべてのエンドポイントについて同じ文字列を生成します。つまり、高カーディナリティのIP Addressセン

サーの方が、必要とする帯域幅、CPU使用量、ストレージは多くなります。Interactは、結果の収集に関係するリソース使用率指標を

視覚化できるチャートを提供します。

センサー結果の収集に関する詳細と手順については、「収集したセンサー結果を管理する(ページ197)」を参照してく

ださい。

1. Interactの[Overview (概要)]ページに移動して、[Info ]をクリックします。

2. 以下のチャートを確認します。

1. ハーベスト指標 :ハーベスト指標チャートは、登録センサーについてQuestion結果が収集されたときに処理されるデータ

ベース行数関係の指標を表示します。これらのチャートは、[Continuous Harvest (継続的ハーベスト )]オプションが選

択されている場合にのみ表示されます。詳細は、「センサー収集の詳細な構成設定をする(ページ200)」を参照してくだ

さい。

2. Data Serviceステータス:センサー収集プロセスに関係する指標を表示するチャートで、[Continuous Harvest (継続的

ハーベスト )]オプションを選択解除すると表示されます。デフォルトでは、Tanium Data Serviceは1時間おきにデータ収

集プロセスを実行して、登録センサーの結果を収集し、15分おきにガベージ収集プロセスを実行して、期限切れの結

果文字列を削除します。このチャートでは以下のアイコンが使用されます。アイコンにカーソルを合わせると、特定のプロ

セスインスタンスの詳細が表示されます。
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1. :正常に完了したプロセス

2. :現在実行中のプロセス

3. :エラーのあるプロセス

4. :保留中のプロセス

3. Data Serviceのセンサー指標 : Data Serviceのセンサー指標チャートでは、特定のセンサーによって、ストレージを大量

に消費する結果文字列が生成されているかどうか判定することができます。

4. Data Serviceのデータベース指標 : Data Serviceのデータベース指標チャートは、Tanium Data Serviceのディスク容量

使用率に関する指標を提供します。[Database Key Size (データベースのキーサイズ)]および [Database Value Size

(データベースの値サイズ)]チャートには、バイト単位で使用量が表示されます。

5. Data Serviceのリソース消費指標 : Data Serviceのリソース消費指標チャートでは、Tanium Data Serviceのリソース

使用率を判定することができます。

センサー収集でリソース消費量が多すぎると判定した場合は、次のソリューションを検討してください。

l オフラインのエンドポイントの保存済み結果を表示するユーザにとって、現在重要ではないと判断したセンサーの収集を一時停

止する:「センサーの収集を一時停止 /再開する(ページ199)」を参照してください。

l ユーザが保存済み結果を見る必要がないセンサーを登録解除する:「収集用センサーを登録 /登録解除する(ページ198)」を

参照してください。

l 特定のセンサーの収集結果がユーザにとって有用でない場合は、そのセンサーの結果をパージする:「特定のセンサーの結果を

パージする(ページ200)」を参照してください。

l 結果の収集とガベージの収集に適用されるデフォルト設定の編集については、Taniumサポートに問い合わせる(ページ375)。

「センサー収集の詳細な構成設定をする(ページ200)」と「期限切れのセンサー結果の削除を設定する(ページ201)」を参照し

てください。

l サービスアカウントユーザの管理権限を簡素化し、キャッシュクエリのパフォーマンスを改善する:「コンピュータグループの管理

(ページ300)」を参照してください。

情報ページを表示する

Taniumサポートから、情報ページに表示される設定やカウンタを確認するよう指示されることがあります。

1. ブラウザを開き、https://<FQDN>/infoへ移動します。

2. プロンプトが表示されたら、管理者予約ロールが割り当てられているユーザの資格情報を指定します。
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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、また初期展開環境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｡ また、Taniumサポートにログやその他の情報をZIPファイル形式でまとめて送信することもできます。「 Interactのログを収集

する(ページ367)」を参照してください。

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。

https://support.tanium.com/
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参照：Questionの例

Tanium Interactを使用してエンドポイントに発行できるQuestionの種類については、次の例を参照してください。

初心者向けのQuestionの例

次に、一般的なQuestionの例を示します。

すべてのエンドポイントまたは特定のエンドポイントに対する実行サービスのリストを入手するには？

Get Running Service from all machines

Get Service Details from all machines

Get Running Service from all machines with Computer Name containing "<hostname>"

すべてのエンドポイントまたは特定のエンドポイントで実行中のプロセスの一覧を取得するにはどうしますか？

Get Running Processes from all machines

Get Running Processes from machines where Computer Name contains "<hostname>"

Get Running Processes and Computer Name contains "<hostname>" from all machines

Windowsのレジストリキーと値を表示するにはどうしますか？

Get Registry Value Data[registry key path, value-name] from all machines

Get Registry Value Data[HKEY_LOCAL_
MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion, CommonFilesDir] from all
machines

Get Registry Key Value Exists[registry key path, value-name] from all machines
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Get Registry Key Exists[HKEY_LOCAL_
MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion, CommonFilesDir] from all
machines

開いているポートのリストを取得するにはどうしますか？

Get Computer Name and Open Port from all machines

Get Open Port from machines where Computer Name contains "<hostname>"

Get Open Port from all machines with Computer Name containing "<hostname>"

ユーザ認証情報を取得するにはどうしますか？

Get Logged In Users contains "<user name>" from all machines

Get Logged In Users containing "BABOON08D9ANGUI\Administrator" from all machines

Get Logged In Users and Computer Name from all machines

Get Local User Login Dates from all machines

Get Logged In Users and Client Date from all machines

Get Last Logged In User and Client Date from all machines

Get Computer Name and Last Date of Local Administrator Login from all machines
with Last Date of Local Administrator Login not containing "no results"

Get Local Administrators from all machines

現在ログインしているユーザを確認するにはどうしますか？

Get User Sessions from all machines
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ユーザが最後にログインした日時を確認するにはどうしますか？

Get local User Login Dates from all machines

サービスアカウントログインを取得するにはどうすればよいのか?

Get Service Login Names from all machines

証明書情報を取得するにはどうしますか？

Get Machine Certificates[authroot] from all machines

Get Machine Certificates[disallowed] from all machines

Get Machine Certificates[root] from all machines

中間証明書：

Get Machine Certificates[CA] from all machines (Intermediate Certs)

Linux環境で実行中のOracleインスタンスをすべて検出するにはどうしますか？

Get computer name and running processes that contains "ora_pmon" from machines
with running processes contains "ora_pmon"

資産情報はどのようにして入手できますか？

Get Cpu and Cpu Details and Chassis and Architecture and Serial Number and
Computer Name and Bios and IP Address and Mac Address and serial number from all
machines

ダッシュボードに関するQuestionの例

ダッシュボードやカテゴリに保存済みQuestionの事前定義リストを確認することは、Questionを使用して意味のある結果を得る方法を

学ぶのに役立ちます。以下の例は、<category> > <dashboard>によって組織化されているいくつかの事前定義されたQuestionを示

しています。
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セキュリティ>データ漏洩

Get Computer Name and Non-Approved Established Connections from all machines with
Non-Approved Established Connections containing ":"

セキュリティ>ワイヤレスネットワークセキュリティ

Get Wireless Networks Visible from all machines

Get Hosted Wireless Ad-Hoc Networks from all machines with Hosted Wireless Ad-Hoc
Networks containing "started"

Get Unencrypted Wireless Networks from all machines with Unencrypted Wireless
Networks containing "open"

Get Wireless Networks Using WEP from all machines with Wireless Networks Using
WEP containing "wep"

セキュリティ>プロアクティブセキュリティ

Get Firewall Status containing "disabled" from all machines with Firewall Status
containing "disabled"

Get Computer Name and Open Share Details from all machines with Open Share
Details not containing "No shares"

セキュリティ>ワークステーションUSB書き込み保護

Get USB device details from all machines

Get Computer Name and Username from all machines with ( Operating System not
containing "server" and USB Write Protected containing "False" )

Get Computer Name and Username from all machines with ( Operating System not
containing "server" and USB Write Protected containing "True" )
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関連情報：高度なQuestion構文

正規表現を使用する

Questionパーサは、正規表現による一致検索をサポートしています(ブースト構文)。

次の例は、tam.localドメインにある、tで始まるコンピュータ名を一致検索しています。

図94：正規表現による一致検索

Detect Primary Alertsセンサーは正規表現を使用して、0〜9のいずれかの数字に一致する結果を収集します。DetectアラートのIDは

数値であるため、この式では空の結果は含まれません。

https://www.boost.org/doc/libs/1_54_0/libs/regex/doc/html/boost_regex/syntax/perl_syntax.html
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図95：空の結果を除外する正規表現

否定と正規表現の組み合わせを使用してフィルタ式を作成することもできます。たとえば、事前定義のコンピュータグループNo

Computersは、not matches式と正規表現(.*)からなるQuestionを使用して、空の結果を検索します。作成者は[Computer

Name (コンピュータ名)]が必ず文字列を返すことを分かっており、これは予定済みアクションをオフにする賢明な方法です。Defaultアク

ショングループ、No Computersのみが含まれています。Tanium Serverが特定のアクションをどのエンドポイントにも展開しないようにす

るには、Defaultアクショングループを対象にするようにアクションを修正します。
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図96：何にも一致しない正規表現

コンピュータグループのフィルタを使用する

from句にコンピュータグループを指定したQuestionを発行することができます。コンピュータグループには、管理グループまたはフィルタグ

ループを指定することができます(これらの種類の詳細は、「コンピュータグループの管理」を参照)。

フィルタ定義のメンバーシップを持つコンピュータグループの場合、Questionパーサは指定されたコンピュータグループ名を、メンバーシッ

プを決定するQuestionに変換します。次の例では、Windowsという名前のコンピュータグループがis Windows contains trueとい

う定義に変換されています｡

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_computer_groups.html
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図97：フィルタ定義のメンバーシップを持つコンピュータグループを持つfrom句

センサー列フィルタを使用する

複数列センサーは、1つの回答で複数の関連情報を収集することを目的としています｡

図98：複数列センサーの結果

Installed Applicationsなど複数列センサーの結果を絞り込むために正規表現starts withやends with、あるいはcontainsを

使用する場合は注意が必要です。複数列センサーの結果文字列は、実際には列区切り文字を含む1つの文字列になるためです。

注意を怠ると、予期していなかった列の文字列と一致したり、存在することも知らなかった非表示列の文字列に一致したりすることがあ

ります。複数列センサーからの結果を一致検索する列を指定することができます。この構文はget sensor having

sensor:column contains valueです。列名は大文字と小文字が区別されます。単一列のフィルタは、センサー定義が単一の

文字(例：「|」)で列区切り文字を指定する場合にのみ使用できます。複数の文字(例：「|:」)では使用できません。すべての列からの

結果を一致させるには、構文はget sensor contains valueとします。

次の例では、get句でセンサー列フィルタを使用しています。
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図99：get句のセンサー列フィルタ

次の例では、get句とfrom句の両方でセンサー列フィルタを使用しています。

図100：get句とfrom句のセンサー列フィルタ

$substring()フィルタを使用する

$substring()フィルタを使用して、結果の文字列パターンを一致検索できます。$substring()関数は、引数としてセンサー名と

開始位置( 0は先頭位置)、文字数を取ります。

次の例は、Installed Applicationsセンサーの結果から、先頭2文字が文字列Goに一致する結果を一致検索します｡

図101：$substring()フィルタ
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$substring()フィルタは、複数列センサーでは使用できません。

「in」演算子を使用する

in演算子を使用すると、一致するセンサー結果のコレクションを指定できます。この演算子は、Boolean ORに変換されるコンマ区切

りの引数リストを取ります。

次の例では、in演算子を使用して、結果にVirtualまたはPhysicalを含むfrom句のセンサーフィルタを検索しています。

図102：from句のin演算子

次の例では、in演算子を使用して、from句のセンサー列フィルタを検索しています｡

図103：in演算子とセンサー列フィルタ

ネスト構造のフィルタを使用する

Questionのfrom句では、入れ子のフィルタをはじめとして複数のフィルタを構成できます。
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次の例は、[Question Builder (Questionビルダ)]における入れ子のフィルタを示しています。この例では、1つの一致検索式と入れ子

式のいずれか一方とが組み合わせられます｡

図104：Questionビルダでの入れ子構造のフィルタ

[Explore Data (データ探索)] フィールドで入れ子構造のフィルタを指定することもできます。

図105：[Explore Data (データ探索)] フィールドの入れ子構造のフィルタ

次の例は、両方またはいずれか一方に一致のBooleanロジックを示しています。

図106：[Explore Data (データ探索)] フィールドの入れ子構造のフィルタ



© 2021 Tanium Inc. AllRightsReserved ページ387

高度なセンサー設定を指定する

Tanium Clientの応答は、Questionメッセージで指定した詳細なセンサー設定に従っている必要があります。Questionビルダ(次の図

を参照)や [Explore Data (データを探索)] フィールドでは、詳細なセンサーを設定できます。

図107：Questionビルダ： 高度なセンサー設定

次の表は、詳細なセンサー設定について説明しています。

設定 ガイドライン

Case Sensitivity (大文字 /

小文字の区別 )

文字列をグループ化：

l Ignore case (大文字 /小文字を無視 ):大文字と小文字を区別しないで結果の値をグループ化してカウントしま

す。

l Match case (大文字 /小文字を区別 ):大文字と小文字を区別して結果の値をグループ化してカウントします。

表37：高度なセンサー設定
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設定 ガイドライン

Matching (一致条件 ) このオプションは [from computers with]でのみ使用できます。

一部のセンサーでは、TaniumClientが複数の結果を返すことがあります｡センサーがfrom句でフィルタとして使用さ

れる場合、結果の一部または全部がフィルタに一致するかを指定します：

l Match Any Value (任意の値に一致 ):回答内の任意の値が､Questionで指定された値と一致している必要が

あります。

l Match All Values (すべての値に一致 ):回答内のすべての値が､Questionで指定された値と一致している必要

があります。

たとえば、IPアドレスセンサーに対する回答では、TaniumClientはIPv4アドレスとIPv6アドレスの両方を返すことができ

ます。たとえば、192.168を含むIPアドレスセンサーに基づくQuestionで､IPv4アドレスには一致しても、IPv6アドレス

には一致しない可能性があるとしましょう｡ この場合は、[Match Any Value (任意の値に一致 )]オプションを利用する

こともできます。

表37：高度なセンサー設定 (続き)
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設定 ガイドライン

Treat Data As (適用する

データ型 )

Interactは、ユーザが指定した種類のデータとしてセンサー値を処理します。

タイプ 例

日付 /時刻 (BES) 2021年1月29日金曜日 13:14:39 -0500

日付 /時刻 (WMI) 20210129131439.999999-500

ファイルサイズ 8192 KB

1～100 MB

500 MB

34 GB

整数 -100

0

64428

100000000

IPアドレス 10.70.144.52

fe80::8c22:fed6:7720:3c96

数値 -100.77

0,25

1

3.1415926534

10.20.30.40

512:17472:192.168.2.187_512:0:98.30.236.25

1.0e-10

テキスト (任意の有効な文字列を指定可能 )

時間 42分

8時間

1日未満

2週間

36日

2年、3ヶ月、18日、4時間、22分、3.67秒

バージョン 7.4.4.1250

表37：高度なセンサー設定 (続き)
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設定 ガイドライン

MaximumData Age (最

大データ経過時間 )

TaniumClientがキャッシュされた結果を使用してQuestionに回答できる最大時間。たとえば、ファイルサイズセンサー

の最大データ経過時間はデフォルトで15分です。TaniumClientはファイルサイズセンサーを実行するQuestionを送

信されると、結果がキャッシュされます。次の15分の間にTaniumClientにファイルサイズセンサーを含むQuestionが入

力された場合は、そのキャッシュ結果が回答として返されます。15分の経過後にファイルサイズセンサーを含む

Questionを受けた場合は、センサースクリプトを再度実行して新しい回答を計算します。

ステータスや使用率センサーなど、頻繁に変更がある値を返すセンサーには､経過時間値を小さくします｡筐体の種

類やActive Directoryドメインのメンバーシップなど、通常は頻繁には変更のない値には、経過時間値を大きくしま

す。

表37：高度なセンサー設定 (続き)

次の例では、Treat Data as <type>オプションを指定しています｡ この構文は､sensor?type=valueです｡

図108：高度なセンサー設定 - Treat Data as type

例に示すように、Treat Data as typeオプションは､Free Memory greater than 300というような比較演算子とともに使

用します｡

次の例では、Max Ageオプションを指定しています。構文は､sensor?maxAge=valueです｡ [Explore Data (データ探索)] フィー

ルドでmaxAgeを指定する場合は、秒数を指定します。

図109：高度なセンサー設定 - maxAge

次の例では、Ignore Caseオプションを指定しています。構文はsensor?ignoreCase=value。0は一致するケースで1は無視してく

ださい。
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図110：高度なセンサー設定 - ignoreCase

次の例では、Matches allオプションを指定しています。1台のマシンには､複数のインターフェースがあって、複数のIP アドレスが存在す

ることがあります。この例のMatches allオプションは、指定した文字列と一致するすべてのIPアドレスを持つコンピュータに関してのみ結

果をフィルタリングすることを目的としています｡ このオプションは、from句でのみ指定できます。構文は､with all sensor

contains valueです。

図111：高度なセンサー設定 -すべて一致

次の例は、複数の詳細センサーオプションを指定する方法を示しています。

図112：高度なセンサー設定 -複数の設定



© 2021 Tanium Inc. AllRightsReserved ページ392

高度なQuestion設定を指定する

[Force Computer ID (Computer IDを強制)] を使用すると、Tanium Clientからの応答に強制的にコンピュータIDを含めさせることで、

計数型Questionを非計数型Questionに変換することができます。このオプションを選択すると、[Question Results (Questionの結

果)] ページにコンピュータIDが含まれなくなることに注意してください。非計数Questionに変換することは、計数Questionがtoo many

resultsという回答を返す場合の回避策として使用できます。詳細については、KB記事エラーのトラブルシューティング/情報メッセー

ジ (結果が多すぎる)を参照してください。この設定は、[Explore Data (データ探索)] フィールドでget?forceComputerIdFlag=1

文を使用することで有効にできます。この設定はまた[Question Builder (Questionビルダ)]の[Advanced Question Options (高度な

Questionオプション)]でも有効にできます。

https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/231604407-Troubleshooting-Errors-Informational-Messages-e-g-TSE-Error-
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/231604407-Troubleshooting-Errors-Informational-Messages-e-g-TSE-Error-
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センサー文字列の増大を管理する

個々のセンサーについてサーバが保存する応答文字列の寿命を設定することで、Questionの結果がTanium Serverのメモリやディスク

の使用に与える影響を軽減することができます。

[Max String Age (文字列の寿命)設定は、Tanium Data Serviceが保存するセンサー結果には適用されません(「収

集したセンサー結果を管理する(ページ197)」を参照)。

センサーにおいて固有の文字列の発生量を削減し、メモリやディスクスペースの消費を抑制できるようにセンサーを設

定するにはKB記事：センサーの書き込みに関するベストプラクティスを参照してください。

Tanium Serverは文字列を <Tanium_Server>/strings (文字列)フォルダに保存し、サーバがその文字列を使用する際、その

文字列をメモリ(文字列キャッシュ)にロードします。文字列が増加してスペースを消費しすぎることを防ぐため、サーバは、文字列の合

計がデフォルトのしきい値を超えた場合、すべてのセンサーの文字列の一部を消去します。ただし、デフォルトの文字列クリーニング設

定 は、センサーがユニークな文字列および1回のみ使用される文字列を生成する可能性がどの程度あるのかという点でセンサーを区

別しません。これは重要なことです。なぜなら、ユニークな文字列はより多くのスペースを消費し、また、1回のみ使用する文字列を消

去してもサーバの処理とトラフィックに与える影響は少ないからです(Tanium Serverは、今後の使用に向けて文字列を再生成する上

でQuestionを再発行する必要はありません)。たとえば、[Detect Primary Alerts (Detectプライマリアラート )]センサーは、多くの場合、

多数のユニークな1回限りの文字列を生成します。こうした要素を考慮し、Tanium Server 7.3.314.4101以降ではTanium Console

を使用して、[Maximum String Age (文字列の寿命)]に基づいて個々のセンサーの文字列クリーニングを設定できるようになっていま

す。サーバは、最後に文字列を使用した時または、Tanium Clientから文字列を受信した時に基づいて文字列の経過時間を決定

し、最大値を超えた文字列を破棄します。

以下の手順は、生成する文字列の増加が大きいセンサーを特定し、それらセンサーにMaximum String Age (文字列の寿命)を設定

する方法について説明しています。制限が要求されるほとんどのセンサーの場合、ベストプラクティスとしてデフォルトの最大値を7日間

にしてください。下限の設定は、日付またはタイムスタンプを含む結果を生成するセンサーなど、まれなケースにおいてのみ要求されま

す。ベストプラクティスは、センサーの書き込み時に文字列の結果に日付とタイムスタンプを含めないようにすることです。なぜなら、日付

とタイムスタンプによって文字列が異常なほど増加する傾向があるからです。ただし、このようなセンサーが必要な場合、日付スタンプを

使用するセンサーの最大経過時間を1日、タイムスタンプを使用するセンサーの最大経過時間を6時間に設定できます。Maximum

String Age (文字列の寿命)を6時間未満に設定することを検討している場合は、Taniumサポートに問い合わせる(ページ375)。そうし

た制限が必要とされるのは例外的なケースだけです。

使用を開始する前に

Tanium™ Health Checkをインストールしていない場合は、インストールします。詳しくはTanium Health Checkユーザガイド：Health

Checkのインストールを参照してください。

寿命に基づく文字列クリーニングの設定をする

生成する文字列の増加が大きいセンサーを特定する

Health Checkモジュールを使用して、生成する文字列の増加が大きいセンサーを特定します。

https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360021671672-Best-practices-for-writing-sensors
https://docs.tanium.com/health_check/health_check/installing.html
https://docs.tanium.com/health_check/health_check/installing.html
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Tanium Consoleで各センサーの文字列数を表示するには、メインメニューに移動し、[Administration (運用管理)] >

[Content (コンテンツ)] > [Sensors (センサー)]を選択し、[String Count (文字列数)]列を表示します。この列はデ

フォルトでは非表示です。

1. メインメニューから [Shared Services (共有サービス)] > [Health Check]を選択します。

2. [Manual Report Generation (手動レポート生成)]の下で[Run TPAN Report Now (TPANレポートを今すぐ実行)]をクリックし

ます。

3. [Reports (レポート )] の下で、実行した[Full Report (フルレポート )]のHTMLリンクをクリックします。

4. レポートの最上部で[Environmental Details (環境の詳細)] > [String Details (文字列の詳細)]を選択します。

5. 文字列カウントおよびメモリ使用率別に最上位のセンサーをリストアップしたグリッドを確認し、どのセンサーの文字列が最も増加

しているかを判断します。

文字列の寿命を設定します

1. インメニューから [Administration (運用管理)] >  [Content (コンテンツ)] > [Sensors (センサー)]を選択します。

文字列の経過時間を制限する必要があると判断した個々のセンサーについて残りの手順を実行します。

2. センサーを選択し、[Edit (編集)]をクリックします。

3. [Max String Age (文字列の寿命)]を有効にして設定し、[Save (保存)]をクリックします。

ほぼすべてのセンサーの場合、[Max String Age (文字列の最大経過時間)] を設定することによって文字列の

増加を管理可能なレベルに抑えることができ、また、[Max Strings (最大文字列)](文字列カウントの制限)の設

定は不要です。各種センサーで文字列数の制限が必要となる極端なケースでのMax Strings (最大文字列)の

設定については、事前にTaniumサポートに問い合わせる(ページ375)。
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4. 次の2日間で、TPANレポートの実行手順を繰り返し、文字列に制限をかけたセンサーの文字列カウントとメモリ使用率が期待

どおりに抑制されていることを確認します。必要に応じ、文字列がいまだに増加しすぎているセンサーの [Max String Age (文字

列の最大経過時間)] を引き下げて設定します。
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変更記録

日付 改訂概要

2022年4月22日 PLATDOCS-870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9日 Default Computer Groups1.0.5リリース用のデフォルトコンピュータグループのリストをRing 2に更新。

2021年4月6日 Ring 2に合わせたConsole 2.1のリリース。

2021年4月1日 Interact 2.6.107を受けて再公開

2021年3月16日 Console 2.0.250、Platform 7.4.5、Interact 2.6.102のリリース

2021年3月4日 DOC-2476を更新。

2021年2月9日 Console 2.0.248、Platform 7.4.4.1362のリリース。

2021年2月5日 DOC-2433を反映。

2020年12月23日 PLATDOCS-736を反映。

2020年12月11日 Ring 2に合わせたTaniumConsole 2.0.246のリリース(TaaSのみ)。

2020年12月8日 PLATDOCS-271、PLATDOCS-493、PLATDOCS-517、PLATDOCS-692、PLATDOCS-708を反映。

2020年11月20日 PLATDOCS-629、PLATDOCS-693、PLATDOCS-720、DOC-1442、DOC-2067、DOC-2145、DOC-

2148、DOC-2170、DOC-2172、DOC-2178、DOC-2194を反映。

2020年11月2日 TaniumConsole 2.0.242のリリース。

2020年10月29日 TaniumConsoleへのアクセス用にサポートされているブラウザのリストからInternet Explorerを削除。

2020年10月27日 DOC-2048、PLATDOCS-707を反映、Impactモジュールへの参照からtaas専用の条件を削除。

2020年10月20日 PLATDOCS-574およびユーザロールに関する新しい図を反映。

2020年10月13日 Console 2.0.239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 TaaSGAリリースを反映して再刊行。

2020年6月16日 Platform 7.4.3リリースを反映して再刊行。
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日付 改訂概要

2020年5月19日 非推奨のユーザ設定のリストを修正し、特定のモジュールをインポートするための自動構成オプションを追加

(すべてのモジュールではない)。

2020年5月14日 Interact 2.1.15、2.0.6を受けて再公開

2020年5月12日 ZS固有の帯域幅スロットルを追加。

2020年4月15日 アップグレード時にモジュールを構成するためのオプションを削除。

2020年4月7日 Interact 2.0.5を受けて再公開

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 (TaniumClient Management GAリリース)用に更新し、TaniumClient 7.2.314.3632をサ

ポート

2020年3月19日 DOC-1455用に更新。

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 TaniumClient向け7.4 GAをリリースしました。

2020年1月28日 TaniumCore 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-339、PLATDOCS-382、PLATDOCS-316用に更新。

2019年10月15日 DOC-1252における誤字を修正。

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9月19日 PLATDOCS-339用に更新。

2019年7月30日 PLATDOCS-293用に更新。

2019年7月30日 PLATDOCS-302およびPLATDOCS-306向けに更新しました。

2019年7月17日 Interactロール要件の表3のタイトルを変更しました。[Action Summary (アクションサマリ)]トピックからパッケー

ジファイルの再ダウンロードのトピックへのリンクを追加。

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 (7.3-次へ)]を公開。

2019年6月4日 Interact 2.0.3用に更新。

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。
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日付 改訂概要

2019年4月18日 PLATDOCS-124用に更新：TaniumCore Platformデプロイガイド(Windows)につながっていたリンクを、新しい

TaniumCore Platformデプロイリファレンスガイドにつながるように変更。

2019年3月15日 PLATDOCS-141の更新：ホワイトリストに登録されたURLの大文字と小文字の区別。

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 TaniumCore Platform 7.3.314.3641用に更新。

2018年12月17日 DOC-885、DOC-884、DOC-873、DOC-872、DOC-868用の更新。

2018年11月27日 CUIC 1.3.1.0495用に再発行 PLATDOCS-126、PLATDOCS-128、PLATDOCS-129、PLATDOCS-130

用の更新。

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24日 アクションの概要およびPLATDOCS-80用のアクションのデプロイを更新。

2018年9月18日 7.3リリース用に発行。

2018年9月10日 DOC-733用に「コンテンツXMLファイルへの署名」を更新。

2017年7月31日 Interact 1.2.1リリース用に更新。

2018年6月29日 コンピュータグループのトピックを更新。予約ロールを必要とするタスクを要約した表を追加。

2018年5月8日 SAML認証の設定に関するトピックを追加。

2018年3月19日 ブラウザの横幅に関する要件に注記を追加。

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 Interactの結果のトピックを更新。コンピュータグループフィルタが適用されているときに、新しいQuestionで

Questionバーが再表示される図を削除しました。この動作は変更されました。Questionバーは再表示されな

くなりました。

関連するパッケージで構成された保存されたQuestionについて、保存されたQuestionの書き込みアクションを

持つユーザのみに[DeployAction (アクションをデプロイ)]ボタンが表示されることを明確にするロールトピックを

更新。

Trusted Host Listに127.2.0.0.1を追加するための注記を追加。これは、7.2ではClient APIがダウンロードのリ

クエストを送信するためです。

2018年2月20日 7.2.314.3019GAリリース用に細かい更新。ユーザ設定ページの間違ったスクリーンショットを修正。
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日付 改訂概要

2018年2月13日 モジュールのホームページにセクションを追加。

2018年2月9日 「署名コンテンツXMLファイル」トピックのタイトルを変更。テーブル行がPDFのページに収まるよう、パッケージと

センサーのパラメータリストの書式 (スペーシング)を更新。

2018年2月5日 7.2.314.2962GA。

2017年12月18日 7.2用に更新。Questionビルダは、from句で入れ子のフィルタをサポートしています。

2018年1月8日 LDAP sync文書の更新。

2017年12月5日 ロール要件を明確にするための更新。

2017年11月21日 モジュール提供ロールとアクセス許可に関するモジュールドキュメントへのリンク表を更新。

2017年11月14日 アクションIDとアクションロックコンテンツの情報をアクションの章に追加。

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 モジュールRBAC. 7.1のみに関連する新規および変更済みRBAC機能の文書を更新。

LDAPSync設定 . 7.1のみガイダンスを改善。

2017年10月31日 ブランドのルック＆フィールを更新 (HTML)。

2017年8月24日 ユーザ文書における大文字スタイルへの変更を反映するための更新。

2017年8月11日 リフレッシュ(7.0および7.1)およびクリーンアップ(7.1)オプションのホワイトリストに登録されたURL設定に関する

ガイダンスの更新。

2017年7月21日 プロキシホストリストのバイパス設定を明確化。

パラメータ化パッケージおよびパラメータ化センサーのトピックに、UTF8デコードに関する注記を追加。

センサー名の制限 (センサー名にアンダースコアを使用しない)をセンサー構成のトピックに追加。

2017年7月14日 RBACアップグレード. 7.1のみに関する個別のセクションを追加。

2017年6月30日 LDAPSyncトピック. 7.1のみに対する明確化。

2015年6月29日 7.0ガイドを7.1ガイドのように再編成。Taniumは現在2つのバージョン(7.0および7.1)へのアップデートを公開し

ています。

2017年6月20日 RBAC文書の細かい更新。

2017年5月5日 初版。
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