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概要

Tanium™ ConsoleとTanium™ Interactを使用すると、更新のインポート、Questionの実行、ア

クションのデプロイ、ユーザーアクセスの管理などの基本タスクを実行できます。

Tanium™ Core Platformサーバのインストールについては、Tanium Core Platformデプロイガイド

(Windows)を参照してください。

Tanium™ Clientのエンドポイントへの初期デプロイを開始する方法については、Tanium Client
のデプロイガイドを参照してください。

特定のソリューションモジュールのインストールと活用については、該当するソリューションモ

ジュールのガイドを参照してください。

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

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

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

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

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

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

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

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/index.html
https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/index.html
https://docs.tanium.com/client/client/overview.html
https://docs.tanium.com/client/client/overview.html
https://docs.tanium.com/
https://docs.tanium.com/
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パート1：Tanium Console
Tanium Consoleの概要

Tanium™ Consoleは、Tanium™ Core Platformを管理し、Tanium™ソリューションモジュールを

使用するためのグラフィカルユーザーインターフェイスです。

Tanium Consoleを使用して、以下をはじめとする主なタスクを実行することができます｡

l Taniumソリューションのインポート

l Taniumコンテンツのインポート

l アクションの管理

l センサー、パッケージ、および保存されたQuestionの作成と管理

l ユーザー、ユーザーロールと権限、ユーザーグループ、コンピュータグループなどのコンソー

ルとプラットフォームの設定の管理

l Tanium™ ServerおよびTanium™ Clientの動作に影響するグローバル設定の管理

Tanium Consoleの基本操作

Tanium Consoleは、Tanium Serverとともにインストールされるウェブアプリケーションです。別途

のライセンスは必要ありません。

ウェブブラウザ要件

Tanium Consoleを使用するには、サポート対象の以下のいずれかのブラウザが必要です。

l Google Chrome (最新バージョン)

l Internet Explorer 11以降

l Mozilla Firefox (最新バージョン)

l Safari (最新バージョン)

Tanium Consoleは、幅が1,024ピクセル以上、高さが600ピクセル以上のブラウザ向けに設計

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。

Internet Explorerの設定によってTanium Consoleの表示に支障がある場合は、必要に応じ

て以下を実行してください。
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l Tanium Serverをブラウザの信頼済みサイトのリストに追加します。
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l Tanium Consoleが指定するフォントを無視するようにブラウザが構成されていないことを

確認します。

ログインとログアウト

Tanium Consoleにログインするには：

1. サポート対象のウェブブラウザを開いてTanium ConsoleのURLに移動します。

URLの形式はhttps://<Tanium_Server_FQDN>[:port]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。

2. ユーザー名とパスワードを入力し、[Log in (ログイン)]をクリックします。

初めてログインする場合は、初期のTanium Console管理者アカウントのユーザー名とパ

スワードを入力します。このアカウントの資格情報は、Tanium Serverのインストール時に

設定されます(Tanium Core Platformインストールガイド：Tanium Serverをインストールす

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/installing_tanium_server.html#Install_Tanium_Server
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るを参照 )。このアカウントには管理者予約ロールがあるため、一連のロールベースの特

権を保有するユーザーを追加して作成できます。

Tanium Consoleのセッションを終了する際のベストプラクティスは、明示的にログアウトしてウェ

ブブラウザを終了することです。ログアウトするには、[Logged in (ログイン済 )]のユーザー名の

横にあるセレクタをクリックして、[Logout (ログアウト)]を選択します。
TANIUM CONSOLEのホームページ

初めてログインすると、コンソールにTanium Consoleのホームページが表示されます。Tanium
Consoleのホームページは、ロールベースの特権でアクセスできるTaniumモジュールとコンソール

構成ページを表示したサイトマップに似ています｡ 表示されるホームページは､ユーザーが割り

当てられている特権によっって異なります｡ RBACの詳細については、ユーザーとユーザーグルー

プを参照してください。

TANIUMモジュールのホームページ

Taniumモジュールには、モジュールに移動するか、モジュール内のページからホームページのリン

クをクリックすると表示されるホームページがあります。モジュールのホームページには、開始時

のガイダンス、モジュールの正常性に関するレポート、あるいはデプロイの評価指標に関するレ

ポートなどを含むセクションがあります。

[Manage Home Page (ホームページの管理 )]リンクをクリックすると、ホームページ管理ダイアロ

グボックスが表示されます。ここでは、セクションを選択または選択解除して表示または非表

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/installing_tanium_server.html#Install_Tanium_Server
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_rbac_overview.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_rbac_overview.html
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示を切り替えたり､クリック&ドラッグしてセクションを並べ替えることができます。

ユーザー設定を設定する

ユーザー設定は、特定のユーザーがログインするときに適用されます。他のユーザーがこの設

定の影響を受けることはありません｡ 保存した変更内容はすぐに反映されます。
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ユーザー設定を行うには、ログインしているユーザー名の横にあるセレクタをクリックし、

[Preferences (設定 )]を選択します。

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)

デフォルトは99%です。

Number of answer rows to load per request
(要求1件あたりに読み込む回答行数)

デフォルトは100です。

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)

デフォルト値は10分で、最大値は24日間で

す。この値は、グローバル設定で指定される

すべてのユーザーのタイムアウト値(max_
console_idle_seconds)以下にする必要があ

ります。グローバル設定のデフォルト値は60分
で、最大値は24日間(2,073,600秒)です。ユー

ザー設定をグローバル設定より低い値に設定

すると、Tanium Serverはユーザー設定を適

用します。

表1：ユーザー設定
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設定 ガイドライン

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)
ユーザーがTanium Consoleのフィルタフィール

ドへの入力を開始しても、Tanium Server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700ms
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｡

[Question Results (Questionの結果)]グリッ

ドの重複列を非表示にする

デフォルトでは無効です。同じ列名を使用す

る複数のセンサーがある場合、[Question
Results (Questionの結果)]グリッドには、デ

フォルトで同じ列名が表示されます。

Copy/Export with headers by default (コピー/
エクスポートでデフォルトでヘッダーを含める)

デフォルトでは有効です｡ グリッド行をコピーま

たはエクスポートする際にグリッドのヘッダー行

を含める場合は、このオプションを選択しま

す。エクスポート操作を実行する際には、この

設定をオーバーライドできます。

Enable multiple column sorting (複数列の

並べ替えを有効)
デフォルトでは無効です。

注意：Tanium Core Platform 7.1およびそれ以降では、Tanium Consoleはユーザーの

有効なアクセス許可に基づいてユーザー設定ページの設定をフィルタします。ユーザー

にQuestionを実行するアクセス許可がない場合、設定の多くは適用されません。

ローカルエラーログをコピーする

Tanium Consoleでは、ご使用のウェブブラウザでのコンソールのエラーログは、ローカルホストコ

ンピュータに保存されます。このログには、構成の保存やXMLファイルのインポートなど、ブラウ

ザで試みたアクションに対して返されたエラーの詳細が記録されます。

ログを閲覧するには、ログインしたユーザー名の横にあるセレクタをクリックし、[Local Error Log
(ローカルエラーログ)]を選択します。

コピー アイコンをクリックして、ログの詳細をクリップボードにコピーします。
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Taniumソリューションのインポート

Taniumソリューションページには、Tanium ModuleとTanium Contentの2つのセクションがありま

す。

注意：Tanium™ソリューションモジュールまたはコンテンツパックをインポートするには、管

理者予約ロールを割り当てられている必要があります。

Taniumモジュールをインポートする

Taniumモジュールには、運用およびセキュリティ関係の多くのユースケースを実現するコンテン

ツとワークベンチがあります｡

[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]ページに移動し、モジュールをインポートするか、

アップグレードします。各モジュールのタイルには、現在の[Installed (インストール済み)]のバー

ジョン(存在する場合 )およびモジュールのステータスによって変化するアクションボタンが表示さ

れます。

アクション/ステータス 説明

Import (インポート ) このモジュールを購入しましたが、まだインストールしていません。[Import (イ
ンポート)]ボタンには、インポートできる最新バージョンが表示されます。

Reimport (再インポート ) モジュールの最新バージョンがインストールされていますが、必要に応じて再イ

ンポートできます。

Upgrade to <version>
(<version>へのアップグ

レード)

モジュールの新しいバージョンが利用可能で、アップグレードが可能です。

Available for Purchase
(購入可能)

このモジュールを購入するには、Taniumのテクニカルアカウントマネージャ

(TAM)にお問い合わせください。
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[Import (インポート)]、[Reimport (再インポート)]、または[Upgrade to <version> (<version>
へのアップグレード )]をクリックすると、Tanium Consoleは先に進む前に競合を解決するように

求めます(該当する場合 )。詳細については、28ページの更新または構成をインポートする際

に競合を解決するを参照してください。モジュールをインポートすると、Tanium Consoleはそれ

をメインメニューに表示します。

注意：ソリューションモジュールをインストールすると、ソリューションワークベンチの構成が

ホストコンピュータにあるファイルに書き込まれます。高可用性 (HA)デプロイでは、すべて

のTanium Consoleインスタンスでソリューションワークベンチを使用できるようにするため

に、HAクラスタのすべてのTanium Serverにソリューションをインポートする必要がありま

す。ただし、保存されたQuestionやパッケージなどのソリューションコンテンツは、共有

データベースに書き込まれるため、コンテンツをTanium Serverにインポートした後は、

Tanium Consoleのすべてのインスタンスで利用可能になります。

Taniumのコンテンツパックをインポートする

Taniumのコンテンツは、特定の目的のためにTaniumが開発して配布する一連の構成オブ

ジェクトです。たとえばTanium Initial Content (初期コンテンツ)には、カテゴリ､ダッシュボード、

保存されたQuestion、センサー、パッケージ、および予定済みアクションのページにある主要構

成オブジェクトが含まれています。Taniumは、次の2つのコンテンツクラスを公開しています。

本番コンテンツ

エンドポイントにクエリを発行してアクションを実行するために使用する必須の構成オブ

ジェクトセット。

ラボコンテンツ

本番環境にインポートする前に、ラボ環境でデプロイをテストして検証するベストプラク

ティスとしての一連の実験用の構成オブジェクト。

Tanium Consoleは、content.tanium.comから利用可能なTaniumコンテンツパックのマニフェス

トをダウンロードします。このマニフェストは、[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]ページ

の[Supported Solutions (サポート対象ソリューション)]テーブルに情報を追加します。インス

トール中にラボのライセンスが指定された場合は、追加の[Labs (ラボ)]テーブルにラボのコンテ

ンツが表示されます。

[Initial Content - Base (初期コンテンツ -ベース)]と[Client Maintenance (クライアントメンテナ

ンス)]という名前のコンテンツパックは、Tanium Serverのインストール後に初めてTanium
Consoleを起動したときに自動的にインポートされます。インポート版と使用可能版列のデー
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タを比較してください。インポート版の日付が使用可能版よりも後の場合は、必要な更新を

行うことができます。

Taniumコンテンツをインポートするには､以下の手順に従います｡

1. [Tanium Solutions (Taniumソリューション)]に移動します。

2. Taniumモジュールセクションからさらに下方向にスクロールして、Taniumコンテンツセクショ

ンを表示します｡

3. インポートするコンテンツの行を選択します。

4. [Import Solution (インポートソリューション)]をクリックします。

Tanium Consoleは、先に進む前に競合を解決するように求めます(該当する場合 )。
詳細については、28ページの更新または構成をインポートする際に競合を解決するを

参照してください。

Tanium ConsoleのUIの更新をインポートする

Taniumは、コンソールのUIモジュールに更新を定期的に提供することがあります。Tanium
Consoleは、content.tanium.comに更新があるかどうかを確認し、利用可能な更新がある場

合は、コンソールのヘッダーの下にUpgrade Available: Common UI Componentsと
いうメッセージを表示します。このメッセージは、現在 [Installed (インストール済み)]のUIのバー

ジョンも示します。更新をインストールするため、隣接する[Upgrade (アップグレード )]ボタンをク

リックします。更新のバージョンが表示されます。更新プログラムを初期化するために、Tanium
Serverやブラウザセッションの再起動は必要はありません。ベストプラクティスとして、更新は常

に受け入れてください。
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更新または構成をインポートする際に競合を解決する

Taniumソリューションモジュールまたはコンテンツパックへの更新プログラムをインポートするか、コ

ンテンツを含むXMLファイルをインポートする際には、既存のコンテンツと競合が発生することが

あります。競合を表示して解決するには：

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。

l モジュール：25ページのTaniumモジュールをインポートするを参照してください。

l コンテンツパック：26ページのTaniumのコンテンツパックをインポートするを参照してく

ださい。

l XML構成ファイル：まず、KeyUtility.exeを使用して、インポートする前にXML
ファイルに署名し、関連するパブリックキーを正しいフォルダにコピーします(コンテン

ツXMLファイルへの署名を参照 )。いずれかの[Content (コンテンツ)]ページまたは

[Permissions (アクセス許可 )]ページに移動し、Tanium Consoleの右上にある

[Import from XML (XMLからインポート)]をクリックします。

競合がある場合は、ダイアログボックスに列挙されます。

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。

l [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。

l [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。

l (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。ベ

ストプラクティスとして、[Merge (マージ)]を選択してからカテゴリに移動して処理後

の構成を確認してください。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
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l (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。[Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (予定済みアクション)]
ページに移動して、アクションを確認し、テストの準備ができたら有効にします。

ソリューションまたはコンテンツXML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。Tanium Core Platform 7.1のコンテンツセットを初めて確立する場合は、コン

テンツパックの設計者が開発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XML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)]をクリックして、すべての競合解決オプションを選択した後に続行

します。

4. ダイアログボックスにImport completed successfullyと表示されたら、[Close
(閉じる)]をクリックします。

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､前回の更新以降にリリースされた全てのバージョンのリリースノートをお読みください｡ リ

リースノートは変更の範囲に関する注意を喚起し､問題回避に役立つ情報が含まれている

こともあります｡

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ソリューションモジュールまたはコンテンツパックを更新する前に、何か問題が生じた場

合に使用できる最新の復元ポイントがあることを確認してください。

コンテンツの構成オブジェクトは、[Tanium]データベースに保存されます。データベースは定期

的にバックアップする必要があります。

https://kb.tanium.com/Category:Release_Notes
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Tanium ServerとTanium Module Serverのインストールディレクトリには、暗号化キー、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ています。ファ

イルシステムは定期的にバックアップする必要があります。

コンテンツをインポートする前に、使用できるバックアップがあることを確認してください。

推奨3： ラボデプロイを先に更新する

本番サーバを更新する前に、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

影響を評価してください。

ラボ段階では、以下のことに注意してください。

l コンテンツをエンドポイントに配信したときのネットワーク使用率への影響を評価します｡

コンテンツの種類によっては、更新によって追加のネットワークトラフィックが発生すること

があります。ただし､たいていの場合、これは無視できる程度です｡

l 機能をテストしてください。コンテンツのアップデートに、センサーや保存されたQuestion、
ダッシュボード、あるいはカテゴリが含まれている場合は、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。

登録アクションが含まれている場合は、必ず構成を編集して適切なアクショングループ

に割り当ててください。

更新プログラムの適合性を評価したら、本番サーバで更新プログラムをインポートして、新規

または変更されたコンテンツの動作の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、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、センサーの[Max Age (最
大使用時間 )]の設定、パッケージタイムアウト、または保存されたQuestionの再発行間隔に

対する変更の記録を残します。カスタムオブジェクトのソースとしてクローンを作成するTanium
オブジェクトの記録を残します(113ページのセンサーのクローンを作成すると120ページのパッ

ケージのクローンを作成するを参照 )。コンテンツパックの更新が利用可能な場合のベストプラ

クティスは、インポートしてから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すことです。

推奨5：パラメータ化オブジェクトに基づいている保存されたQUESTIONと予定済みアクションを再作成する

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
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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を登録すると、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。センサーを呼び出す保存されたQuestion
に対する回答を計算するとき､エンドポイントのTanium Clientはその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された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。

同様に、予定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

ケージを呼び出す予定済みアクションを実行する指令があると､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。予定済みアクションは、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。

推奨6： TANIUMのコンテンツを一括上書きしない

コンテンツのアップグレードの前に現在の構成をエクスポートし､アップグレードの完了後に再イ

ンポートするというやり方は避けてください｡ 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 (パッチツールあり)]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、パッチツールを配信する予定済みアクションが含まれています。

パッチツールを提供しバージョンを更新するパッケージが、[Has Patch Tools (パッチツールあ

り)]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と、[Has Patch Tools
(パッチツールあり)]センサーはが正しいバージョンを使用するまでパッチツールは繰り返し配信

されます。

システムステータスの監視

[Administration (管理 )] > [System Status (システムステータス)]ページに移動し、Tanium
Clientの登録と通信のリアルタイムステータスを確認します。
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注意：システム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、システムステータ

スの読み取り(マイクロ管理者 )のアクセス許可を持つロールが割り当てられている必要

があります。管理者予約ロールを割り当てられたユーザーには、このアクセス許可があり

ます｡

列 説明

Host Name (ホスト名) コンピュータのホスト名。

Network Location (from
client)(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。

Network Location (from
server)(ネットワーク上の

場所(サーバから))

最後の登録時にサーバに記録されたクライアントのIPアドレス。

表2：システムステータスの列



© 2019 Tanium Inc. All Rights Reserved 33ページ

列 説明

Direction (方向) 円はクライアントを表し、円周囲の矢印は接続を表します。

l 上向き矢印 - Tanium Serverへの接続。

l 右側 - 前方ピアへのインバウンドおよびアウトバウンド接続。

l 左側 - 後方ピアへのインバウンドおよびアウトバウンド接続。

円のXは、接続がブロックされていることを示します(たいていファイアウォール

によるブロック)。

破線はリンクが低速であることを示します。

Valid Key (有効なキー) [No (いいえ)]は、Tanium Clientにインストールされている公開キーに問題が

あることを示します。公開キーファイルをデプロイし直すか、Tanium Clientを再

インストールします。

Send State (送信ステー

タス)
l 後方のみ

l 前方のみ

l なし

l 正常

Receive State (受信ス

テータス)
l 次のみ

l 前のみ

l なし

l 正常

Status (ステータス) l ブロック

l リーダー

l 正常

l 低速リンク

Last Registration (最終

登録)
Tanium Clientがサーバに最後に登録された時のタイムスタンプ。

Protocol Version (プロト

コルバージョン)
Taniumプロトコルのバージョン。デフォルトではこの列は非表示です｡

Version (バージョン) Tanium Clientのバージョン。

コンソールの色とロゴのカスタマイズ

コンソールの外観は変更することができます。カスタマイゼーションは任意です。
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コンソールの色をカスタマイズする

一部エンタープライズデプロイでは、ラボサーバ、テストサーバ、および本番サーバとして複数の

Tanium™ Serverが導入されます。それぞれのコンソールの色をカスタマイズできるため、ユー

ザーはどのシステムにログインしているかがすぐに分かります｡

図1：背景色

色を変更するには､

1. [Configuration (構成 )] > [Miscellaneous (Misc)] > [Console Color (コンソールの色 )]
に進みます。

2. [Current Color (現在の色 )]セレクタを使用して、カスタム色を選択します。
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3. 変更を保存します。

注意：構成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割り当てられて

いるユーザーだけです。

確認用プロンプトの種類を選択する

1. [Configuration (構成 )] > [Miscellaneous (その他 )] > [Confirmation Prompt (確認用

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/キャンセルのプロンプトを表示 )]を選択します。

3. 変更を保存します。
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コンソールのロゴをカスタマイズする

デフォルトでは、コンソールにはTaniumのロゴが表示されます。ロゴファイルを、ご自分の組織

のロゴを含むファイルと置き換えることができます。既存のファイルを画像サイズの目安として利

用してください。

図2：コンソールのロゴ

ロゴを変更するには､

1. Tanium Serverのホストコンピュータで\<Install>\http\tux-
console\assets\imagesにアクセスします。

2. logo.svgファイルをバックアップします。

3. logo.svgをlogo.svgという各自のファイル名で置き換えます。

4. 60秒ほど待ってからウェブブラウザを更新し、新しいロゴが期待どおりに表示されることを

確認します。

ヒント：変更を適用するためにTanium Serverサービスを再起動する必要はなく、60秒
後ではなく即座に適用されます。
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パート2：Tanium Interact
Tanium Interactの概要

Tanium™ Interactでは、簡単な英語でエンドポイントに関するQuestionを実行して、正確な

データを数秒で取得し、必要に応じてエンドポイントに修正アクションをデプロイできます。

Tanium™ Interactの基本操作

1. Questionについて学んで、動的なQuestionを実行してみる｡ 37ページのQuestionを実

行するを参照してください｡

2. 結果について学んで、[Question Results (Questionの結果 )]グリッド機能を使用しま

す。54ページのQuestionの結果グリッドの使用を参照してください。

3. Interactコンテンツページでカテゴリやダッシュボード、保存されたQuestionを操作してみ

る。Interactコンテンツページの操作を参照する。

Questionを実行する

Tanium™のデプロイでエンドポイントと対話する基本的な手段の1つはQuestionを実行するこ

とです。

Questionとは？

TaniumのQuestionは、管理対象のエンタープライズエンドポイントから重要な情報を取得す

るのに役立ちます。

Questionの実行機能は、自然言語パーサーに基づいて構築されているため、専門的なクエ

リ言語ではなく、自然な質問で使い始めることができます。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｡ パーサーは入力内容を解釈し、有効なクエリ数を提案しますから､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｡

次の図は、自然言語の入力が解析されて、クエリに変換される例を示しています。まず、

ユーザーは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3：自然言語パーサー

基本的なQuestionには以下のような要素を含みます｡

l get句に1つ以上のセンサー名。

l from句にall machines (あるいは、all Tanium Client host computers)｡

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。

センサーとは？

本質的に、センサーとは、TaniumのQuestionに対する回答を計算するためにエンドポイントで

実行するスクリプトです。センサーは登録時にクライアントに配信されます。センサーを使用し

て、次の項目についてQuestionを実行することができます。

l ハードウェア/ソフトウェアのインベントリと構成

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のインストール中にインポートされる初期コンテンツには、広範囲のよくある質

問に対応するセンサーが含まれています。追加のTaniumコンテンツパックとTaniumソリューショ

ンモジュールをインポートすると、追加のセンサーが追加されます。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、ユーザー定義のセンサーを作成できます。

詳細については、センサーを参照してください。

計数質問と非計数質問

計数質問は、有意に計数できる結果を返すことを目的にしています｡ 計数質問には、セン

サーを1つだけ含めることができます｡ たとえば、Get Tanium Client Logging Level from

all machinesは計数質問です。このセンサーはLogVerbosityLevel設定の値を返します。マ

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_sensors.html
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ネージドエンドポイントが回答メッセージに回答を追加するよう促されると、その値に一致する

回答の集計値がインクリメントされます｡ Tanium Serverで回答文字列からなる表を管理して

います。多くの場合は、ログレベルのように、一般的な回答が少数あるだけであり、Question
のフットプリントは比較的小さくなります。

図4：計数質問

非計数質問には、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と入力すると、一意のIPアドレスが返されます。Tanium
Clientが回答メッセージに回答を追加するよう促されると、新しい文字列が追加されます。

Tanium Serverでは、非計数質問のデータフットプリントはかなり大きくなることがあります。

図5：非計数質問

ヒント：[Question Builder (Questionビルダ)]を使用してQuestionを構築するとき、計

数質問がtoo many resultsという回答を返す場合のために、計数質問を非計

数質問に変換するオプションがあります。
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複数センサーを使用するQuestion

get節で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。結果は1つ目の

センサーでグループ化され、次に2つ目のセンサーでグループ化されるというようにグループ化さ

れます｡ 次の例は、複数のセンサーを使用するQuestionを示しています。

図6：複数のセンサーを使用したQuestion

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、Questionの実行時に指定された値を受け付けます。次の例は、File
Existsセンサーについて説明しています。パーサーは、ファイルパスとファイル名を指定するよう促

します｡

図7：File Exists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つのプロセスを知りたいと

しましょう。Questionの構文は以下のようになります｡

Get High CPU Process[5] from all machines
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複数のパラメータを持つセンサーの場合は、コンマで区切った順序付きリストを渡すことができ

ます。たとえば、Taniumアクションログ番号1の結果を取得して、10行の結果を表示したい場

合は、次の例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

フィルタを使用するQuestion

フィルタを使用すると、「all machines」より少ないコンピュータに絞り込んだQuestionを作成で

きます。特定のプロセス名または値を持つ一群のコンピュータを対象にしたいことはよくあること

です｡

これは高度なQuestionの一例です。左側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。複数のフィルタがある場合は、各フィルタが処理、評価されます。評価がtrueの場合

は、Questionの左側のセンサーも実行されて、結果が返されます。

右側のフィルタ条件は、ブール値のtrueまたはfalseで評価されます。たとえば、with Running

Processes contains exploreで指定された文字列が結果の文字列と一致する場合、この

条件はtrueと評価され、一致しない場合はfalseと評価されます。

[File Exists[]]のようなパラメータ化センサーは、文字列「File Exists: 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、フィルタに使用する条件を入力する際

は、注意が必要です。
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図8：例：パラメータ化センサーを使用したQuestion

with File Exists[c:\a.txt] containing "Exists"のフィルタ条件は、結果が「File
Exists：c：¥a.txt」の場合はtrueと評価され、結果が「File does not exist」の場合はfalseと評
価されます。このため、条件は一群の回答のフィルタリングに利用できます。

図9：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。Question
ビルダから読み込まれた、またはQuestionバーに表現を入力した後に一部の演算子が正規

化される方法についても説明します。

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"

表3：フィルタ演算子
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フィルタ演算子 使用法

does not 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。

starts with (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"

does not 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。

ends with (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"

does not 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 )。

does not 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。

in (指定文字列の

1つに一致する)
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バーに表示されている表現式はinの

代わりにequalsとor演算子を使用します。

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が読み込まれると、

Questionバーに表示される式ではis equal toの代わりにequalsが使用されま

す。

is not equal to (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が読み込まれる

と、Questionバーに表示される式ではis not equal toの代わりにnot equals

が使用されます。

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が読み込まれると、Questionバー

に表示される式には演算子の言葉での表現の代わりに記号(<)が使用されます。

例：installed application version [chrome] < 12

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

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が読み込まれると、Question
バーに表示される式には演算子の言葉での表現の代わりに記号(<=)が使用されま

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が読み込まれると、Questionバー

に表示される式には演算子の言葉での表現の代わりに記号(>)が使用されます。

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が読み込まれると、Question
バーに表示される式には演算子の言葉での表現の代わりに記号(>=)が使用されま

す。

例：installed application version >= 12

複雑なフィルタ式の例については、関連情報 : 複数列センサーを含む複雑なフィルタ式の例

については、高度なQuestionの構文を参照してください。

Questionビルダの活用

[Question Builder (Questionビルダ)]は、Questionを作成するもう1つの手段です。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。

[Question Builder (Questionビルダ)]は、次のいずれかの方法で起動できます。

l [Ask a Question (Questionを実行 )]ボックスの右上隅にある[Question Builder
(Questionビルダ)]をクリックする。

l Questionをした後に書き直したい場合に、[Copy to Question Builder (Questionビルダ

にコピー)]をクリックする。

次の図は、[Question Builder (Questionビルダ)]を示しています。

https://docs.tanium.com/interact/interact/example_advanced_questions.html
https://docs.tanium.com/interact/interact/example_advanced_questions.html
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図10：Questionビルダ

ステートメントを取得する

最初のテキストボックスはセンサー名用です｡ 入力を開始すると､インクリメンタル検索機能を

使用してセンサーを選択することができます。
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図11：インクリメンタル検索

あるいは、[Browse Sensors (センサーのブラウズ)]をクリックして[Browse Sensors (センサーのブ

ラウズ)]ダイアログボックスを開いてセンサーを選択することもできます。ダイアログボックスを使

用すると、センサーの説明を見ることができます。
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図12：センサーの参照

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 Builder (Questionビルダ)]で、センサー

フィールドの下の[Add Filter (フィルタを追加 )]をクリックします。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：「|:」)では使用できません。1つのセンサーで、すべ

ての列に一致を適用するには、[Row filter (行フィルタ)]を有効にします。
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図13：複数列センサー用のデータフィルタD

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。サブ文字列の一致を取る

場合、[Substring (サブ文字列 )]ボックスを選択して、開始位置 (先頭文字位置を0とする)と
文字数を指定します。

図14：サブ文字列の一致

get文またはfrom句にフィルタを追加するには、高度なオプションを指定できます。
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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。

Matching (一致条

件)
このオプションは「from computers with」句で有効です。

一部のセンサーでは、Tanium Client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、Tanium Client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、anyで一致検索することができ

ます｡

Treat Data As (適
用するデータ型)

センサーの値は、指定されたデータ型として扱われます。

l 日付/時刻 (BES)

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

表4：高度なセンサーオプション
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設定 ガイドライン

Maximum Data
Age (最大データ経

過時間)

Tanium ClientがQuestionに回答するために、キャッシュ結果を使用できる最大時

間。たとえば、デフォルトでは、ファイルサイズセンサーの最大データ経過時間は15
分です。Tanium Client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Tanium Client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。

FROM句

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。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の調査をしたいとします。from句でBoolean
ANDとORを使用して、「最新の」ブラウザを対象にすることができます。

図15：入れ子のフィルタ

+をクリックして、フィルタ条件を追加します：

l Add Row (行を追加 )
1つまたは複数の条件を追加する。

l Add Group (グループを追加 )
ブール演算子を入れ子にし、[Add Row (行を追加 )]を使用して入れ子に合った表現

式を構築する場合に、このオプションを選択します。
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高度なQUESTIONオプション

Tanium Server 7.3.314.3639以降では、[Question Builder (Questionビルダ)]に[Advanced
Question Options (高度なQuestionオプション)]があります。

[Force Computer ID (Computer IDの強制 )]を有効にすると、Tanium Clientに解答のコン

ピュータIDを含めさせることで、計数質問と非計数質問に変換します。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。下図に、非計数質問に変換したQuestionの結果を示し

ます。

図16：非計数質問に変換されたQuestion

下図に、計数質問として発行された同じQuestionを示します。

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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図17：計数質問

質問の有効期限

動的なQuestionまたは保存されたQuestionが発行されると、そのQuestionにQuestion IDが
割り当てられます。ウェブブラウザでは、URLにQuestion IDが表示されます。

図18：Question ID

Question IDは10分後に「期限切れ」となり、対応するURLは無効になります。このことは、最

大10分間、ページを更新したり、リンクを共有したりできることを意味します。10分後にリンク

に移動すると、InteractはQuestionの有効期限が切れたことを示すメッセージを表示し、

QuestionバーにQuestionテキストをコピーして再発行できるようにするオプションを提供します。
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図19：Questionの有効期限切れメッセージ

質問履歴

[Administration (管理 )] > [Question History (質問履歴 )]に移動して、発行したQuestion
の履歴を確認できます。デフォルトでは、Questionのエントリは7日間保管されます。デフォルト

の上限は、SOAPQuestionHistoryLimitInDaysのグローバル設定で変更できます。

質問履歴を使用すると、Questionの構文とQuestionの有効期限のタイムスタンプを確認でき

ます。QuestionバーまたはQuestionビルダにQuestionをコピーすることもできます。

注意：質問履歴ページを表示するには、質問履歴の読み取り(マイクロ管理者 )のア

クセス許可を持つ役割をユーザーに割り当てる必要があります。ただし、マイクロ管理

者アクセス許可のみのユーザーが、質問履歴ページからQuestionを読み込むことはでき

ません。管理者予約ロールを割り当てられたユーザーは、質問履歴ページを表示し、

ページからQuestionを読み込むことができます。

Questionのアクセス許可

QuestionバーとQuestionビルダを表示するには、Interactの表示モジュールのアクセス許可が

割り当てられている必要があります。また、動的なQuestionアクセス許可 (高度なロールで割

り当て可能 )も必要です。Questionに使用可能なセンサーは、センサーの読み取りコンテンツ

セットのアクセス許可によって決まります。
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管理者予約ロールには、これらすべてのアクセス許可があります。コンテンツ管理者のロールに

は、Interactの表示モジュール以外のすべてのアクセス許可があります。Interactのアクセス許

可は必ず明示的に割り当ててください。

Questionの結果グリッドの使用

[Question Results (Questionの結果 )]グリッドの回答の行は、表示されているデータを返した

エンドポイントの集計情報です。[Count (カウント)]列は、その回答を持つTanium™ Client数
を示しています。

図20：Questionの結果グリッド

グリッドには、回答の最初の100行が表示されます。この行数は､ユーザー設定で変更できま

す。右上隅にあるログインユーザーのリンクに移動して、[Preferences (優先順位 )]を選択す

ると､構成ページが表示されます。

ライブアップデートの有効化 /無効化

結果を受け取ると、[Question Results (保存されたQuestion)]グリッドツールバーの[Live
Updates (リアルタイム更新 )]に結果の報告があったTanium Clientの割合が表示されます。

グリッドの更新を一時停止するには、一時停止ボタンをクリックします。

グリッドの更新を再開するには、再生ボタンをクリックします。

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。

[no results]
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これは、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。この問題は、フィルタがget句に適用されて､from句に適用さ

れていない場合に起きることがあります｡ たとえば、Get IP Address ending with 2

from all machinesという構文のQuestionを作成した場合、すべてのマシンが回答を

報告しますが、IPアドレスの最後の数字が2でないマシンは結果を報告しません。この

場合は､from句にフィルタを挿入するようお勧めします。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
は返されません。センサーから値が返されなかったり、あるいは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]

クライアントによるセンサーの評価が通常よりも長い時間がかかると、「current result
unavailable」がピアに渡されることがあります。センサープロセスはクライアント上で実行を

継続し、完了すると、クライアントから更新した回答が返され､ Tanium Consoleは
[Question Results (保存されたQuestion)]グリッドを更新します。

[Results Currently Unavailable]

Tanium Serverが回答を正しく解析できないことを示します。この問題が発生した場合

は、テクニカルアカウントマネージャ(TAM)にご連絡ください。

行と列の管理

結果をフィルタリングする

フィルタコントロールを使用することで、指定した条件に一致する行だけ表示することができま

す｡

図21：Questionの結果グリッドのフィルタ
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注意：[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。フィルタはBoolean ANDで組み合わせます。たとえば、コンピュータグ

ループフィルタを選択し合、高度なフィルタも設定した場合、各フィルタの論理が

組み合わされます。

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場合、Tanium Serverは、Question
を再発行することなく[Question Results (Questionの結果 )]グリッドをフィルタします。

[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、

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

[Computer Group (コンピュータグループ)]ドロップダウンリストを使用する場合、Tanium Server
は追加フィルタごとに新しいQuestionを発行します。[All Computers (すべてのコンピュータ)]、
[No Computers (コンピュータなし)]、ユーザー設定コンピュータグループ、またはカスタムフィルタ

を作成できる[Create Ad Hoc Filter (アドホックフィルタを作成 )]オプションを選択します。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

スト内でテキストフィルタを使用して、グループ名で絞り込むことができます。Questionを保存す

る場合、Questionテキストには[Computer Group (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。

注意：コンピュータグループのリストには、Tanium Consoleで設定されたすべてのコン

ピュータグループが含まれます(コンピュータグループ管理権限のないものも含めて)。ただ

し、管理権限のないコンピュータグループを選択すると、その新しいQuestionは結果を

返しません。

アドホックフィルタを使用する

アドホックフィルタは1回限りのフィルタです。アドホックフィルタの構成は保存されません。

1. コンピュータグループでフィルタリングドロップダウンリストから[Create Ad Hoc Filter (アドホッ

クフィルタの作成 )]を選択します。

グループビルダのダイアログボックスが表示されます。

2. いずれかのタブを使用してフィルタを作成して、[Apply (適用 )]をクリックします。
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フィルタバータブには、有効なフィルタ式を作成するのに役立つ自然言語解析の検索

ボックスがあります。

フィルタビルダタブには、フィルタの追加と適用、および生成されるQuestionを発行するた

めのフィールドがあります。Questionは常に、Get computer name and IP address



© 2019 Tanium Inc. All Rights Reserved 58ページ

from all machinesとfrom句にフィルタを追加した構文になります｡
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手動リストタブには、ホスト名またはIPアドレスでコンピュータのリストを指定するための

フィールドがあります。

高度なフィルタを使用する

列値を含めて、条件に一致する高度なフィルタを使用する。

1. [Advanced Filtering (高度なフィルタ)]をクリックして、ユーザーインターフェイスを表示す

る。
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2. +をクリックして、フィルタ条件を追加します：

l Add Row (行を追加 )
1つまたは複数の条件を追加する。

l Add Group (グループを追加 )
ブール演算子を入れ子にし、[Add Row (行を追加 )]を使用して入れ子に合った

表現式を構築する場合に、このオプションを選択します。

[Apply (適用 )]をクリックすると、グリッドが再表示されます。

結果を並べ替えて表示する列を選択する

列ヘッダーで、メニューアイコン をクリックして、行の並べ替えと列の表示 /非表示のメニュー

が表示されます。[Clear Sort (並べ替えのクリア)]ボタンをクリックすると、並べ替え条件がクリ

アします。

図22：グリッド行 /列のコントロール
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グラフの表示

デフォルトのビューは結果グリッドです｡ [View (表示 )]ボタンを使用して、円グラフあるいは棒グ

ラフに切り替えることができます。

円グラフまたは棒グラフの上にマウスを置くと、その場所の結果の文字列とカウントが表示され

ます。結果数が合計の3％未満の場合は、その他のグループに含まれます。

図23：円グラフ
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図24：棒グラフ

結果のエクスポートとコピー

[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。下図に、グリッドの全内容または特定結果 (1)
をエクスポート (2)またはコピーするためのボタンと(3)メニューの選択を示しています。

図25：Questionの結果のコピーまたはエクスポート

表のコピーアイコンを使用して、テキスト形式で結果をクリップボードにコピーすることができま

す。このアクションを実行すると、[Question Results (Questionの結果)]グリッドに表示される

結果だけでなく、結果全体がコピーされます。コピーしたテキストにセンサー/列名を含むには、

22ページのユーザー設定を設定するを参照してください。
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表のエクスポートアイコンを使用すると、結果を.csvファイルにエクスポートできます。このアク

ションを実行すると、[Question Results (Questionの結果)]グリッドに表示される結果だけで

なく、結果全体がエクスポートされます。センサー/列名を.csvファイルに含むには、[Include
Table Headers (表見出しを含む)]を選択します。このオプションをデフォルトで有効または無

効に設定するには、22ページのユーザー設定を設定するを参照してください。

.csvファイルが、各応答エンドポイントに対して1つのセンサーが複数結果を生成するような

Questionの結果を表示するかを選択してください。たとえば、Get Computer Name and

High CPU Processes [5]というQuestionでは、高CPUプロセスセンサーは各エンドポイ

ントに対して5つのプロセスを表示します。

l Single Rows - Flattened (1行 - 平坦化)：センサーが生成する各結果を1行に1つずつ

表示します。サンプルQuestionでは、これは各エンドポイントにつき5行を意味します：

高CPUプロセスセンサーが返した各プロセスごとに1行ずつ。このオプションは、Question
内の1つのセンサーが複数結果を返す場合にのみ適用できることに留意してください。

平坦化は、複数センサーがそれぞれ複数結果を返す場合には適用できません。

l Multiple Lines Per Row - Stacked (各行につき複数行 - スタック)： センサーが1つのエ

ンドポイントに対して生成するすべての結果を1行に表示します。サンプルQuestionで
は、これは各コンピュータ名に対して5つのプロセスをすべて1行に表示することを意味し

ます。

1つまたは複数の行を選択し、[More (その他)]セレクタを使用すると、選択した行だけをコ

ピーまたはエクスポートできます。
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Alt
/Option
キー

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。青いトーストのメッセージは、セルの内容がクリッ

プボードにコピーされたことを示します。この操作は、[Question Results (Questionの結果)]
グリッドを含めて、Tanium Consoleのほとんどのグリッドで使用できます。

Questionのマージ

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、最初にコンピュータ名と実行

中のプロセスのリストを要求したところ、数台のエンドポイントで疑わしいプロセスが実行されて

いることを示す結果が表示されたとします。ここで、このQuestionと別のQuestionをマージする

ことで、最後にログインしたユーザーなどの別の情報を得ることができます。Tanium Serverによ

りマージQuestionがバックグラウンドで発行され、Tanium Consoleにより追加されたセンサーの

データを含む、1つ以上の列が[Question Results (Questionの結果 )]グリッドに再表示されま

す。

Questionをマージするには：

1. [Question Results (Questionの結果 )]グリッドツールバーの右上隅にある[Merge (マー

ジ)]をクリックします。

Interactに[Select Merge Questions (マージQuestionの選択 )]ダイアログボックスが表示

されます。

2. いずれかのタブを使用して、1つ以上のQuestionを追加してから、[Merge (マージ)] ボタ

ンをクリックします。

l Saved Questions (保存されたQuestion)：Questionの読み取りアクセス許可を受

けている保存されたQuestionのリストが表示されます。
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l Create a Question (Questionを作成 )：新しいQuestionを開始するためのフィール

ドがあります。

l Build a Question (Questionを構築 )：マージQuestionのためのセンサーを選択でき

るフィールドがあります。

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、[Question Results (保存された

Question)]グリッドで選択された行からfrom句が作成されます。
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ドリルダウンの使用

[Question Results (Questionの結果 )]グリッドでは、選択した結果からドリルダウンして、選択

したエンドポイントから追加の情報を得ることができます。基本的には､ドリルダウンQuestionを
追加することは、センサーフィルタを追加することです｡ この操作は､アクションの対象を少数の

コンピュータのグループに絞り込むときに利用するとよいでしょう｡ たとえば、当初は､筐体の種

類とオペレーティングシステムのリストを要求したとします。その結果からドリルダウンして、一致

するレコードのコンピュータ名のリストを得ることができます｡

ドリルダウンするには：

1. [Question Results (Questionの結果 )]グリッドから1つ以上の行を選択します。行を選

択すると、[Drill Down (ドリルダウン)]、[Deploy Action (アクションをデプロイ)]、および

[More (その他 )]ボタンが表示されます。

2. [Drill Down (ドリルダウン)]をクリックします。

ドリルダウンQuestionの選択ダイアログボックスが表示されます。
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保存されたQuestionタブには、保存されたQuestionの読み取りアクセス許可を持つ保

存されたQuestionのリストが含まれています。

Questionの作成タブには、新しいQuestionを開始するためのフィールドがあります。
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Questionのビルドタブには、ドリルダウンQuestion用のセンサーを選択するためのフィール

ドがあります。

3. 使用するQuestionを選択または設定し、次に赤の[Drill Down (ドリルダウン)]ボタンを

クリックします。

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表示されます。ここから、さらにドリルダウンしたり、アクションをデプ

ロイしたり、Questionを保存したり、QuestionバーやQuestionビルダにコピーしたりするこ

とで､さらに絞り込むことができます｡
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アクションのデプロイ

フィルタリング、マージ、およびドリルダウン機能を使用して、管理アクションの対象になっている

コンピュータを探します。[Question Results (Questionの結果 )]グリッドで､その後対象のコン

ピュータを選択し、アクションをデプロイするワークフローページを開くことができます。

重要：対象範囲を完全に理解し、個々の対象への影響および対象数を前提にした

環境への影響を理解し、組織からアクションを実行する許可を得るまでは、アクションを

デプロイしないでください。組織によっては、アクションの確認と承認のために2人目の管

理者が必要になります。詳細については、アクションの承認を参照してください。

ロール要件

[Question Results (Questionの結果 )]グリッドの[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のアクセス許可を持つロールが割り当てられている必要

があります。使用可能なパッケージは、パッケージの読み取りコンテンツセットのアクセス許可で

決まります。アクションをデプロイすると、Tanium Serverは特別な保存されたQuestionを使用

して、アクションステータスを追跡し、アクションをデプロイするワークフローでアクションステータス

を報告します。ワークフローを完了するには、予約コンテンツセットに対するセンサー読み取りと

保存されたQuestionの読み取りアクセス許可も必要です。

アクションをデプロイする

1. Questionを発行します。

ヒント：ポリシーアクションをデプロイしたい場合 (89ページのアクション関係の用語

を参照 )動的なQuestionではなく保存されたQuestionを発行します(Qestionの保

存を参照 )。

2. [Question Results (Question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。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/action_approval.html
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[Deploy Action workflow (アクションをデプロイするワークフロー)]ページが表示されま

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

Name (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。

Description (説明) 省略可｡ 説明は、他の管理者がアクションの目的を理解するのに役立

ちます。

Tags (タグ) 省略可｡ 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。

5. [Schedule Deployment (デプロイのスケジュール)]セクションを完了します。ポリシーアク

ションでは、繰り返しデプロイをスケジュールする必要があります。
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設定 ガイドライン

Start at / End at (開始

時刻/終了時刻)
ポリシーアクションでは必須ですが、他のアクションでは任意です。メン

テナンスウインドウ中、対象クライアントにアクションをデプロイすること

が重要である場合は、開始時刻を指定します。時刻は、Tanium
Clientホストシステムではなく、Tanium Serverホストシステムの協定世

界時(UTC)です。たとえば、アクションが午前1時にデプロイされるよう

指定すると、Tanium Serverのシステムクロック時刻が午前1時のとき

にデプロイされます。次の動作に注意してください：

l 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。

l 開始時刻を指定せず、さらにアクションの承認が有効な場合は、承

認の直後にアクションがデプロイされます。ただし、これは、他のアク

ション条件によってアクションのデプロイが妨げられない限りにおいてで

す。

l 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。

予定済みアクションを再発行するように構成した場合は、期間の限

定なしに再発行すべき種類のアクションであることが確定しているの

でない限り、終了日時を指定するのがベストプラクティスです。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 (シフト

配信)
Tanium Serverは、Tanium Clientにパッケージをバッチ配信します。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/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：

l 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。

l 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。

l 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)])。
注意：[Reissue every (再発行の頻度)]の間隔は、アクションの有効

期限を超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：

l 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

l 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。

保存されたQuestionに基づく繰り返しアクション(ポリシーアクション)では、[Starting
Question (開始Question)]の最新結果に一致するエンドポイントのみでアクションを実

行します。

7. [Show preview to continue (プレビューを表示して続行 )]をクリックして、プレビュー詳細

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

対象への影響を確認して、管理者の資格情報を指定するよう促されます｡

8. パスワードを入力します。
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ページが再読み込みされて、アクションステータスページが表示されます。

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。

10. (ポリシーアクションのみ)[Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (予定済みアクショ

ン)]に移動し、先に追加したアクションの[Policy (ポリシー)]列にYesが表示されている

ことを確認します。この列が表示されない(デフォルトで非表示 )場合、列メニュー をク

リックし、[Columns (列 )] > [Policy (ポリシー)]を選択します。

アクションをデプロイするワークフローによって予定済みアクション構成オブジェクトが作成され、

Tanium Consoleの予定済みアクション、アクション履歴、および(該当する場合 )アクションの承

認ページにアクションが入力されます。詳細については、アクションの管理を参照してください。

Questionの保存

Tanium™ Consoleでは、保存されたQuestionをクリックすると、そのQuestionがTanium Clientに
発行されます。Questionの構文を構成オブジェクトとして保存すると、後で再発行することが

できます。構成オブジェクトは、プラットフォーム全体で利用できます｡Tanium™ソリューションモ

ジュールや､SOAP APIを使用するユーザー開発アプリケーションの両方で利用できます。たとえ

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html
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ば、Tanium™ Connectを使用して、保存されたQuestionをスケジュールに従って実行するよう

に構成し、外部サーバに結果を送信することができます。

ユーザーロールの要件

保存されたQuestionの構成を作成、変更、または削除するには、保存されたQuestionの書

き込みアクセス権を持つユーザーロールがある必要があります。使用できるセンサーは、セン

サーコンテンツセットの読み取りアクセス許可によって決まります。

関連アクションを新しい保存されたQuestion構成に追加するには、保存されたQuestionアク

セス許可に加えて、アクション書き込みとパッケージ書き込みのアクセス許可が必要です。関

連アクションを後で変更または削除したい場合、これら3つのアクセス許可に加えて、その

Questionの所有者アクセス許可が必要です。

管理者またはコンテンツ管理者予約ロールを割り当てられたユーザーには、これらのアクセス

許可があります。

保存されたQuestionを作成する

1. Questionバーを使用して動的なQuestionを実行します｡

2. Questionバーのすぐ下にある[Save this question (このQuestionを保存 )]をクリックしま

す。

新規に保存されたQuestionフォームが表示されます。

3. 次の表に説明する設定を構成します。

設定 ガイドライン

Name (名前) 構成名を指定します。この名前は保存されたQuestionリストに表示さ

れ､Tanium Consoleワークフローに取り込まれます。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。

Content Set (コン

テンツセット )
コンテンツセットに割り当てます。このリストには、保存されたQuestionの書き

込みアクセス権のあるすべてのコンテンツセットが表示されます。

Visibility (可視

性)
l According to RBAC (RBAC準拠)。ユーザーが保存されたQuestionを閲

覧できるようにするには､保存されたQuestionが属するコンテンツセットに対

する保存されたQuestionの読み取りアクセス権を割り当てる必要がありま

す。

l Only the Owner and Admins (所有者と管理者のみ)。保存された

Questionを閲覧することができるのは､オブジェクト所有者と管理者予約

ロールを持つユーザーだけになります｡
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設定 ガイドライン

Reissue this
question every
(このQuestionの
再発行頻度)

Questionを定期的に再発行したい場合、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、構成が保存され次第保存されたQuestionをまず発行します。その時点で

オンラインになっているTanium Clientからは、回答が返されます。再発行オプ

ションを利用すると、その時にはオンラインではないが、予測可能なサイクル(予
測不可能な時間でもよい)で定期的にオンラインになるノートパソコンを対象

にすることができます。たとえば、保存されたQuestionの構成を保存した時は

従業員のラップトップがオフラインであったとしましょう。しかし、8時間おきに確

認すれば、少なくとも1回はオンラインになる可能性が高いと考えられます。

再発行を設定すると、Tanium Serverは保存されたQuestionを指定された

間隔でバックグラウンドで再発行します。たとえば、保存されたQuestionの
構成を現地時間の午前9:00に保存し、再発行間隔を8時間ごとに指定

すると、Tanium Serverは午後5:00と午前1:00、午前9:00(以降も同様)に
保存されたQuestionを再発行します。結果はアーカイブされます。こうする

ことで、[Question Results (Questionの結果)]グリッドに表示される、

Interactを使用したQuestionの発行時にオンラインでないマシンの最近の

回答のデータ品質を改善できます。質問履歴を使用し、保存された

Questionが設定した再発行間隔に従って送信されたことを確認できま

す。

注意：再発行間隔を8時間に指定した場合、夏時間による時刻変更に

関係なく、保存されたQuestionは正確に8時間ごとにTanium Serverにより

再発行されます。

Default
preferences (デ
フォルトユーザー

設定)

このオプションは、管理者またはコンテンツ管理者のロールを持つユーザーにの

み表示されます。この目的は､上位ユーザーが他のユーザーの構成を管理で

きるようにすることにあります｡ 通常、デフォルトは優れた選択と理解されます｡

このオプションを選択すると、管理者の選択は、下位ユーザーに対して初期デ

フォルト値として表示されます。下位ユーザーは、これらの設定を自由に変更

できます。管理者以外のユーザーが設定を変更した場合、その選択肢は保

持され、他の管理者がその後にデフォルトの設定を変更しても保持されます。

注意： 管理者またはコンテンツ管理者が変更を行うと、他のすべての管

理者またはコンテンツ管理者のユーザー設定が変更されます。つまり、管

理者がベストデフォルト設定に同意せざるを得ない設計となっています。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_questions.html#Question_history
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設定 ガイドライン

Make this
question
available for
drilldown
(Questionをドリル

ダウン対象にす

る)

[Select Drilldown Question (ドリルダウンQuestionの選択)]ダイアログボッ

クスの[Saved Questions (保存されたQuestion)]タブに含めます。

Non-Counting
Question /
Counting
Question (非計

数質問/計数質

問)

Questionを非計数質問に変換するかどうかを指定します。Tanium Serverはコ

ンピュータIDごとにデータを保持するため、非計数質問のデータフットプリントは

大きくなります。しかしながら、これはこのエンドポイントの最近のデータの保存

を可能にします。さらに、[Allow for merging (マージを許可)]オプションは非

計数質問のみに使用できます。

非計数質問オプションは、Questionが計数で選択句に正確に1つのセン

サーがある場合に表示されます。非計数質問は、[New Saved Question
(新規に保存されたQuestion)]フォームでのみ構成でき、[Saved Question
(保存されたQuestion)]フォームでは構成できません。

[Enable collection and reporting of recent data (最近のデータの収集

と報告を可能にする)]オプションは、[New Saved Question (新規に保存

されたQuestion)]フォームでのみ設定でき、[Saved Question (保存された

Question)]フォームでは有効にできません。

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)]。(す
べてのユーザーのデフォルトユーザー設定としてこれらを使用)][Default
Preferences (デフォルトユーザー設定)]をすべてのユーザーに設定しない限

り、[Default Tab (デフォルトタブ)]設定がユーザー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)]グリッドの初期表示のデータ期間を

設定します：[Current (現在)]または[Recent (最近)]。

Associated
Actions (関連ア

クション)

省略可｡ [Add Package (パッケージを追加)]をクリックして、[Question
Results (Questionの結果)]グリッドから[Deploy Action (アクションをデプロ

イ)]ボタンをクリックしたときにデフォルトにするパッケージを選択します。

4. [Preview (プレビュー)]をクリックして、保存されたQuestionを使用するときに得られる結

果をプレビューします。

5. [Create Saved Question (保存されたQuestionを作成 )]をクリックします。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_example_sq_associated_action.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_example_sq_associated_action.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_example_sq_associated_action.html
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Tanium ServerはQuestionを再発行して、結果を[Question Results (Questionの結果 )]グ
リッドに表示します。構成した設定に応じて、保存されたQuestionが保存されたQuestionリス
トに表示され、Tanium Consoleワークフローに取り込まれます。

重要：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､呼び出した保存されたQuestionに対する回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された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。

保存されたQuestionの構成について

Tanium Serverは構成を保存したユーザーごとに、保存されたQuestionの構成のコピーを保

持します。例：

1. admin01は保存されたQuestionを作成します。

2. user01はそのQuestionを編集してコピーを保存します。

3. user02はそのQuestionを編集してコピーを保存します。

4. user03は、保存されたQuestionを編集するのではなく、そのQuestionの読み取りまたは

編集のアクセス許可を持ちます。

Tanium Serverには、3つのコピーがあります。保存したユーザーごとに1つのコピーがあります。

ユーザーごとの設定は、保存されたQuestion構成のメタデータとしてシステムに保存されます。

user01またはuser02がログインしたとき､保存されたQuestionに関するそれぞれのユーザーの設

定は異なることがあります｡ たとえば、user01の設定ではQuestionをマージ操作に含めることが

許可されますが、user02の設定では許可されていない場合､ユーザー体験は異なります。構

成を保存していないuser03は、admin01の設定に従います。

再発行オプションが設定されている場合、Questionは各ユーザー構成で指定された間隔で

発行されます。ただし、複数のユーザーが基本的に同じ管理コンピュータグループ権限を持っ

ている場合、Tanium Serverは冗長トラフィックを抑制します。たとえば、user01とuser02の両

方がすべてのコンピュータコンピュータグループにアクセスし、再発行間隔を4時間おきに1回に

設定した場合、Tanium Serverは4時間ごとに1回だけQuestionを再発行します。ただし、

user01がコンピュータグループAのみにアクセスし、user02がコンピュータグループBのみにアクセス

する場合、Tanium Serverは各ユーザーの要件に従ってQuestionを再発行します。
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Interactコンテンツページの使用

[Interact Content (Interactコンテンツ)]ページには、該当するコンテンツセットのアクセス許可

がある場合、TaniumコンテンツパックとTaniumソリューションからインポートされた[Category (カ
テゴリ)]と[Dashbiards (ダッシュボード )]、[Saved Questions (保存されたQuestion)]、さらには

あなたまたは他のユーザーによって作成された保存されたQuestionが表示されます。

Interact Contentページのパネルについて

[Interact Content (Interactコンテンツ)]ページには、[Categories (カテゴリ)]、[Dashboards
(ダッシュボード )]、および[Saved Questions (保存されたQuestion)]の3つのパネルがあります。

図26：Interact Contentページ

Category (カテゴリ)

整理されたダッシュボードのグループ。カテゴリは、ファイルに関するQuestionの種類

(Taniumの管理、セキュリティ、インベントリ、操作など)の総称のようなものです。

Dashboard (ダッシュボード )

ダッシュボードには、保存されたQuestionのグループが整理されて入っています。ダッシュ

ボードには、調査したい問題に関係するすべての保存されたQuestionが含まれていま

す。[Interact Content (Interactコンテンツ)]のページで、ダッシュボードの名前をクリック

すると、Tanium ServerはすべてのQuestionをTanium Clientに発行し、Tanium Console
はQuestionごとに[Question Results (Questionの結果 )]グリッドを表示します。

Saved question (保存されたQuestion)
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Questionの構文と設定を含む構成オブジェクトです。[Interact Content (Interactコンテ

ンツ)]ページで、保存されたQuestionの名前をクリックすると、Tanium Serverがその

QuestionをTanium Clientに発行し、Tanium Consoleに[Question Results (Questionの
結果 )]グリッドを表示します。保存されたQuestionは、スケジュールに従ってバックグラウ

ンドで再発行されるように構成することもできます。

Interact Contentページを表示する

1. メインメニューから[Interact]を選択します。Interactの[Home (ホーム)]ページがデフォルト

で開きます。

2. Interactメニューから、[Interact Content (Interactコンテンツ)]を選択します。

Interact Contentページ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、システム内の保存されたQuestion数は増

大します。パネルカードフィルタとテキスト検索フィルタを適用することで、特定のQuestionを見

つけるのに役立ちます。

パネルカードフィルタ

パネルカードをクリックすると、ページをフィルタリングして、選択した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るようにできます。カードが灰色になり左の縁が赤く表示されて、

フィルタとして選択したことを示します。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クリアできます。

図27：Interact Contentページのフィルタ
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テキストフィルタ

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できます。テキスト検索

ボックスでxをクリックすると、フィルタをクリアできます。

図28：テキストフィルタ

お気に入りを使用する

お気に入りは、[Show only (表示を限定 )]フィルタを[Favorites (お気に入り)]に設定したとき

にInteract [Home (ホーム)]ページおよび[Interact Content (Interactコンテンツ)]に表示したい

項目です。Tanium Serverはお気に入りをユーザー固有設定として保存します。あなたのお

気に入りの選択は他のユーザーには適用されません。

お気に入り項目を選択/選択解除する

カテゴリ、ダッシュボード、または保存されたQuestionの名前の横に表示される、お気に入り

選択 /選択解除アイコン / を切り替えることで、その項目をお気に入りにできます。お気に

入りにすると、アイコンがカラー表示されます。

ヒント：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、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。

お気に入りのみを表示する

[Interact Content (Interactコンテンツ)]ページで[Favorites (お気に入り)]をクリックすることで、

[Show only (表示を限定 )]フィルタをオン/オフします。このボタンは暗いバックグラウンドに変化

して、[Categories (カテゴリ)]、[Dashboards (ダッシュボード )]、[Saved Questions (保存され
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たQuestion)]パネルにお気に入りのみが表示されることを示します。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。

図29：お気に入りフィルタ

現在または最近の結果を選択する

[Interact Content (Interactコンテンツ)]ページから保存されたQuestionを発行すると、Tanium
Consoleに[Saved Question Results (保存されたQuestionの結果 )]グリッドが表示されます。

保存されたQuestionに対する結果グリッドには、動的なQuestionのときの結果グリッドの全機

能に加えて、[Zoom (ズーム)]オプションが含まれています。[Current (現在 )]または[Recent
(最近 )]。現在のデータは、現在オンラインのエンドポイントからの回答で構成されます。最近

のデータにはオフラインエンドポイントからの解答が含まれることがあります。デフォルトでは、

Tanium ServerはTanium Clientからの回答を7日間キャッシュします。Tanium Serverが
Questionを発行したときにエンドポイントがオフラインだったが、そのエンドポイント用のキャッシュ

値がある場合、Tanium Serverはその値を結果グリッドに渡すことができます。

ダッシュボードを開く

[Interact Content (Interactコンテンツ)]ページからダッシュボードを開くと、Tanium Consoleに
はダッシュボードの結果ページが表示され、これにはそのダッシュボードに含まれる各保存され

たQuestionの結果グリッドが含まれます。
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図30：ダッシュボードの結果ページ

ダッシュボード結果ページには、[Deploy Action (アクションのデプロイ)]ボタンや[Zoom
(ズーム)]オプションなど、各Questionの[Saved Question Results (保存されたQuestion
の結果 )]ページで利用可能なすべての機能があります(Questionの結果グリッドの使用

を参照 )。ダッシュボード結果ページには、次の機能もあります。図30の番号に対応して

います。

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。

3. ページにダッシュボード名、お気に入りのステータス(お気に入りは、お気に入り以外は)、
保存されたQuestionの数が表示されます。

4. ページのすべての結果グリッドを1つまたは2つの列に切り替えます。

5. ページには、Question名とランタイムインジケータアイコン(Questionとセンサーのしきい値

の管理を参照 )が各結果グリッドの上に表示されます。ドロップダウンリストで、Question
構文を表示する、Questionを[Question Bar (Questionバー)]にコピーする、または

Questionを[Question Builder (Questionビルダ)]にコピーするオプションが提供されま

す。Question名をクリックしてQuestionを再発行することができます。Questionの設定を

変更する場合、[Edit (編集 )]をクリックします(保存されたQuestionの編集を参照 )。

6. 特定の結果グリッドを展開 (フルページ幅 )または縮小 (半ページ幅 )します。Tanium
Serverは、ユーザーごとに各ダッシュボードに対してこの設定を保存します。例えば、

[Hardware Inventory (ハードウェアインベントリ)]ダッシュボードの[Monitor Details (モニ

タの詳細 )]グリッドを縮小すると、次回ダッシュボードを発行したときにTanium Console
には縮小されたグリッドが表示されます。

7. 1つ以上の表示オプションを次から選択します。グリッド (デフォルト )、円グラフ、棒グラ

フ、およびQuestionのテキスト。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_results.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_sensor_thresholds.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_sensor_thresholds.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#Edit_a_Saved_Question
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8. 結果グリッドごとに追加のフィルタを適用します。[Filter All Questions Displayed (表示

されているすべてのQuestionをフィルタ)]を[Filter by Computer Group (コンピュータグ

ループでフィルタ)]に設定し、結果グリッドのフィルタで[Filter by Computer Group (コン
ピュータグループでフィルタ)]を選択すると、Tanium Consoleはそのグリッドをフィルタブール

ANDで結合します。

構成を管理する

カテゴリとダッシュボード、保存されたQuestionの構成を管理する手順は似てはいますが、いく

つか違いもあります。

カテゴリ構成を作成する

1. パネルの見出しで設定 をクリックして、[New Category (新規カテゴリ)]を選択します。

2. カテゴリの[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。

ダッシュボード構成を作成する

1. パネルの見出しで設定 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. ダッシュボードの[Name (名前 )]、[Computer Group Filter (コンピュータグループフィル

タ)]、[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。

注意：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追加され

ます。このカテゴリは、管理者またはコンテンツ管理者ロールを持つユーザーのみ見るこ

とができます｡ その結果として、ダッシュボードもまた､管理者またはコンテンツ管理者

ロールを持つユーザーと作成者しか見ることができません｡ 自分にこれらのどのロールも

なく、管理者またはコンテンツ管理者のロールを持たないが、適切なRBACアクセス許可

を得ている他のユーザーも自分が作成したダッシュボードを見えるようにしたい場合は、

必要とされる特権を持つユーザーに別のカテゴリにダッシュボードを移動するよう依頼し

ます｡

保存されたQUESTIONを作成する

Interact Contentページから保存されたQuestionを作成することはできません。保存された

Questionは､アドホックQuestionを発行した後、Questionバーから作成することができます。を

参照してください。
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ダッシュボードをカテゴリに割り当てる

1. フィルタをすべて消去します。

2. そのカテゴリにマウスカーソルを重ねて、編集 をクリックして、[Add/Remove Dashboards
(ダッシュボードの追加と削除 )]を選択します。

3. [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。

保存されたQUESTIONをダッシュボードに割り当てる

1. フィルタをすべて消去します。

2. ダッシュボードをクリックして選択します。1つだけ選択してください。

3. 編集 をクリックして、[Add/Remove Saved Questions (保存されたQuestionの追加と

削除 )]を選択します。

4. [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、ダッシュボード、保存されたQUESTIONの設定を編集する

1. パネルカードの上にマウスを置いてツールを表示します。

2. 編集アイコン をクリックして、[Edit Category Information (カテゴリ情報の編集 )]、
[Edit Dashboard Information (ダッシュボード情報の編集 )]、[Edit Properties (プロパ

ティの編集 )](Question)のいずれかを選択します。

3. 設定を編集します。

4. 構成を保存します。
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カテゴリまたはダッシュボード構成を削除する

1. そのパネルカードにマウスカーソルを重ねて、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。

注意：保存されたQuestion構成は、[Interact Content (Interactコンテンツ)]ページか

らは削除できません。削除できるのは [Content (コンテンツ)] > [Saved Questions (保
存されたQuestion)]ページからのみです。

構成をエクスポートする

1. パネルの見出しで設定 をクリックし、[Export Categories (カテゴリのエクスポート)]、
[Export Dashboards (ダッシュボードのエクスポート)]、または[Export Questions
(Questionのエクスポート)]を選択します。

2. エクスポートする項目を選択するか、[Select all (すべて選択 )]をクリックします。

3. [Export (エクスポート)]をクリックします。

4. ファイル名を指定して[OK]をクリックします。

XMLファイルはローカルホストコンピュータに保存されます。

Interactホームページの操作

Interactモジュールに移動するか、モジュールメニューで[Home (ホーム)]をクリックすると、

[Home (ホーム)]ページが開きます。

ユーザーロールの要件

Interactの[Home (ホーム)]ページセクションを表示するには、以下の特権が必要です。

セクション 特権

Welcome (ようこそ) Ask Dynamic Question

Best Practices (ベストプラ

クティス)
動的なQuestionの実行

Interact Content (Interact
コンテンツ)

表示されるサマリ数は、ダッシュボードグループの読み取り、ダッシュボードの

読み取り、および保存されたQuestionの読み取りの各アクセス許可によっ

て異なります。

Favorite Categories (お気

に入りカテゴリ)
ダッシュボードグループの読み取り
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セクション 特権

Favorite Dashboards (お
気に入りダッシュボード)

ダッシュボードの読み取り

Favorite Saved Questions
(お気に入り保存された

Question)

保存されたQuestionの読み取り

ホームページの設定を管理する

Interactの[Home (ホーム)]ページセクションを表示 /非表示 /並べ替えするには、[Home (ホー

ム)]ページの右上にある[Manage Home Page (ホームページの管理 )]をクリックして[Home
Page Management (ホームページの管理 )]を表示します。セクションを表示 /非表示するには

チェックボックスを選択 /選択解除し、並べ替えるにはセクションをドラッグアンドドロップします。

[Home (ホーム)]ページで直接セクションヘッダーにマウスカーソルを重ねて右のxをクリックするこ

とで、セクションを非表示にすることもできます。

注意：[Home (ホーム)]ページの設定は、ブラウザのローカルストレージに保存されるた

め、ユーザーやデバイス、ブラウザにまたがって適用されることはありません。

お気に入りを使用する

お気に入りとして選択したカテゴリ、ダッシュボード、保存されたQuestionは[Interact]ホーム

ページに表示されます。[Interact Content (Interactコンテンツ)]ページと同じようにして使用で

きます。たとえば、ダッシュボードをクリックして開き、保存されたQuestionを発行することができ

ます。

Interact 2.0へのアップグレード前に選択したお気に入り項目は、アップグレード時にInteract
[Home (ホーム)]ページのお気に入りセクションに追加されます。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、読み取りアクセス許可

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。

お気に入りにしたくない項目は、そのお気に入りアイコン をクリックしてオフにします。複数項

目のお気に入り設定のオン/オフを切り替えるには、[Interact Content (Intereactコンテンツ)]
ページに移動して、[Categories (カテゴリ)]、[Dashboards (ダッシュボード )]、または[Saved
Questions (保存されたQuestion)]パネルのヘッダーで[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 )]をクリックします。
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注意：Tanium Serverはお気に入りをユーザー固有設定として保存します。あなたのお

気に入りの選択は他のユーザーには適用されません。
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パート4：アクション

Taniumのアクションの概要

Tanium™のデプロイでは、パッケージは管理対象のエンドポイントにアクションを実行するために

必要なコマンド1つとスクリプト1つ、関連ファイルから構成されています。たとえば、[Clean Stale
Tanium Client Data (古いTanium Clientデータの消去 )]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。

アクションのデプロイ

パッケージは、アクションのデプロイワークフローを開始することによって、Interactの[Question
Results (Questionの結果 )]グリッドからTanium Clientのホストコンピュータにデプロイできます。

Tanium Serverは、その後にピアの一次チェーンを介してパッケージファイルをエンドポイントに

配布します。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Action_<ID>という名

前の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から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。

アクション関係の用語

アクショングループ

アクショングループは、アクションが適切なコンピュータグループにのみ発行されるように対

象を定めるように設計されています。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のコマンドを使用するパッケージをデプロイするように予定済みアク

ションを構成する場合は、Windowsコマンドのアクショングループにのみアクションが実行

されるよう指定することができます。

アクションロック

アクションロックは、エンドポイントに対するアクションを中断するように設計されています。

予期しない動作が発生し、デバッグ中にアクションをオフにしたい場合は、アクションロッ

クをデプロイできます。

アクションの承認

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_packages.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html
https://docs.tanium.com/client/client/index.html#File_distribution
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html#Managing_Action_History
https://docs.tanium.com/client/client/troubleshooting.html#Action_logs
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アクションの承認は、承認ステージを必要とするポリシーがある組織に役立ちます。アク

ションの承認が有効な場合、予定済みアクションをデプロイするログインユーザーがその

アクションを承認することはできません。アクションの承認アクセス許可が割り当てられて

いる別のユーザーによって承認されるまで、アクションは保留されます。承認されると、予

定が終了するもしくは予定済みアクションの構成が変更されるまで、承認は有効で

す。

予定済みアクション

予定済みアクションは、Tanium Serverが定期的に再発行するアクションです。これらの

アクションはハイジーン(衛生管理 )を促進するように設計されています。たとえば、

Tanium ServerはClient Maintenanceコンテンツパックをインポートした後に、4時間ごとに

[Clean Stale Tanium Client Data (古いTanium Clientデータの消去 )]アクションを再発

行します。

ポリシーアクション

ポリシーアクションは、エンドポイントにポリシーを適用するための予定済みアクションで

す。たとえば、エンタープライズポリシーには、すべてのエンドポイントに特定のTanium™ソ
リューションモジュールが必要になることがあります。各ポリシーアクションは、保存された

Questionに基づきます。各予定済みアクションの間に、Tanium Serverは現在の

Questionの結果に一致するエンドポイントを特定します。一致するエンドポイントがある

場合、Tanium Serverはすべてのエンドポイントにアクションをデプロイしますが、一致する

エンドポイントにのみアクションが実行されます。

たとえば、Get Tanium Trace Status equals needs installation from all

machines with Tanium Trace Status equals needs installationというQuestionに
一致するエンドポイントにのみTanium™ Traceをインストールするアクションを構成すると

します。最初にこのアクションをデプロイすると、Tanium ServerはTanium Traceがインス

トールされていない多くのエンドポイントにモジュールをインストールする可能性がありま

す。ただし、その後のデプロイでは、その条件に一致する少数のエンドポイントにのみイ

ンストールされます(おそらく、最初のアクションのデプロイの後に追加されたエンドポイント

のみ)。一致するエンドポイントがない場合、アクションはデプロイされないため、帯域幅

を節約して[Actions (アクション)] > [Action History (アクション履歴 )]グリッドの混雑を回

避できます。これに対して、ポリシー以外のアクション(動的なQuestionに基づく)は、一

致するエンドポイントがない場合にもデプロイされます。さらに、アクショングループのすべ

てのエンドポイントは、以前に実行されて不要になっているアクションも含めて、ポリシー

以外のアクションの実行を試みるため、終わることがありません。
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Tanium Serverは、ポリシーが保存されたQuestionを送信した時点にオフラインで、アク

ションの実行中にオンラインになったエンドポイントにアクションをデプロイしないことに注意

してください。Tanium Serverは、アクションの実行中にオンラインになったエンドポイントに

ポリシー以外のアクションのみをデプロイします。ポリシー以外のアクションは、アクショング

ループのすべてのエンドポイントに(特定のモジュールがインストールされているかなど)の条

件に基づいてエンドポイントをフィルタせずにアクションを実行する場合にも役立ちます。

注意：保存されたQuestionを削除した場合にも、Tanium Serverは、そのQuestionを
使用するすべてのポリシーアクションの再発行を継続し、[Administration (管理 )] > 
[Question History (質問履歴 )]グリッドには、予定済みアクションの間隔のQuestionが
引き続き表示されます。

ユーザーロールの要件

アクション関連のアクセス許可を受けている場合は、Taniumアクションページを表示することが

できます。Taniumアクションページに表示される機能は、ロールベースのアクセス許可によって

異なります。

予約ロール 機能

管理者 アクションの承認をバイパス以外のすべての機能とすべてのアクセス許可。

コンテンツ管理者 アクショングループの作成･編集以外のすべての機能。

アクションの承認をバイパス以外のすべてのアクセス許可。

表5：予約ロールとアクション

次のアクセス許可を持つ高度なロールを作成できます。ロールの構成では、関連パッケージを

含むコンテンツセットを指定します。

アクセス許可 機能

Read Action (ア
クションの読み

取り)

[Scheduled Actions (予定済みアクション)]ページを表示できます。グリッド内の行の

可視性は、基の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許可

によって異なります。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。

表6：アクションに対するアクセス許可 (アクションの承認が無効 )
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アクセス許可 機能

Write Action (ア
クションの書き

込み)

[Scheduled Actions (予定済みアクション)]ページを表示できます。ユーザーは、自

身が発行したアクションの行を閲覧できます。基の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許可を受けている場合は、他のユーザーが発行したアク

ションの行を閲覧することもできます。

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､自分のアクションの読み取り、パッケージの読み取り、そしてプレビューの表

示のアクセス許可があることを意味します｡

アクションのデプロイ、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、予約コンテンツセットのセンサーの読み取りと保存されたQuestion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
Saved Question
(保存された

Questionへのア

クションの書き

込み)

[Scheduled Actions (予定済みアクション)]ページを表示できますが、ユーザーがデ

プロイ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、関連するパッケージで構成された保存さ

れたQuestion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許可

は必要ありません｡ 保存されたQuestionが関連パッケージで構成されていない場

合、アクションのデプロイボタンは表示されません。

ヒント：Taniumを使用して他のユーザーが作成した標準的な操作手順を実行す

る「アクションユーザー」による使用を制限するには、アクション書き込みアクセス許

可の代わりにこのアクセス許可を使用します。

次の高度なロールアクセス権限は、アクションの承認が有効な場合にのみ関係します｡

アクセス許可 機能

Approve Action (アクションの承

認)
すべての承認待ちページの閲覧。

グリッド内の行の可視性は、基のパッケージのコンテンツセットに対

するアクションを読み取りのアクセス許可によって異なります。

基のパッケージのコンテンツセットに対するアクションの承認が必要

です。自身ではなく、別のユーザーによって作成されたアクションを

承認できます。

表7：アクションのアクセス許可 (アクションの承認が有効 )
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アクセス許可 機能

Read Own Action (自身のアクショ

ンの読み取り)
ログインしているユーザーのアクションをすべての承認待ちグリッドに表

示するか決定します。

Bypass Action 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ー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｡

遡及的には適用されません。

予定済みアクションとアクション履歴の管理

予定済みアクションの構成では、以下を指定します。

l パッケージ

l 開始時間、終了時間、再発行の間隔を含むスケジュール設定

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基準

Questionの結果グリッドからアクションをデプロイすると、Tanium Serverは予定済みアクションを

作成します。Tanium Serverをインストールすると、初期コンテンツパックをインポートする間に

一連の予定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。その他の特定のTaniumコンテンツパックと

Taniumソリューションモジュールをインポートすると、Tanium Serverは追加の予定済みアクショ

ンを作成します。

予定済みアクションを管理する

予定済みアクションに関連する管理タスクを実行するには、グリッドにアクションが表示される

[Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (予定済みアクション)]に移動します。行を選択

すると、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、ラベルなしのステータス列に有効なアクションを示す緑

色のチェックマーク が表示され、無効なアクションを示す赤色のマイナス が表示されるとし

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。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_packages.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_results.html#Deploy_Action
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図31：予定済みアクションページ

次の表に管理タスクをまとめています｡

タスク ガイドライン

Reissue (再発行) [Reissue Action (再発行アクション)]ページを表示します。名前とスケジュール、

対象条件を変更できます。

Edit (編集) [Edit Action (アクションの編集)]ページを表示します。スケジュールと対象基準を

変更できます。

Package Status
(パッケージステー

タス)

パッケージの詳細を表示します。古いパッケージで問題が発生した場合は、このダ

イアログボックスを使用してパッケージを再度ダウンロードできます。

Enable/Disable
Action (アクション

の有効化/無効

化)

予定済みアクションを有効または無効にします。

Change Group (グ
ループの変更)

予定済みアクションを新しいアクショングループに割り当てます。アクショングループに

は、1つ以上のコンピュータグループが含まれます。

表8：予定済みアクションの管理タスク
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タスク ガイドライン

Copy Action (アク

ションをコピー)
予定済みアクションを新しいアクショングループにコピーします。

Copy Text (テキス

トをコピー)
グリッド行のデータをクリップボードにコピーします。

Export (エクスポー

ト )
選択した項目の構成の詳細をXMLファイルとしてエクスポートします。

Delete (削除) [Delete Action (アクションの削除)]ページを表示します。削除する前に構成を確

認することができます。

アクション履歴を管理する

開始済み、完了済み、および予定済みアクションの時系列の記録を表示するには、各アク

ションの[Status (ステータス)]を表示する[Actions (アクション)] > [Actions History (アクション

履歴 )]ページに移動します。

l 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：

l 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

l 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
l 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。

l Stopped：管理者がアクションを停止しました。

データ範囲フィルタ、コンピュータグループフィルタ、テキストフィルタ、および行ソートを使用し

て、管理者操作が必要なアクションを検索できます。行を選択すると、グリッドの上にアクショ

ンボタンが表示され、選択したアクションに実行できる管理タスクが示されます。
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図32：アクション履歴ページ

次の表に管理タスクをまとめています｡

タスク ガイドライン

Show Status (ス
テータスの表示)

ステータスの詳細を示す[Action Status (アクションステータス)]ページが表示され

ます。

Stop (停止) アクションを停止します。

Reissue (再発行) [Reissue Action (再発行アクション)]ページを表示します。名前とスケジュール、

対象条件を変更できます。

Copy (コピー) グリッド行のデータをクリップボードにコピーします。

表9：アクション履歴の管理タスク

次の図は、[Action Status (アクションステータス)]ページを示しています。
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図33：アクションステータスページ

Tanium Clientは、アクションに関する以下の進行状況と完了状態をレポートします。

l Waiting (待機中 )：アクションの開始に必要なファイルのダウンロード待ち｡

l Downloading (ダウンロード中 )：アクションの開始に必要なファイルのダウンロード中｡

l Running (実行中 )：アクションの実行中。

l Waiting to Retry (再試行待ち)：アクションはまもなく再試行されます。

l Completed (完了 )：アクションは正常に完了しました。

l Expired (期限切れ)：有効な時間内にアクションが開始されなかったか､完了しません

でした。

l Failed (失敗 )：アクションは正常に完了しませんでした。

l Verified (確認済み)：アクションが完了し、確認のQuestionで成功が確認されました。

アクションIDを理解する

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
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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 [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。

図34：アクション履歴ページにおけるアクションID

l アクションステータページでは、[Details (詳細 )]セクションとブラウザのURLに[Action ID (ア
クションID)]が表示されます。このページは、予定外のアクションをデプロイすると自動的

に開きます。このページは、[Actions History (アクション履歴 )]ページから開くこともできま

す。
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図35：アクションステータスページにおけるアクションID

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。

l <ClientInstallationFolder>\Downloads\config\ActionStatuses
.astファイルでは、アクションIDによって、各アクションがそれぞれのステータスにマップされ

ます。
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図36：actionstatuses.astファイルのアクションID

l <ClientInstallationFolder>\Downloadsフォルダでは、各アクションログの

ファイル名に関連するアクションIDが表示されます。
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図37：Action_<ID>.txtログのアクションID

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。

図38：action-history.txtログのアクションID
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予定済みアクション構成のインポート /エクスポート

ベストプラクティスとして、本番環境にインポートする前に、予定済みアクションをラボ環境でテ

ストしてください。

ユーザーロールの要件

ユーザーは、自分がアクション書き込みアクセス許可を持っている特定の予定済みアクション

をエクスポートすることができます。管理者またはコンテンツ管理者予約ロールを持つユーザー

は、予定済みアクション構成全体をエクスポートおよびインポートできます。

特定のアクションをエクスポートする

1. [Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (予定済みアクション)]に移動します。

2. 1つ以上のアクションを選択し、[More (その他 )] > [Export (エクスポート)]を選択しま

す。

3. [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にアクセスするために使用するシステムの

DownloadsフォルダにXMLファイルをエクスポートします。

予定済みアクション構成全体をエクスポートする

1. [Content (コンテンツ)]ページまたは[Permissions (アクセス許可 )]ページから、Tanium
Consoleの右上にある[Export to XML (XMLへエクスポート)]をクリックします。

2. [Saved Actions (保存されたアクション)]を選択し、[Export (エクスポート)]をクリックしま

す。

3. [File Name (ファイル名 )]を入力するか、デフォルト名を使用して、[OK]をクリックします。

Tanium Serverは、Tanium Consoleにアクセスするために使用するシステムの

DownloadsフォルダにXMLファイルをエクスポートします。

アクションの構成をインポートする

1. インポートする前に、KeyUtility.exeを使用してXML構成ファイルに署名します。ワ

ンタイムアクションとして、関連公開キーを正しいフォルダにコピーする必要もあります。

手順は、コンテンツXMLファイルの署名を参照してください。

2. [Content (コンテンツ)]または[Permissions (アクセス許可 )]ページのいずれからでも、

Tanium Consoleの右上にある[Import from XML (XMLからインポート)]をクリックします。

3. [Choose File (ファイルを選択 )]をクリックして、構成ファイルを見つけて選択し、[Open
(開く)]をクリックします。

4. [Import (インポート)]をクリックします。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。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
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5. 競合項目の解決策を選択するガイダンスは、競合やベストプラクティスを読むか、テク

ニカルアカウントマネージャに相談してください。

6. 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。

アクショングループの管理

アクショングループは、予定済みアクションの対象にする管理対象エンドポイントを定義するた

めに使用します。

Tanium Core Platform 7.1およびそれ以降では、[Default (デフォルト)]というアクショングループ

のデフォルト定義に[No Computers (コンピュータなし)]というワイルドカードグループが含まれて

います。これは、[Default (デフォルト)]アクショングループを対象にするアクションは何の影響も

及ぼさないことを意味します。以前のリリースでは、[Default (デフォルト)]アクショングループに

[All Computer (すべてのコンピュータ)]というワイルドカードグループが含まれていました。このた

め以前は、多くのコアTanium™ Initial Content (初期コンテンツ)パッケージを広範なエンドポイ

ントにデプロイできました。Taniumは、バージョン7.1で[Default (デフォルト)]の定義を変更し、

Tanium Clientにアクションを発行する前にアクショングループを管理するようにユーザーに求め

ることにしました。

注意：アクショングループ構成を作成、変更、または削除できるのは､管理者予約ロー

ルを割り当てられているユーザーだけです｡

アクショングループを作成する

1. [Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (予定済みアクション)]に移動します。

2. [New Group (新規グループ)]をクリックし、構成ページを表示します。

3. 名前と可視性オプションを指定し、[Computer Groups (コンピュータグループ)]を選択し

ます。Boolean ANDまたはBoolean ORを使用して、コンピュータセットを組み合わせること

ができます。

4. [Save (保存 )]をクリックします。

アクショングループを編集する

1. [Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (予定済みアクション)]に移動します。

2. 左パネルでアクショングループを選択します。

コンソールの右側のウィンドウにグループの詳細が表示されます。

3. [Edit (編集 )]をクリックして、構成ページを表示します。

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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アクションに関連付けられているアクショングループを変更する

1. [Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (予定済みアクション)]に移動します。

2. グリッド内の行をクリックして、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 )]をクリックします。

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削除する

1. [Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (予定済みアクション)]に移動します。

2. 左パネルでアクショングループを選択し、以下のいずれかのボタンをクリックします。いずれ

のボタンでもアクショングループの詳細を表示するダイアログボックスが開き、そこで削除

の影響を評価できます。

l [Delete (削除 )]：このボタンは、アクショングループに既存の予定済みアクションが

ない場合に表示されます。[Delete Action Group (アクショングループを削除 )]をク

リックして先に進みます。

l [Migrate and Delete (移行して削除 )]：このボタンは、アクショングループに既存の

予定済みアクションがある場合に表示されます。[Action Group (アクショングルー

プ)]ダイアログボックスが開いたら、[Migrate existing scheduled actions to below
selected action group (既存の予定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別のアクショングループを選択します。[Show
Preview to Continue (プレビューを表示して続行 )]をクリックして、アクションを移

行するアクショングループに現在含まれているエンドポイントを確認します

([Preview (プレビュー)]セクション)。[Actions associated to this Action Group (こ
のアクショングループに関連付けられているアクション)]も確認します。影響を評価

したら、[Transfer Actions and Delete Action Group (アクションを転送してアクショ

ングループを削除 )]をクリックします。

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の初期コンテンツおよびクライアントメンテナンスコンテンツパックとその他Taniumソリュー

ションには、デプロイされたセンサーおよびパッケージの機能の実行に必要なツールがエンドポイ

ントに存在することを確認するための予定済みアクションが含まれています。これらの予定済

みアクションは、Taniumがインストールされていない新しいエンドポイント、再構築されたエンド

ポイント、Taniumがアンインストールされたエンドポイント、または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)エンドポイントを特定するために、すべてのエンドポイントに再

発行する必要があります。初期デプロイ後に[All Computers (すべてのコンピュータ)]を含むア
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クショングループを作成し、初期コンテンツとクライアントメンテナンス予定済みアクションをこの

新しいグループに移動します。

アクショングループごとに特定の用途を定義する

アクショングループは、1つまたは複数のコンピュータグループで構成されます。特定のイベントに

対するアクショングループを作成し、時間の経過と共にコンピュータグループを追加できます。

たとえば、最初にテストグループを作成して、次にOSタイプグループまたは地域グループを作成

します。

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が定期的なアクションを発行する場合、長くて複雑なターゲティング条件を含

むアクショングループは短くてシンプルな条件を含むグループより多くのリソースとネットワークトラ

フィックを使用します。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ためのオプションについては、テクニカル

アカウントマネージャ(TAM)にお問い合わせください。

アクションロックコンテンツの使用

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 )]オプションが有効になっているパッケージを除くすべてのアクションの実行を

抑止します(120ページのパッケージを作成するを参照 )。[Initial Content - Base (初期コンテ

ンツベース)]コンテンツパックには、Windowsおよび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。
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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。アクションステータスページが開きます。

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ログインして設定を確認します。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。

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。ログファイル名 (Action_<ID>.txt)
によって個々のアクションのログを識別できます。これには、アクションステータスページま

たは[Action (アクション)] > [Actions History (アクション履歴 )]ページに表示される
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[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(アクションをデプロイするを参照 )。アクションス

テータスページが開いた後に、アクションが最終的にタイムアウトし、ステータスが

[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。アクションステータスページが開きます。

5. ステータスを監視し、アクションが完了するまで待ちます。

アクションロックがオフになっていることを確認する

1. 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。

2. Questionの結果に含まれていないエンドポイントにログ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。

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。ログファイル名 (Action_<ID>.txt)
によって個々のアクションのログを識別できます。これには、アクションステータスページま

たは[Action (アクション)] > [Actions 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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アクションの承認の使用

一部の組織では、TPI (Two-Person Integrity)を実装しています。これは、あるユーザーが開

始するアクションは、別のユーザーが承認するまで実行できないことを意味します。承認者に

は、完全な管理者ロールを保有するユーザーまたは特別なアクションの承認ロールを保有す

るユーザーを指定できます。承認要件に対する例外が許可されている場合は、承認バイパ

スロールを割り当てることができます。

アクションの承認者ロールを作成する

1. [Permissions (アクセス許可 )] > [Roles (ロール)]に移動します。

2. 指定したコンテンツセットに対して、アクション承認アクセス許可を付与する高度なロー

ルを作成します。

3. 構成を保存します。

アクション承認バイパスロールを作成する

1. [Permissions (アクセス許可 )] > [Roles (ロール)]に移動します。

2. 指定したコンテンツセットに対して、アクションの承認をバイパスするアクセス許可を付与

する高度なロールを作成します。このアクセス許可を持つユーザー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｡

3. 構成を保存します。

ユーザーにアクション承認とバイパスのロールを割り当てる

1. [Administration (管理 )] > [Users (ユーザー)]に移動します。

2. ユーザーの行をクリックして、[Edit (編集 )]をクリックします。

3. アクション承認者またはアクションの承認をバイパスするユーザー用に作成したロールの1
つを割り当てます。

4. 構成を保存します。

アクション承認を有効または無効にする

1. [Administration (管理 )] > [Global Settings (グローバル設定 )]に進みます。

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。

重要：アクションの承認を無効にした場合は、承認待ちのアクションを完了できませ

ん。これを避けるには、この機能を無効にする前に、承認待ちのアクションのリストをクリ

https://en.wikipedia.org/wiki/Two-man_rule
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アするように承認者に依頼します。または、[Actions (アクション)] > [Actions History (ア
クション履歴 )]ページでアクションを確認し、目的の結果を得るために必要に応じてアク

ションを再発行します。

すべての承認待ちグリッドを確認する

アクション承認が有効になっていると、管理者予約ロールを保有するユーザーは、[Actions (ア
クション)] > [All Pending Approval (すべての承認待ち)]ページを表示できます。このページは

承認待ちアクションのバックログを表示するようにフィルタされますが、それ以外は、[Actions (ア
クション)] > [Scheduled Actions (予定済みアクション)]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(93ページの予定済みアクションを管理するを参照 )。

図39：すべて承認待ちページ

承認待ちのアクションを承認する

1. 管理者ロールまたはアクション承認者ロールを保有するユーザーとしてログインします。

Tanium Consoleには、承認が必要なアクションの数が表示されます。
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2. [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。

テキストフィルタと行ソートを使用して、確認するアクションを探すことができます。

3. 承認するアクションを選択し、[Approve (承認 )]をクリックします。

4. 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。

5. パスワードを入力して承認を完了します。

注意：予定済みアクションの承認は、予定が終了するか、予定済みアクションの構成

が変更されるまで有効です。
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パート3：コンテンツ

コンテンツの概要

Tanium™のデプロイでは、コンテンツはTaniumのユースケースを拡張したり、特定の環境や目

的に合わせてユースケースをカスタマイズしたりするためのセンサー、パッケージ、および保存さ

れたQuestionです。たとえば、環境に新しいアプリケーションが導入された場合、コンテンツ作

成者は、インストールされたアプリケーションまたは実行中の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およびそのアプリケーションを停止または開始するパッケージスクリプ

トを作成できます。

コンテンツ作成者には、前提条件として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

保存されたQuestionのコンテンツ作成者をチームに含めることにより、予定に従って保存され

たQuestionを再発行したり、[Deploy Action (アクションのデプロイ)]ワークフローに含まれるパッ

ケージにアクションを関連付けたりできます。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、ネットワークの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、

予定済みQuestionや予定済みアクションのエンドポイントに対する影響を理解し、必要に応

じて調整を行う必要があります。

たいていの顧客は、Taniumコンテンツパックとソリューションモジュールで提供されているコンテン

ツを可能な限り活用し、テクニカルアカウントマネージャ(TAM)と協力してカスタマイズを行った

り、新しい使用法に取り組んでいます。

重要：Tanium Core Platformのコンテンツを作成する際のベストプラクティスは、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サンプルとして、Taniumコンテンツ

パックのコンテンツを検討することです。テスト済みのセンサーおよびパッケージを、カスタ

ムコンテンツの模範として参考にしてください。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html
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センサーの管理と作成

概要

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

サーには、難解な独自のコーディング構文ではなく、よく知られた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

Windows Server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」な機能を提供します。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。

センサーの構成は、[Content (コンテンツ)] > [Sensors (センサー)]ページを使用して、表示、

追加、編集、または削除します。エンドポイントのリソースに対するセンサーの影響を評価する

ために、ページの上部に[Sensor Runtime Metrics (センサーの実行時メトリクス)]が表示され

ます。各実行時間しきい値に対して、メトリクスはそれを超えているセンサーの数、センサーの

平均実行時間、およびセンサーの最大実行時間を示します。[Overall (全体 )]メトリクスは、

すべてのセンサーの平均および最高速の実行時間を示します。メトリクスをクリックすると、

[High (高 )]、[Medium (中 )]、または[Low (低 )]の実行時間しきい値を超えたセンサーに基

づいてグリッドをフィルタできます。実行時間しきい値とインジケータに関する詳細およびタスク

については、248ページのQuestionとセンサーのしきい値の管理を参照してください。グリッドの

上のテキストフィールドを使用してセンサー名でフィルタするか、[Filter Results (フィルタ結果 )]
オプションを使用して、[Runtime (実行時間 )]のしきい値、[Content Set (コンテンツセット)]、
[Category (カテゴリ)](モジュール、タグ、SQLなど)、ユーザー([Modified by (変更者 )])でフィル

タできます。

ユーザーロールの要件

センサーの構成を作成、変更、または削除するには、ユーザーアカウントにセンサー書き込み

アクセス許可を含むロールが割り当てられている必要があります。管理者またはコンテンツ管

理者の予約ロールを保有するユーザーには、このアクセス許可があります。
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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(詳細については、30ページの推奨4： カスタマイズを

Taniumのコンテンツに限定するを参照 )。Taniumが提供するセンサーを編集する必要がある

場合は、テクニカルアカウントマネージャ(TAM)にお問い合わせください。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(113ページのセンサーのクローン

を作成するを参照 )。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。センサーを

編集するには：

1. [Content (コンテンツ)] > [Sensors (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、表10の説明に従って設定を構成し

ます。

4. 変更を保存します。

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。

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。

ベストプラクティスとして、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：

1. [Content (コンテンツ)] > [Sensors (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. センサーの行を選択し、[Clone (クローン)]をクリックし、表10の説明に従って設定を構

成します。

4. 変更を保存します。

センサーを作成する

1. [Content (コンテンツ)] > [Sensors (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、表10で示すとおりに構成を完了します。

3. 構成を保存します。
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設定 ガイドライン

Name (名前) 構成名を指定します。この名前はセンサーリストに表示され、Tanium
Consoleのワークフローに取り込まれます。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。

Description (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)]ダイアログボックスに表示されます。

Content Set (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許可を

持つすべてのコンテンツセットが表示されます｡

Category (カテゴリ) [Sensors (センサー)]ページおよびQuestionビルダのセンサーの参照ダイアログ

ボックスに表示されるカテゴリの1つを指定します。

Result Type (結果の型) [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

表10：センサーの構成に関するガイドライン



© 2019 Tanium Inc. All Rights Reserved 115ページ

設定 ガイドライン

Max Age (最大経過時

間)
Tanium Client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。Tanium Client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Tanium Client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。

>Ignore case in result
values (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。

Hide this sensor from
sensor lists and parse
results (このセンサーを

センサーリストから隠し、

結果を解析する)

ユーザー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。

Split into multiple
columns using
delimiter (区切り文字を

使用して複数の列に分

割する)

(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｡ 複数列をフィルタする質問を作成するとき

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。

Scripts (スクリプト ) 対象プラットフォームごとに以下を行います｡

1. +をクリックして対象プラットフォームを追加します。

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. スクリプトテキストを貼り付けます。

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

Parameter Inputs (パラ

メータ入力)
(パラメータ化されたセンサーのみ) +をクリックし、[Add Parameter (パラメー

タの追加)]をクリックして、パラメータを構成します。次のオプションがあります。

l [Checkbox (チェックボックス)] - ユーザーは、ボックスを選択することで設

定を有効にできます。変数には0または1が入力されます。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)] - ユーザーは日付と時刻、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、ユーザーはパイプで区切っ

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)] - ユーザーはリストから1つのオプ

ションのみを選択します。

l [List (リスト)] - ユーザーは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)] - ユーザー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。ユーザーが選択した数字

が変数に入力されます。

l [Numeric Interval (数値間隔)] - ユーザー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、ユーザーが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､ユーザーの使用に適しません｡ 使

用についての詳細は、テクニカルアカウントマネージャにお問い合わせくださ

い。

l [Separator (セパレータ)] - セパレータは、ユーザー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)] - ユーザー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)] - ユーザー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。ユーザー入力は変数に入力さ

れます。

l [Time (時刻)] - ユーザー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。

Sensor Preview (セン

サーのプレビュー)
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。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_example_parameterized_sensor.html
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センサー構成をインポート /エクスポートする

ベストプラクティスとして、コンテンツは本番サーバに配布する前にラボ環境で作成してテストし

ます。Tanium ConsoleのXMLインポート/エクスポート機能は、これをサポートします。

ユーザーロールの要件

ユーザーは、センサー書き込みアクセス許可のある特定のセンサーをエクスポートできます。管

理者またはコンテンツ管理者予約ロールを持つユーザーは、センサー構成全体をエクスポート

およびインポートできます。

特定のセンサーのエクスポートする

1. [Content (コンテンツ)] > [Sensors (センサー)]に移動します。

2. 1つ以上のセンサーを選択し、表のヘッダーの上にあるツールバーのエクスポート をク

リックします。

3. [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にアクセスするために使用するシステムの

DownloadsフォルダにXMLファイルをエクスポートします。

センサー構成全体をエクスポートする

1. [Content (コンテンツ)] > [Sensors (センサー)]に移動し、表のヘッダーのすべてをエクス

ポート をクリックします。

ヒント：または、センサーに加えて他の構成オブジェクトをエクスポートする場合

は、いずれかの[Content (コンテンツ)]または[Permissions (アクセス許可 )]ページ

に移動し、Tanium Consoleの右上の[Export to XML (XMLにエクスポート)]をク

リックし、[Sensors (センサー)]およびその他のオブジェクトタイプを選択し、[Export
(エクスポート)]をクリックします。

2. [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にアクセスするために使用するシステムの

DownloadsフォルダにXMLファイルをエクスポートします。

センサー構成をインポートする

1. インポートする前に、KeyUtility.exeを使用してXML構成ファイルに署名します。ワ

ンタイムアクションとして、関連公開キーを正しいフォルダにコピーする必要もあります。

手順は、コンテンツXMLファイルの署名を参照してください。

2. [Content (コンテンツ)]または[Permissions (アクセス許可 )]ページのいずれからでも、

Tanium Consoleの右上にある[Import from XML (XMLからインポート)]をクリックします。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
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3. [Choose File (ファイルを選択 )]をクリックして、構成ファイルを見つけて選択し、[Open
(開く)]をクリックします。

4. [Import (インポート)]をクリックします。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。

5. 競合項目の解決策を選択するガイダンスは、競合やベストプラクティスを読むか、テク

ニカルアカウントマネージャに相談してください。

6. 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。

センサー隔離を管理する

実行時間が設定不可能な1分のタイムアウトを超えている場合、Tanium Clientは停止しセ

ンサーを隔離します。隔離の適用を有効にすると、隔離センサーはその後のQuestionに対し

て再度実行できなくなります。適用を無効にしても、クライアントは隔離ステータスを割り当

て、隔離イベントを記録しますが、どのセンサーが少なくとも1回タイムアウトしたかを示すのみ

です。センサー隔離の表示、追加、削除、有効化 /無効化の詳細については、Tanium
Clientデプロイガイド：センサー隔離を管理するを参照してください。

パッケージの管理と作成

概要

パッケージ構成には、設定とコマンド、スクリプト、さらには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のファイルが含まれます。パッケージは、アクションのデプロイワー

クフローを開始することによって、Interactの[Question Results (Questionの結果 )]グリッドから

デプロイできます。

Tanium Clientサービスは、LocalSystemまたはrootアカウントのアクセス許可で実行されるた

め、エンドポイントにログインしている管理者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。その結果、ログインしたユーザーに管理者権限がない場合にも、Tanium™
Consoleユーザーは、クライアントアプリケーションをインストール、更新、または削除するアクショ

ンをエンドポイントにデプロイできます。ただし、以下のようなアプリケーションに限ります。

l 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できるアプリケーション。

l インストール時に対象システムにログインしているエンドユーザーとの対話を表示しないよ

うに構成されるアプリケーション。

l 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されるアプリケーション。

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/client/client/troubleshooting.html#Manage_Sensor_Quarantines
https://docs.tanium.com/client/client/troubleshooting.html#Manage_Sensor_Quarantines
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html
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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。

ユーザーロールの要件

パッケージの構成を作成、変更、または削除するには、ユーザーアカウントにパッケージ書き

込みアクセス許可を含むロールが割り当てられている必要があります。管理者またはコンテン

ツ管理者の予約ロールを保有するユーザーには、このアクセス許可があります。

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

済みのパッケージは編集しないでください(詳細については、30ページの推奨4： カスタマイズを

Taniumのコンテンツに限定するを参照 )。Taniumが提供するパッケージを編集する必要があ

る場合は、テクニカルアカウントマネージャ(TAM)にお問い合わせください。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(120ページのパッケージのク

ローンを作成するを参照 )。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。

パッケージを編集するには：

1. [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 )]をクリックして、表11の説明に従って構成を完

了します。

4. 変更を保存します。

パッケージファイルを再ダウンロードする

1. [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。
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3. パッケージの行を選択し、[Status (ステータス)]をクリックします。

ポップアップにステータスが表示されます。

4. ステータスを確認し、必要に応じて[Re-download (再ダウンロード )]をクリックします。

ヒント：[Actions (アクション)] > [Actions History (アクション履歴 )]ページから開くことがで

きるアクションステータスページからパッケージファイルを再ダウンロードすることもできます。

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。

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。ベストプラクティスとして、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：

1. [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. パッケージの行を選択し、[Clone (クローン)]をクリックし、表11の説明に従って構成を完

了します。

4. 変更を保存します。

パッケージを作成する

1. [Content (コンテンツ)] > [Package (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、表11の説明に従って構成を完了しま

す。

3. 構成を保存します。
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設定 ガイドライン

Package Name (パッケー

ジ名)
パッケージを識別する構成名。

Display Name (表示名) この名前は、[Packages (パッケージ)]ページ、[Deploy Actions (アクションの

デプロイ)]ページ、および[Browse Packages (パッケージの参照)]ダイアログ

ボックス([Deploy Actions (アクションのデプロイ)]ページから開く)に表示され

ます。

Content Set (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、パッケージ書き込みアクセス許可

を持つすべてのコンテンツセットが表示されます｡

Command (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。

オプションで、[Add sensor variable (センサー変数を追加)]リンクを使用し

てセンサーへの参照を挿入します。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｡ 実行中のプロセスセンサーは、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を返します。実行中のプロセスセンサーを使

用しているQuestionからパッケージを直接にデプロイして、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 )

アクションタイムアウトの概算式は、[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)]です。タイムアウトす

るまでにアクションが終了しない場合は、再発行する必要があります。

Ignore action lock (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、105
ページのアクションロックコンテンツの使用を参照してください。

表11：パッケージ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

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、Tanium Core Platformサーバ

とTanium Clientが必要です)。プロセスグループでパッケージコマンドを実行し

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。構成できるようにするには、

[Administration (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。Tanium Console
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にす

るには、インポートする前にXMLで<process_group_flag>を1に設定

するか、インポートした後にTanium Consoleで[allow_process_group_
flag_edit]を構成します。

Files (ファイル) ファイルをアップロードまたはダウンロードするには、次のコントロールを使用して

パッケージ用のファイルを選択します。

l ローカルファイル

ローカルホストコンピュータからファイル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

URLとそのSHA-256ハッシュ(任意)、[Check for update (更新を確認)]オ
プションを指定します。

パッケージングに関連するすべてのファイルは、Tanium Serverディレクトリの

サブディレクトリに保存されます。
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設定 ガイドライン

Parameter Inputs (パラ

メータ入力)
(パラメータ化されたパッケージのみ)+をクリックし、[Add Parameter (パラメー

タの追加)]をクリックして、パラメータを構成します。次のオプションがあります。

l [Checkbox (チェックボックス)] - ユーザーは、ボックスを選択することで設

定を有効にできます。変数には0または1が入力されます。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)] - ユーザーは日付と時刻、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、ユーザーはパイプで区切っ

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)] - ユーザーはリストから1つのオプ

ションのみを選択します。

l [List (リスト)] - ユーザーは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)] - ユーザー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。ユーザーが選択した数字

が変数に入力されます。

l [Numeric Interval (数値間隔)] - ユーザー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、ユーザーが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､ユーザーの使用に適しません｡ 使

用についての詳細は、テクニカルアカウントマネージャにお問い合わせくださ

い。

l [Separator (セパレータ)] - セパレータは、ユーザー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)] - ユーザー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)] - ユーザー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。ユーザー入力は変数に入力さ

れます。

l [Time (時刻)] - ユーザー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。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_example_parameterized_package.html
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設定 ガイドライン

Verification Query (検証

クエリ)
1. [Add (追加)]をクリックします。

2. フィルタバーまたはフィルタビルダーを使用して、アクションの実行に成功した

マシンを返すQuestionのフィルタ部分を作成します。

3. 確認失敗のタイムアウトを指定します。時刻は、アクションの開始から起算

されます。タイムアウトの期間内にアクションを検証できない場合、Tanium
Clientはアクションステータスを失敗としてレポートします。

[Verification Query (検証クエリ)]を構成してからアクションを実行すると、

アクションステータスページに追加の進捗バーが表示され、[Client Status
Details (クライアントステータスの詳細)]にアクションが検証されたマシンが

表示されます。

[Verification Query (検証クエリ)]構成には、プレビューQuestionを使用し

ます。このQuestionを実行するには、予約コンテンツセットに対するセン

サー読み取りアクセス許可が必要になるため、[Verification Query (検証

クエリ)]を追加する場合にもこのアクセス許可が必要です。

パッケージ構成をインポート /エクスポートする

ベストプラクティスとして、コンテンツは本番サーバに配布する前にラボ環境で作成してテストし

ます。コンソールのインポート/エクスポートXML機能によって、このことを実践することができま

す｡

ユーザーロールの要件

ユーザーは、自分がパッケージ書き込みアクセス許可を持っている特定のパッケージをエクス

ポートすることができます。管理者またはコンテンツ管理者予約ロールを持つユーザーは、パッ

ケージ構成全体をエクスポートおよびインポートできます。

特定のパッケージをエクスポートする

1. [Content (コンテンツ)] > [Packages (パッケージ)]に移動します。

2. 1つ以上のパッケージを選択し、表のヘッダーの上にあるツールバーのエクスポート をク

リックします。

3. [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にアクセスするために使用するシステムの

DownloadsフォルダにXMLファイルをエクスポートします。
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パッケージ構成全体をエクスポートする

1. [Content (コンテンツ)] > [Packages (パッケージ)]に移動し、表のヘッダーのすべてをエク

スポート をクリックします。

ヒント：または、パッケージに加えて他の構成オブジェクトをエクスポートする場合

は、いずれかの[Content (コンテンツ)]または[Permissions (アクセス許可 )]ページ

に移動し、Tanium Consoleの右上の[Export to XML (XMLにエクスポート)]をク

リックし、[Packages (パッケージ)]およびその他のオブジェクトタイプを選択し、

[Export (エクスポート)]をクリックします。

2. [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にアクセスするために使用するシステムの

DownloadsフォルダにXMLファイルをエクスポートします。

パッケージ構成をインポートする

1. インポートする前に、KeyUtility.exeを使用してXML構成ファイルに署名します。ワ

ンタイムアクションとして、関連公開キーを正しいフォルダにコピーする必要もあります。

手順は、コンテンツXMLファイルの署名を参照してください。

2. [Content (コンテンツ)]または[Permissions (アクセス許可 )]ページのいずれからでも、

Tanium Consoleの右上にある[Import from XML (XMLからインポート)]をクリックします。

3. [Choose File (ファイルを選択 )]をクリックして、構成ファイルを見つけて選択し、[Open
(開く)]をクリックします。

4. [Import (インポート)]をクリックします。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。

5. 競合項目の解決策を選択するガイダンスは、競合やベストプラクティスを読むか、テク

ニカルアカウントマネージャに相談してください。

6. 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。

保存されたQuestionの管理

保存されたQuestionの構成には、Questionの構文と設定が含まれます。保存された

Questionは、InteractのQuestionバーから作成します。

ユーザーロールの要件

保存されたQuestionの構成を作成、変更、または削除するには、保存されたQuestionの書

き込みアクセス許可のロールを保有するユーザーアカウントが必要です。使用できるセンサー

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/interact_saved_questions.html#Saving_Questions
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は、センサーコンテンツセットの読み取りアクセス許可によって決まります。

関連アクションを新しい保存されたQuestion構成に追加するには、保存されたQuestionアク

セス許可に加えて、アクション書き込みとパッケージ書き込みのアクセス許可が必要です。関

連アクションを後で変更または削除したい場合、これら3つのアクセス許可に加えて、その

Questionの所有者アクセス許可が必要です。

管理者またはコンテンツ管理者予約ロールを割り当てられたユーザーには、これらのアクセス

許可があります。

保存されたQuestion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保存

されたQuestionは編集しないでください(詳細については、30ページの推奨4： カスタマイズを

Taniumのコンテンツに限定するを参照 )。Taniumが提供するQuestionを編集する必要がある

場合は、テクニカルアカウントマネージャ(TAM)にお問い合わせください。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。保存されたQuestionを編集するには：

1. [Content (コンテンツ)] > [Saved Questions (保存されたQuestion)]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、編集する保存されたQuestionを検索しま

す。

3. 保存されたQuestionの行を選択し、[Edit (編集 )]をクリックし、以下の設定を構成しま

す。

設定 ガイドライン

Name (名前) 構成名を指定します。この名前は保存されたQuestionリストに表示さ

れ､Tanium Consoleワークフローに取り込まれます。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。

Content Set (コン

テンツセット )
コンテンツセットに割り当てます。このリストには、保存されたQuestionの書き

込みアクセス権のあるすべてのコンテンツセットが表示されます。

Visibility (可視

性)
l According to RBAC (RBAC準拠)。ユーザーが保存されたQuestionを閲

覧できるようにするには､保存されたQuestionが属するコンテンツセットに対

する保存されたQuestionの読み取りアクセス権を割り当てる必要がありま

す。

l Only the Owner and Admins (所有者と管理者のみ)。保存された

Questionを閲覧することができるのは､オブジェクト所有者と管理者予約

ロールを持つユーザーだけになります｡
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設定 ガイドライン

Reissue this
question every
(このQuestionの
再発行頻度)

Questionを定期的に再発行したい場合、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、構成が保存され次第保存されたQuestionをまず発行します。その時点で

オンラインになっているTanium Clientからは、回答が返されます。再発行オプ

ションを利用すると、その時にはオンラインではないが、予測可能なサイクル(予
測不可能な時間でもよい)で定期的にオンラインになるノートパソコンを対象

にすることができます。たとえば、保存されたQuestionの構成を保存した時は

従業員のラップトップがオフラインであったとしましょう。しかし、8時間おきに確

認すれば、少なくとも1回はオンラインになる可能性が高いと考えられます。

再発行を設定すると、Tanium Serverは保存されたQuestionを指定された

間隔でバックグラウンドで再発行します。たとえば、保存されたQuestionの
構成を現地時間の午前9:00に保存し、再発行間隔を8時間ごとに指定

すると、Tanium Serverは午後5:00と午前1:00、午前9:00(以降も同様)に
保存されたQuestionを再発行します。結果はアーカイブされます。こうする

ことで、[Question Results (Questionの結果)]グリッドに表示される、

Interactを使用したQuestionの発行時にオンラインでないマシンの最近の

回答のデータ品質を改善できます。質問履歴を使用し、保存された

Questionが設定した再発行間隔に従って送信されたことを確認できま

す。

注意：再発行間隔を8時間に指定した場合、夏時間による時刻変更に

関係なく、保存されたQuestionは正確に8時間ごとにTanium Serverにより

再発行されます。

Default
preferences (デ
フォルトユーザー

設定)

このオプションは、管理者またはコンテンツ管理者のロールを持つユーザーにの

み表示されます。この目的は､上位ユーザーが他のユーザーの構成を管理で

きるようにすることにあります｡ 通常、デフォルトは優れた選択と理解されます｡

このオプションを選択すると、管理者の選択は、下位ユーザーに対して初期デ

フォルト値として表示されます。下位ユーザーは、これらの設定を自由に変更

できます。管理者以外のユーザーが設定を変更した場合、その選択肢は保

持され、他の管理者がその後にデフォルトの設定を変更しても保持されます。

注意： 管理者またはコンテンツ管理者が変更を行うと、他のすべての管

理者またはコンテンツ管理者のユーザー設定が変更されます。つまり、管

理者がベストデフォルト設定に同意せざるを得ない設計となっています。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_questions.html#Question_history
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設定 ガイドライン

Make this
question
available for
drilldown
(Questionをドリル

ダウン対象にす

る)

[Select Drilldown Question (ドリルダウンQuestionの選択)]ダイアログボッ

クスの[Saved Questions (保存されたQuestion)]タブに含めます。

Non-Counting
Question /
Counting
Question (非計

数質問/計数質

問)

Questionを非計数質問に変換するかどうかを指定します。Tanium Serverはコ

ンピュータIDごとにデータを保持するため、非計数質問のデータフットプリントは

大きくなります。しかしながら、これはこのエンドポイントの最近のデータの保存

を可能にします。さらに、[Allow for merging (マージを許可)]オプションは非

計数質問のみに使用できます。

非計数質問オプションは、Questionが計数で選択句に正確に1つのセン

サーがある場合に表示されます。非計数質問は、[New Saved Question
(新規に保存されたQuestion)]フォームでのみ構成でき、[Saved Question
(保存されたQuestion)]フォームでは構成できません。

[Enable collection and reporting of recent data (最近のデータの収集

と報告を可能にする)]オプションは、[New Saved Question (新規に保存

されたQuestion)]フォームでのみ設定でき、[Saved Question (保存された

Question)]フォームでは有効にできません。

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)]。(す
べてのユーザーのデフォルトユーザー設定としてこれらを使用)][Default
Preferences (デフォルトユーザー設定)]をすべてのユーザーに設定しない限

り、[Default Tab (デフォルトタブ)]設定がユーザー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)]グリッドの初期表示のデータ期間を

設定します：[Current (現在)]または[Recent (最近)]。

Associated
Actions (関連ア

クション)

省略可｡ [Add Package (パッケージを追加)]をクリックして、[Question
Results (Questionの結果)]グリッドから[Deploy Action (アクションをデプロ

イ)]ボタンをクリックしたときにデフォルトにするパッケージを選択します。

4. 変更を保存します。

注意：パラメータ化されたセンサーに基づく保存されたQuestionを作成してからセンサー

を変更する場合、保存されたQuestionは元の設計どおりに動作します。新しいセン

サーの定義は、保存されたQuestionを変更した後に期待どおりに動作します。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_example_sq_associated_action.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_example_sq_associated_action.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_example_sq_associated_action.html
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保存されたQuestionの構成をインポート /エクスポートする

ベストプラクティスとして、コンテンツは本番サーバに配布する前にラボ環境で作成してテストし

ます。Tanium ConsoleのXMLインポート/エクスポート機能は、これをサポートします。

ユーザーロールの要件

ユーザーは、自分が保存されたQuestion書き込みアクセス権を持つ特定の保存された

Questionをエクスポートできます。管理者またはコンテンツ管理者予約ロールを持つユーザー

は、保存されたQuestion構成全体をエクスポートおよびインポートできます。

特定の保存されたQUESTIONエクスポートする

1. [Content (コンテンツ)] > [Saved Questions (保存されたQuestion)]に移動します。

2. 1つ以上の保存されたQuestionを選択し、表のヘッダーの上にあるツールバーのエクス

ポート をクリックします。

3. [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にアクセスするために使用するシステムの

DownloadsフォルダにXMLファイルをエクスポートします。

保存されたQUESTION構成全体をエクスポートする

1. [Content (コンテンツ)] > [Saved Questions (保存されたQuestion)]に移動し、表のヘッ

ダーのすべてをエクスポート をクリックします。

ヒント：または、保存されたQuestionに加えて他の構成オブジェクトをエクスポート

する場合は、いずれかの[Content (コンテンツ)]または[Permissions (アクセス許

可 )]ページに移動し、Tanium Consoleの右上の[Export to XML (XMLにエクス

ポート)]をクリックし、[Saved Questions (保存されたQuestion)]およびその他のオ

ブジェクトタイプを選択し、[Export (エクスポート)]をクリックします。

2. [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にアクセスするために使用するシステムの

DownloadsフォルダにXMLファイルをエクスポートします。

保存されたQUESTIONの構成をインポートする

1. インポートする前に、KeyUtility.exeを使用してXML構成ファイルに署名します。ワ

ンタイムアクションとして、関連公開キーを正しいフォルダにコピーする必要もあります。

手順は、コンテンツXMLファイルの署名を参照してください。

2. [Content (コンテンツ)]または[Permissions (アクセス許可 )]ページのいずれからでも、

Tanium Consoleの右上にある[Import from XML (XMLからインポート)]をクリックします。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
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3. [Choose File (ファイルを選択 )]をクリックして、構成ファイルを見つけて選択し、[Open
(開く)]をクリックします。

4. [Import (インポート)]をクリックします。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。

5. 競合項目の解決策を選択するガイダンスは、競合やベストプラクティスを読むか、テク

ニカルアカウントマネージャに相談してください。

6. 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XMLファイルへの署名

ベストプラクティスとして、コンテンツは本番サーバに配布する前にラボ環境で作成してテストし

ます。Tanium ConsoleのXMLインポート/エクスポート機能は、これをサポートします。

デフォルトでは、Tanium Serverにインポートするコンテンツにデジタル署名が必要です。信頼

済み署名者の公開キーは､Tanium Serverで管理されます。コンテンツをインポートすると、

サーバは署名を公開キーファイルのストアと照合します｡ チェックに失敗すると、コンテンツはイ

ンポートされず、Tanium Consoleにエラーメッセージが表示されます。

図40：署名確認の失敗によるエラー

注意：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

トするコンテンツには、Taniumの署名が入っています。公開キーは、インストール時に

Tanium Serverに配信されます。

KeyUtility.exeを使用してXMLファイルに署名する

KeyUtilityプログラムを使用すると、暗号キーペアを生成して、XMLコンテンツファイルに署名で

きます。KeyUtilityプログラムは、Tanium Support Knowledge BaseのコンテンツXMLファイルへの

署名に関する記事からダウンロードしてください(ログインが必要 )。

Taniumインストールには、コンテンツXMLファイルの署名に使用する暗号キーユーティリティが含

まれています。コマンドラインユーティリティおよびその関連ファイルは、最上位のインストールディ

レクトリにあります(例：D:\Program Files\Tanium\Tanium Server)。インストール

ディレクトリから直にユーティリティを実行することも、次のファイルを作業ディレクトリにコピーする

こともできます。

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
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/230181927
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l KeyUtility.exe

l libeay32.dll

l ssleay32.dll

署名キーを生成するには、次のコマンドを使用します。

KeyUtility.exe makekeys outFile

例：

KeyUtility.exe makekeys TaniumLab

ユーティリティーによって公開キーと秘密キーのペアが生成されます。以下は、キー生成後の

作業ディレクトリの例を示しています。

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

続いて、次のコマンドを使用してコンテンツXMLファイルに署名します。

KeyUtility.exe signcontent TaniumLab.pvk <XMLfile>

例：

KeyUtility.exe signcontent TaniumLab.pvk "Example Multicolumn Sensor Windows
Registry.xml"

ユーティリティによって、XMLファイルの末尾に署名が追加されます。次のようになります。

<!--
hash=2a8bc7529c9fcdad037982bcbfc12306aa88ac8b9d95d02248ec369008188b7c0e356a
d1811609c7
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54eb01dc97c09b9f2acb10331e2d9dbf77d309124c61950a;signature=01AF3D547A97CCBD
62A022F398
586DEAD4E29A30C29406283DA2E8F1E9FCF176194D66D4D9602538102F8F2FBBCFBC7AF370D
B44E839C04
7253A246447E9A146706F00E94CD26D2CF29D8916E6EE0F21C77F0E13A6769905E5DDC09458
912A94BB74
C1311C9B26301DB8D8C73AC043EBC6A5A836FB6815011F1ACB37E0248A30F100B631-->

コンテンツ署名の公開キーファイルをTanium Serverにコピーする

XMLファイルをインポートする前に、公開キーファイルをTanium Serverのキーフォルダにコピーし

ます(D:\Tanium\Tanium Server\content_public_keys\contentなど)。

注意：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アプライアンスインストールガイドを参照してください。

例：パッケージファイル

パッケージコマンドには、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

存するものがあり、パッケージとともに配布されたファイル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41：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

重要：コマンドボックスで指定するコマンド構文には、タスクがサイレントモードで実行さ

れるように、適切なコマンドラインスイッチがすべて含まれている必要があります。たとえ

https://docs.tanium.com/appliance/appliance/tanium_operations_menu.html#custom_signed_content
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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42：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

注意：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はすでに削除さ

れており、このため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

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｡

https://docs.tanium.com/client/client/deploy_package_mac.html#uninstall
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データを1つのレコードの形式で提示するほうがより有用である場合は、複数列センサーを作

成します。たとえば、Windowsレジストリの問題を調べる場合は、複数の情報を知る必要が

あります。

[Registry Key Value Names with Data (レジストリキーの値の名前とデータ)]は初期コンテンツ

パックに含まれる複数列センサーです。次の情報が返されます。ユーザー(ユーザーハイブの場

合 )、Keypath、値、データ、データのタイプ、およびOSアーキテクチャの種類

図43：複数列センサーの結果

スクリプト

スクリプトは、プロパティを標準出力チャネルに書き込むとき､それらプロパティを区切る区切り

文字を追加する必要があります。スクリプト内の区切り文字は、設定で指定した区切り文

字と同じである必要があります。
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図44：センサースクリプト内の複数列の区切り文字

設定

複数列センサーの場合、センサー設定を構成するときは、[Split into multiple columns
using delimiter (区切り文字を使用して複数の列に分割 )]を選択し、文字列セパレータ(パ
イプが一般的 )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質

問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45：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、動的なQuestionをする際に関連値の指定をユーザーに促すことを

目的としています｡ 保存されたQuestionになると、値は保存されて、保存されたQuestionの
再発行時に指定されます。

パラメータ化センサーを作成することで､ファイル名やプロセス名、レジストリのキー値など、変数

にされることが多い特定の値を検索するツールとして利用できます｡

[Registry Value Data (レジストリ値のデータ)]は初期コンテンツパックに含まれているパラメータ

化センサーです。センサーが動的なQuestionの基になっている場合、パーサーからはレジストリ

キーとレジストリ値パラメータの値を指定するよう促されます。
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図46：このときQuestionパーサーは、パラメータ化センサーに渡す値を入力するよう促し

ます。

値を指定して[Go (実行 )]をクリックすると、Questionが発行されます。Questionバーの構文に

は置換後の値が示され、[Question Results (Questionの結果 )]グリッドに値が入力されま

す。

図47：パラメータ化センサーを含む動的なQuestionの結果

重要：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､呼び出した保存されたQuestionに対する回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された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。
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スクリプト

センサースクリプトでは、次の例の||strKey||や||strValue||のように入力パラメータを二重

の縦線 (||)で囲みます。

図48：センサースクリプト

UTF8デコード

パラメータデータは、基のスクリプトに渡す前にコンソールによってパーセントエンコードして、使

用の前にデコードする必要があります。図48に示す[Registry Value Data (レジストリ値デー

タ)]の例では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、コンソールのフォームからのユーザー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.
' 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
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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

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。
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#!/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' \
-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' \
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-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

ユーザーがパラメータ値の指定を促されたときのユーザーインターフェイスは､パラメータ入力の

設定によって決まります｡ キーフィールドに、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。縦線は､フォームの左側のナビゲーションメニューに表示

される、パラメータ入力名のリストに構成を追加すると自動的に含まれます。

図49：パラメータ入力

ユーザー入力用の最も一般的なUIはテキストボックスですが、他にも選択肢があります。ユー

ザー入力コントロールのフォーマットには、次のUI要素オプションを利用できます｡

l Checkbox (チェックボックス)
ユーザーがボックスを選択することで設定を有効にできます。変数には0または1が入力

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。
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l Date (日付 )、Date Time (日付時刻 )、Date時間範囲 (日付時間範囲 )
ユーザーは日付と時間、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、ユーザー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)
ユーザーはリストから1つのオプションのみを選択します。

l List (リスト)
ユーザーは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 )
ユーザー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。ユーザーが選択し

た数字が変数に入力されます。

l Numeric Interval (数値間隔 )
ユーザー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、ユーザーが2を選択して高 (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､ユーザーの使用に適しません｡ 使用についての詳細は、テクニカルアカ

ウントマネージャにお問い合わせください。

l Separator (セパレータ)
セパレータは、ユーザー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 )
ユーザー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 )
ユーザー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。ユーザー入力は変数に入力されます。

l Time (時刻 )
ユーザーは、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：パラメータ化パッケージ

パラメータ化されたパッケージは、InteractのQuestion Results (Questionの結果 )グリッドからア

クションをデプロイするときに、コマンドラインパラメータの値を指定するようにユーザーに求めるよ

うに設計されています。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_results.html#Deploy_Action
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パラメータ化パッケージを作成することで､実行時に値を設定できる柔軟なツールとして利用

できます｡

[Registry - Set Value (レジストリ -値の設定 )]は初期コンテンツパックに含まれるパラメータ化

パッケージです。このパッケージを含むアクションをデプロイすると、アクションをデプロイするワーク

フローでは、コマンドラインに渡す値を入力するよう促されます｡

図50：パラメータ化パッケージ

重要：アクションが定期的に再発行されるよう設定すると、予定済みアクションになり

ます。予定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、置換された値

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。エン

ドポイントでは、Tanium™ Clientは一時パッケージを呼び出す予定済みアクションを実

行する指令があると一時パッケージを実行します。予定済みアクションは、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。

スクリプトとコマンドラインパラメータ

スクリプトでコード化されたパラメータと、ランタイム時に値を指定する順序は、番号ではなく位

置に従って調整されます。この例では、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｡
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図51：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52：コマンドラインパラメータ

UTF8デコード

パラメータデータは、基のスクリプトに渡す前にコンソールによってパーセントエンコードして、使

用の前にデコードする必要があります。図51で示す[Registry - Set Value (レジストリ -値の設

定 )]例のVirtualBoxスクリプトでは､i18n / UTF8Decode.vbsスクリプトに@includeが使用されて

います。このスクリプトは、コンソールのフォームからのユーザー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
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'========================================
' 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)
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
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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 "$1" | sed -e 's/%20/ /g' \
-e 's/%21/!/g' \
-e 's/%22/"/g' \
-e 's/%23/#/g' \
-e 's/%24/$/g' \
-e 's/%25/%/g' \
-e 's/%26/\&/g' \
-e "s/%27/'/g" \
-e 's/%28/(/g' \
-e 's/%29/)/g' \
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-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

ユーザーがパラメータ値の指定を促されたときのユーザーインターフェイスは､パラメータ入力の

設定によって決まります｡ パラメータの構成を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｡
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図53：パラメータ入力の設定

ヒント：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｡

ユーザー入力用の最も一般的なUIはテキストボックスですが、他にも選択肢があります。ユー

ザー入力コントロールのフォーマットには、次のUI要素オプションを利用できます｡

l Checkbox (チェックボックス)
ユーザーがボックスを選択することで設定を有効にできます。変数には0または1が入力

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時間範囲 (日付時間範囲 )
ユーザーは日付と時間、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、ユーザー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)
ユーザーはリストから1つのオプションのみを選択します。
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l List (リスト)
ユーザーは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 )
ユーザー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。ユーザーが選択し

た数字が変数に入力されます。

l Numeric Interval (数値間隔 )
ユーザー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、ユーザーが2を選択して高 (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､ユーザーの使用に適しません｡ 使用についての詳細は、テクニカルアカ

ウントマネージャにお問い合わせください。

l Separator (セパレータ)
セパレータは、ユーザー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 )
ユーザー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 )
ユーザー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。ユーザー入力は変数に入力されます。

l Time (時刻 )
ユーザーは、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、ランタイム時

引数としてユーザー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、アクションのデプロイ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。

[Start Service - || Stopped Service ||]は初期コンテンツパックに含まれるセンサーソースパッ

ケージです。Interactでこのパッケージを使用することで、サービスが停止しているエンドポインを

探して、サービスを開始するアクションをデプロイできます｡
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図54：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

アクションのデプロイワークフローページのパッケージの参照リストには、Interactの[Question
Results (Questionの結果 )]グリッドで選択した行にパッケージに渡す値がある場合にのみセ

ンサーソースパッケージが含まれます。次の例では、停止したサービス列のWindows Defender
を示す行が選択されているため、Start Service - ||Stopped Service||パッケージがリストに表示

されています。[no results] を表示している行が選択されている場合、このパッケージはリスト

に含まれません。
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図55：パッケージ参照リスト

絞り込み条件には、停止している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。
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図56：絞り込み条件

スクリプト

startservice.vbsスクリプトでstrServiceに渡す値は、ユーザー入力を受け取るパラメータ化パッ

ケージのようにUTF8でデコードされている必要があります｡ パラメータ化パッケージとUTF8デコー

ドについての詳細は、142ページの例：パラメータ化パッケージを参照してください。
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図57：startservice.vbsスクリプト

設定

パッケージ設定の構成では、コマンドテキストボックスにセンサーの名前を指定します。次の例

の||Stopped Service||のように、名前を二重縦線 (||)で囲みます。
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図58：センサー出力引数をとるパッケージコマンド

重要：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：保存された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はこれを自動的にはデ

プロイしません。ユーザーは、デフォルト選択の代わりの方法を選択できます。作成した保存

されたQuestionが、ステータスを検出して修正するツールとして別のユーザーによって使用され

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。

注意：関連アクションの管理に必要なアクセス許可の詳細については、Questionの保

存を参照してください。

[Has Tanium Standard Utilities]は、初期コンテンツパックに含まれている保存された

Questionです。このユーティリティは､TaniumのQuestionまたはアクションが依存しているユーティ
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リティがないかTanium™ Clientのインストールディレクトを調べて､Yes、No、または見つからない

ファイルの名前を返します。

図59：Has Tanium Standard Utilities

[Deploy Action (アクションをデプロイ)]をクリックすると、関連するパッケージが事前に選択され

ます。この例では、[Distribute Tanium Standard UtilitiesTanium (標準ユーティリティのデプロ

イ)]パッケージが事前に選択されています。

図60：事前選択されている関連するパッケージ

保存されたQuestionの構成では、関連アクションのセクションを使用してパッケージを追加しま

す。
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図61：保存されたQuestionへのパッケージの追加
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パート5：ユーザーとユーザーグループ

RBACの概要

ロールベースのアクセス制御 (RBAC)により、個々のTanium ConsoleユーザーがTanium Core
Platformで何を表示および実行できるかを詳細に制御する特権を設定できます。

RBAC実装を計画する

RBACの使用方法については、チームおよびテクニカルアカウントマネージャ(TAM)とご相談くださ

い｡

l Tanium Core Platform 7.0以前からアップグレードする場合：

l 既存のユーザーロールタイプ(質問作成者およびセンサー作成者のシステムユー

ザーロール)を保持しますか、それともバージョン7.1以降で使用可能なより詳細な

オプションを活用するためにロールを変更しますか？

l 既存のコンピュータグループの制限を保持しますか, それともバージョン7.1以降で

使用可能な読み取りおよび書き込み権限およびコンテンツベースの制限を活用

するために、それらを再設定しますか?

関連情報および手順は、KB記事Tanium Core Platformをアップグレードした後のRBAC
の設定を参照してください。

l 管理対象エンドポイント上の特定のデータやアクションへのアクセスを制御するにあたっ

て、コンテンツセットのアクセス許可をどのように整理するか？ 次のように整理できます。

l 機能別：読み取りまたは書き込み

l コンテンツタイプ別：保存されたQuestion、センサー、またはパッケージ

l サブジェクト別：Tanium™ Clientの管理、Windowsシステム管理、その他

l 管理者のグローバル権限を使用して、少数のユーザーに完全なTanium Consoleの管

理者特権を割り当てるか？それとも、[Administration (管理 )]ページの読み取り/書き

込みアクセス許可をページ単位で許可または拒否する詳細なマイクロ管理者アクセス

許可を割り当てるか？

l どのユーザーがどのTanium™ソリューションモジュールワークベンチにアクセスする必要があ

るか？

l LDAPサーバからユーザーとユーザーグループをインポートすることで、Taniumユーザーの管

理が簡単になるか？

コンピュータグループの管理権限

RBACでは、コンピュータグループの管理権限は変更されていません。

https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360025606451
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360025606451
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Taniumユーザーがどのコンピュータと対話できるかは､コンピュータグループの管理権限によって

決まります。 RABCによって決定されるのは､コンピュータとの対話でユーザーがどのコンテンツを

利用できるかです｡
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コンピュータグループの詳細については、198ページのコンピュータグループの管理を参照してく

ださい。

アクセス許可とロール、ユーザー、ユーザーグループ

RBACを使用すると、ユーザーが発行できる一連のQuestionとアクションにさらに制限を加える

ことができます。きめ細かなアクセス許可フレームワークを使用すると、ユーザーとユーザーグ

ループがTaniumで表示および操作できるものを制限するRBACモデルを実現できます。

図62：アクセス許可とロール、ユーザー、ユーザーグループ

アクセス許可

アクセス許可は、読み取り、書き込み、実行というユーザーができる操作の権限ことで

す。

l コンテンツセットのアクセス許可 は、特定のセンサー、パッケージ、保存された

Question、ダッシュボード、およびカテゴリへのアクセス権を決定します。

l マイクロ管理者アクセス許可 は、Tanium Consoleのシステム管理ページへのアクセス

権を決定します。



© 2019 Tanium Inc. All Rights Reserved 160ページ

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許可 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。
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コンテンツセット

コンテンツセットとは、アクセス許可が適用されるセンサー、保存されたQuestion、ダッ

シュボード、カテゴリ、そしてパッケージのグループです。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、その作成元の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。コンテンツの性質上、細かいアクセス許可の割り当てが必要な場合

は、コンテンツセットを作成します。たとえば、Tanium Clientのメンテナンス関連センサーと

パッケージのコンテンツセットを作成することで、大きなユーザーグループにTanium Client
情報の読み取りアクセス権を付与する一方で、より少人数の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つロールで多くのコンテンツセットを対象にするこ

とができます。

ロール

ロールは、アクセス許可の付与および拒否を割り当てます｡

l 高度なロールは、コンテンツセットのアクセス許可をきめ細かく割り当てます。

l マイクロ管理者ロールは、システム管理アクセス許可を割り当てます。

l モジュールロールは、モジュールのアクセス許可を割り当てます。

予約ロール

予約ロールは、特殊な目的の機能を有効にする特権を割り当てます。このアクセス許

可は暗黙であり、ロールを変更したり､削除したりすることはできません。

l 管理者ロールは、あらゆるコンテンツとモジュール、管理ページへのアクセス許可を付

与します。

l コンテンツ管理者ロールは、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

セス許可のほか、アクション管理特権を付与します。

l コンテンツセット管理者ロールは、ユーザーおよびユーザーグループ設定内における

ロール割り当てをはじめとする、コンテンツセットとロール構成に対する読み取り/書き

込みアクセス許可を付与します。

l すべて拒否は、あらゆるコンテンツ、モジュール、管理ページへのアクセスを拒否しま

す。

ユーザー

ユーザーには、1つ以上の付与または拒否ロールを割り当てることができます。ロールに

よって付与されない限り、ユーザーはアクセス許可を得られません。ロールを持たない
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ユーザーはログインできますが、「insufficient permissions (アクセス許可が不十分で

す)」  というページが表示されます。ユーザーには、1つ以上のコンピュータグループとユー

ザーグループを割り当てることができます(ユーザーグループには割り当てられなくてもよ

い)。
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ユーザーグループ

ユーザーグループ設定には、1つ以上の付与または拒否ロール、1つ以上のコンピュータ

グループとユーザーを割り当てることができます(ユーザーは割り当てなくてもよい)。ユー

ザーは、割り当てられたユーザーグループからロールとコンピューターグループを継承しま

す。

付与ロールと拒否ロール

ユーザーには、付与ロールと拒否ロールの両方を含む、複数のロールを割り当てることができ

ます。実質的にはシステムは、明示的に拒否されているアクセス許可を除き､明示的に付

与されたアクセス許可または暗黙のアクセス許可のすべてを適用します｡

高度なロールにおいて､実際に付与アクセス許可を取り消すには、拒否ロールのアクセス許

可とコンテンツセットが、付与ロールのアクセス許可とコンテンツセットと明示的に一致している

必要があります。この例では、「コンテンツセットAのセンサー書き込みアクセス許可を拒否」

が、「コンテンツセットAのセンサー書き込みアクセス許可を付与」と一致しており、付与アクセス

許可は取り消されています｡
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図63：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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次の例では、「コンテンツセットDのセンサー書き込みアクセス許可を拒否」が、いずれの付与

アクセス許可とも一致しないため、事実上､Erinのアクセス許可はいかなる影響も受けませ

ん。

図64：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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高度なロールでのアクセス許可へのコンテンツセットの割り当てでは､[Add all Content Sets
that exist or will exist to the permissions (以降のすべてのコンテンツセットをアクセス許可に

追加 )]ためのオプションがあります。このオプションは、すべてのコンテンツセットの列挙と同等で

す｡ この場合、「コンテンツセットDのセンサー書き込みアクセス許可を拒否」が効果を発揮し

ます。

図65：「すべてのコンテンツセットを追加する」オプションは、すべてのコンテンツセットを列

挙と同等です
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マイクロ管理者の付与および拒否ロールは、高度なロールと同じルールに従います。次の例

において、Erinには指定されたアクセス許可を持つ付与ロールと、指定されたアクセス許可を

持つ2つの拒否ロールが割り当てられています。完全一致が除外されます｡ Erinは、割り当て

られている拒否ロールに指定された機能以外の､付与ロールで付与されていて彼女に割り

当てられている機能のすべてを手にしています｡

図66：マイクロ管理者アクセス許可に対する付与ロールと拒否ロール

注意：モジュールロールには、拒否ロールはありません。モジュールアクセス権のみ付与

することができます。モジュールアクセス権を付与するロールがないユーザーが、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。
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暗黙のアクセス許可

付与ロールでは、書き込みアクセス許可は暗黙で読み取りアクセス許可が付与されることを

意味します｡ Erin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

対する書き込みアクセス許可があり､こための構成で読み取りアクセス許可を指定する必要

はありません。この例のBobのような「読み取り専用」のタイプのユーザーには、同じコンテンツ

セットに対するセンサー読み取りアクセス権のみのロールを作成します。

図67：ErinとGraceは、事実上､読み取りと書き込みの両方のアクセス許可を持つ
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拒否ロールにおいて、アクセス許可が暗黙で付与されることはありません｡ アクセス許可は明

示的に拒否する必要があり、除外するには､付与ロールで構成されているアクセス許可に完

全に一致する必要がありません｡ たとえば、特定のコンテンツセットに対してセンサー書き込み

アクセス許可が拒否されていると拒否ロールが主張したとしても、そのことは､センサー読み取

りアクセス権が拒否されていることを意味しません｡ 次の例で実際のアクセス許可を評価して

みましょう｡拒否ロールのアクセス許可は付与ロールアクセス許可のどれとも完全には一致し

ません｡このため､付与のアクセス許可が取り消されることはありません。拒否ロールは無視さ

れ、Bobには､指定のコンテンツセットに対するセンサー読み取りアクセス許可を引き続き持ち

ます。

図68：事実上､Bobに読み取りアクセス許可がある
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継承ロール

ユーザーは、割り当てられたユーザーグループからロールを継承します。Erinは、「David's
Team」という名のユーザーグループに属しているため、そのユーザーグループに割り当てられてい

るアクセス許可を継承します。彼女はまた、彼女自身のユーザー構成に割り当てられている

アクセス許可も持っています。システムは実質的な適用をします。次の例では、Erinは、拒否

ロールで指定されている機能で彼女に割り当てられている機能を除き､グループ割り当ておよ

びユーザー固有の付与ロールによって付与されるすべての機能を持ちます｡

図69：継承ロール
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予約ロール

予約ロールは、特殊な目的の機能を有効にする特権を割り当てます。このアクセス許可は

暗黙であり、変更したり､削除したりすることはできません。予約ロールには、以下があります｡

l 管理者 - あらゆるコンテンツとモジュール、管理機能に対する完全なアクセス許可。

l コンテンツセット管理者 - ロールとコンテンツセット構成、およびユーザーとユーザーグルー

プ設定のロールコンポーネントに対する読み取り/書き込みアクセス許可。

l コンテンツ管理者 - あらゆるコンテンツに対する読み取り/書き込みアクセス許可、およ

びアクションの管理機能。

l すべて拒否 - ユーザーに割り当てられているその他のロールに関係なく、全てのアクセス

権。

ユーザーに対する予約ロールやその他のロールの割り当てでは、特別なロジックが適用されま

す。
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管理者

ユーザーに管理者ロールが割り当てられている場合、他の付与ロールは不要であり、拒否

ロール(すべて拒否を除く) は意味がありません。

図70：管理者

例外：アクション承認のバイパスアクセス許可を持つ高度なロールを管理者予約ロール

を持つユーザーに割り当てることは､意味があります｡ 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上、どの

ようなケースでも､このアクセス許可は明示的に割り当てる必要があります。
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コンテンツセット管理者

コンテンツセット管理者ロールは、ユーザーおよびユーザーグループ設定内のロールの割り当て

を含む、コンテンツセットとロール構成に対する読み取り/書き込み特権を割り当てます。その

他の付与ロールは、すべて無視されます。唯一意味があるのは、すべて拒否ロールだけで

す。

図71：コンテンツセット管理者

重要：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

つべきユーザーにコンテンツセット管理者ロールを割り当てることがないよう、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ーにコンテンツセット管理者ロールを

(直接またはグループ継承によって)割り当てることがないよう注意してください。
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コンテンツ管理者

コンテンツ管理者ロールは、あらゆるコンテンツセットに対する読み取り/書き込み特権のほ

か、アクション管理特権を付与します。ユーザーには、この予約ロールに加えて、モジュール付

与ロールとマイクロ管理者ロールを割り当てることができます。追加の高度なロールはすべて

無視されます。モジュール付与ロールは追加されます。マイクロ管理者ロールはファクタリングさ

れます｡

図72：コンテンツ管理者
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すべて拒否

すべて拒否を割り当てられたユーザーは、管理者ロールなどの他のロールが割り当てられてい

たとしても、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73：すべて拒否
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有効なアクセス許可

継承されたアクセス許可や暗黙のアクセス許可の影響の追跡が難しいことがあります｡ 構成

を変更するときは、必ず有効なアクセス許可プレビューおよびリストを使用して、各Tanium
Consoleユーザーのユーザー指定ロール、継承ロール、付与 /拒否のアクセス許可の実際を確

認してください。詳細ページを見ると､有効なアクセス許可の由来が明確になります｡
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図74：有効なアクセス許可ページ
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ヒント：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。

ロールベースのホームページ

ホームページは、ユーザーが最初にコンソールにログインしたとき、またはコンソールページの上

部にあるロゴをクリックしたときに表示されるページです。ユーザーのホームページのリンクは、

ユーザーの有効なアクセス許可に基づいています。

図75：ロールベースのホームページ

ロールベースのユーザー設定ページ

Tanium Consoleは、ユーザーの有効なアクセス許可に基づいてユーザー設定ページの設定を

フィルタします。ユーザーにQuestionを実行するアクセス許可がない場合、設定の多くは適用

されません。

LDAPのサポート

外部LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)サーバから、ユーザーとユーザーグループを

インポートできます。ユーザーとユーザーグループは、5分ごとにインポート (同期 )されます。イン

ポート操作では、Taniumユーザー構成が作成または削除されたり、グループ構成内のメン

バーが作成、削除、または変更されたりします。LDAPサーバは、インポートされたユーザーの

認証に利用できます。
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デフォルトユーザー

インストール時に作成されるTanium Consoleユーザーには、スーパーユーザー(オペレーティング

システムのrootまたはadminユーザーなど)のような特権が与えられます。この初期ユーザーは、

すべてのグループのコンピュータグループアクセス許可と管理者予約ロールを使って構成される

ため、Taniumで「あらゆること」を行うことができます。ただし、rootやadminと異なり、このユー

ザーはビルトインユーザーではありません。デフォルトユーザーは変更したり､削除したりできま

す｡

新規ユーザーに対するデフォルト構成には、コンピュータグループ、ユーザーグループ、ユーザー

ロールのどれも割り当てられていません。何のロールもないユーザーはログインはできますが、何

にもアクセスすることはできません。ユーザーが、意味のあるアクセスができるようにするには、

ロールを割り当てるか､ユーザーグループからロールを継承する必要があります。

コンテンツセットの管理

コンテンツセットとは、アクセス許可が適用されるセンサー、保存されたQuestion、ダッシュボー

ド、カテゴリ、そしてパッケージのグループです。コンテンツの性質上、細かいアクセス許可の割

り当てが必要な場合は、コンテンツセットを作成します。

ユーザーロールの要件

コンテンツセット構成ページを表示および使用するには、管理者ロールまたはコンテンツセット

管理者ロールが必要です。

特別なコンテンツセット

l コンテンツを[Reserved (予約 )]コンテンツセットから出し入れすることはできません。このコ

ンテンツセットには、システムで使用される基本的なセンサーが含まれています。

l Taniumソリューションモジュールは、予約コンテンツセットと類似の方法で、モジュール定

義のコンテンツセットをロックダウンすることがあります。すなわち、コンテンツセットは､エンド

ユーザーがコンテンツをモジュール設計のコンテンツセットにコンテンツを出し入れすること

の制限を目的とします｡

コンテンツセットを作成する

1. [Permissions (アクセス許可 )] > [Content Sets (コンテンツセット)]に移動します｡

2. [New Content Set (新規コンテンツセット)]をクリックします。

3. 構成名と説明を指定します。[Save (保存 )]をクリックします。

4. [Preview to Save (プレビューして保存 )] をクリックして、変更の差分を表示します。

5. 変更を確認し、[Confirm & Save (確認して保存 )]をクリックします。
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コンテンツをコンテンツセットに移動する

1. [Permissions (アクセス許可 )] > [Content Sets (コンテンツセット)]に移動します｡

2. コンテンツセットの構成を参照し、移動するオブジェクトを選択します。

ヒント：フィルタのためのテキストボックスを使用して、グループ名でアイテムをフィル

タするか、[Filter Results (フィルタ結果 )]をクリックして、センサーまたはQuestionの
しきい値でフィルタします。

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。

4. [Preview to Save (プレビューして保存 )] をクリックして、変更の差分を表示します。

5. 変更を確認し、[Confirm & Save (確認して保存 )]をクリックします。

コンテンツページからコンテンツセットにコンテンツを移動する

コンテンツページでは、コンテンツセット間でコンテンツを移動できます。たとえば、[Content (コン
テンツ)] > [Sensors (センサー)]ページの構成表で1つ以上の行を選択すると、表の上のボタ

ンの1つとして[Move to Content Set (コンテンツセットに移動 )]ボタンが表示されます。この機

能を使用して、選択した構成を別のコンテンツセットに移動できます。これは、前の手順と同

じくらい効果的です。
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注意：自分が書き込みアクセス許可のあるコンテンツセットの間で保存されたQuestion
やセンサー、パッケージを移動することができます。管理者またはコンテンツセット管理者

予約ロールを持つユーザーは、任意のコンテンツセット間でコンテンツを移動できます。

ヒント：コンテンツページには、センサー、パッケージ、および保存されたQuestionに関す

る説明がありるため、コンテンツに馴染みがなく、移動する前に理解しておく必要があ

る場合は、コンテンツページからこの手順を実行すると役立ちます。

コンテンツの作成時にコンテンツセットを指定する

コンテンツ(センサー、パッケージ、保存されたQuestion、ダッシュボード、およびカテゴリ)を作成

するときは、コンテンツが属するコンテンツセットを指定します。[Content Set (コンテンツセット)]
のドロップダウンリストには、各自が書き込みアクセス許可を保有するコンテンツセットが含まれ

ます。たとえば、3つのコンテンツセットに対するセンサーの書き込みアクセス許可を持っている

場合、ドロップダウンリストにはその3つのコンテンツセットが含まれます。

図76：コンテンツセットのドロップダウンリスト

注意：構成を変更する場合、ユーザーは書き込みアクセス許可を持つコンテンツセット

の間で、保存されたQuestionやセンサー、パッケージを移動することができます。管理

者またはコンテンツセット管理者予約ロールを持つユーザーは、任意のコンテンツセット

間でコンテンツを移動できます。
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コンテンツセットのアクセス許可を確認する

1. [Permissions (アクセス許可 )] > [Content Sets (コンテンツセット)]に移動します｡

2. コンテンツセットの構成を参照して、コンテンツセットのアクセス許可を確認オブジェクト (セ
ンサーなど)を検索します。

3. 該当するアイコンをクリックして、オブジェクトのアクセス許可を保有するロール または

ユーザー またはユーザーグループ を表示するダイアログボックスを開きます。

4. [OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

コンテンツセットとロール構成をインポート /エクスポートする

本番環境に構成をインポートする前に、ラボでコンテンツセットとロールをテストすることをお勧

めします。

ユーザーロールの要件

管理者またはコンテンツセット管理者予約ロールを持つユーザーは、コンテンツセットとロール

構成をエクスポートおよびインポートできます。

エクスポート

1. [Content (コンテンツ)]ページまたは[Permissions (アクセス許可 )]ページから、Tanium
Consoleの右上にある[Export to XML (XMLへエクスポート)]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 (エクスポート)]
をクリックします。

注意：エクスポートされた構成は、構成名と設定を指定したXML ファイルです。

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構成名が含まれます

が、コンテンツセットの割り当ては含まれません。コンテンツオブジェクトの構成に

は、これらの割り当てが含まれます。割り当ての設定をエクスポートするには、コン

テンツオブジェクトのタイプも選択する必要があります([Sensorsセンサー)]、
[Packages (パッケージ)]、[Saved Actions (保存されたアクション)]、[Categories
(カテゴリ)]、および[Dashboards (ダッシュボード )])。

3. [File Name (ファイル名 )]を入力するか、デフォルト名を使用して、[OK]をクリックします。

Tanium Serverは、Tanium Consoleにアクセスするために使用するシステムの

DownloadsフォルダにXMLファイルをエクスポートします。

インポート

1. インポートする前に、KeyUtility.exeを使用してXML構成ファイルに署名します。ワ

ンタイムアクションとして、関連公開キーを正しいフォルダにコピーする必要もあります。
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手順は、コンテンツXMLファイルの署名を参照してください。

2. [Content (コンテンツ)]または[Permissions (アクセス許可 )]ページのいずれからでも、

Tanium Consoleの右上にある[Import from XML (XMLからインポート)]をクリックします。

3. [Choose File (ファイルを選択 )]をクリックして、構成ファイルを見つけて選択し、[Open
(開く)]をクリックします。

4. [Import (インポート)]をクリックします。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。

5. 競合項目の解決策を選択するガイダンスは、競合やベストプラクティスを読むか、テク

ニカルアカウントマネージャに相談してください。

6. 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。

1. [Permissions (アクセス許可 )] > [Content Sets (コンテンツセット)]に移動し、削除する

コンテンツセットからすべてのオブジェクトを移動します(180ページのコンテンツをコンテンツ

セットに移動するを参照 )。

2. コンテンツセットの右上にある削除 をクリックします。

モジュール用のコンテンツを配置する

Taniumソリューションモジュールが機能にするには、モジュールが作成したセンサーやパッケー

ジ、保存されたQuestionを特別なモジュール作成コンテンツセットに存在していなければなら

ないことがあります｡ コンテンツを移動すると、ソリューションモジュールのワークフローが想定通り

に機能しないことがあります。

モジュールは、誤って配置されているコンテンツをTanium Consoleのコンテンツの配置ページで

報告します。

ユーザーロールの要件

コンテンツ配置ページを表示および使用するには、管理者ロールまたはコンテンツセット管理

者ロールが必要です。

モジュール要件に合わせてモジュールコンテンツを配置する

1. [Content (コンテンツ)] > [Content Alignment (コンテンツの配置 )]に移動します。

2. リストを確認します。

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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3. [Align All Content (すべてのコンテンツを配置 )]をクリックします。

ロールの管理

次の種類の付与および拒否ロールを作成できます：

l 高度

l マイクロ管理者

l モジュール(付与のみ)

Tanium™ ConsoleのRBACが初めての場合は、概要をお読みください｡

高度なロールを作成する

高度なロールでは、コンテンツセットに対するより細かいアクセス許可を割り当てることができま

す。

ユーザーロールの要件

ロールを作成するには、管理者ロールまたはコンテンツセット管理者ロールが必要です。

ロールを作成する

1. [Permissions (アクセス許可 )] > [Roles (ロール)]に移動します。

2. [New Role (新規ロール)]をクリックして、[Grant Advanced Role (高度なロールを付与 )]
または[Deny Advanced Role (高度なロールを拒否 )]を選択して、ロール構成ページを

表示します。

3. 構成名を指定します。

4. 省略可｡ すべてのコンテンツセットオプションから[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許

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_rbac_overview.html
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可に追加 )]オプションを選択して、アクセス許可を全面的に付与または拒否します。こ

のオプションは、ユーザー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. 動的なQuestionを実行するから、追加 をクリックして、このロールを保有するユーザー

がアドホックQuestionを実行できるようにします。

重要：動的なQuestionを実行するは、グローバルアクセス許可です。ユーザーに

割り当てられているロールで、このアクセス許可が有効になっている場合、ユー

ザーは読み取りアクセス許可を持つセンサーを使用してアドホックなQuestionを作

成するアクセス許可を得ます。

6. コンテンツセットのアクセス許可で、追加 アイコンをクリックして構成にアクセス許可を

追加します。アクセス許可を削除するには、 アイコンをクリックします。アクセス許可に

ついて、表12を参照してください。

7. アクセス許可にコンテンツセットを追加します。[Add (追加 )]ボタンをクリックして、コンテン

ツセット選択ボックスを表示します。

8. コンテンツセットを選択し、[Save (保存 )]をクリックして選択ボックスを閉じます。

9. 構成を保存します。

アクセス許可 説明

Bypass Action 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ー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｡

管理者予約ロールを含め、デフォルトではこのアクセス許可

はどのロールにも含まれません。

これは、管理者予約ロールを持つユーザーに付与されたとき

に有効になる、高度なアクセス許可です。

Read Sensor (センサーの読み取

り)
コンソール全体で、[Question Builder (Questionビルダ)]およ

び同様のユーザーインターフェイスにセンサーを表示できます。

ユーザーが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。ユーザーがセンサー書き

込みアクセス許可も保有していない場合は、[Content (コンテ

ンツ)] > [Sensors (センサー)]ページを表示できません。

表12：コンテンツセットのアクセス許可
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アクセス許可 説明

Write Sensor (センサーの書き込

み)
[Content (コンテンツ)] > [Sensors (センサー)]ページを表示で

きます。センサー構成を作成、変更、削除できます。暗黙でセ

ンサー読み取りとプレビュー表示のアクセス許可が付与されま

す｡

Read Action (アクションの読み取

り)
[Action (アクション)]ページを表示できます。グリッド内の行の

可視性は、基のパッケージのコンテンツセットに対するアクション

読み取りアクセス許可によって異なります。

暗黙で自分のアクションの読み取りアクセス許可が付与され

ます｡

Read Own Action (自身のアク

ションの読み取り)
ログインしているユーザーのアクションを[Action (アクション)] > 
[All Pending Approval (すべての承認待ち)]グリッドに表示す

るかどうかを決定します。

Write Action (アクションの書き込

み)
[Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (予定済みアク

ション)]ページを表示できます。ユーザーは、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許可を保有するユー

ザーは、他のユーザーが発行したアクションの行を表示できま

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､自分のアクションの読み取り、パッケージの読み取り、

そしてプレビューの表示のアクセス許可があることを意味しま

す｡

アクションのデプロイ、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、予約コンテンツセットのセンサーの

読み取りと保存されたQuestionの読み取りも必要です。予

約コンテンツセットには、プレビューおよびポーリングに関する

質問に使用されるコンテンツが含まれています。
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アクセス許可 説明

Write Action for Saved Question
(保存されたQuestionへのアク

ションの書き込み)

[Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (予定済みアク

ション)]ページを表示できますが、表示できるのはユーザーがデ

プロイ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。関連アクションにパッケー

ジの読み取りアクセス許可は必要ありません。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：アクション書き込みアクセス許可の代わりにこのアクセ

ス許可を使用して、Tanium製品を使用して他のユーザーが

作成した標準操作手順を実行するアクションユーザーによる

使用を制限します。

Approve Action (アクションの承

認)
別のユーザー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ーは、自分のアクションを承認できま

せん。

[Actions (アクション)] > [Actions I Can Approve (承認可能

なアクション)] ページと[Actions (アクション)] > [All Pending
Approval (すべての承認待ち)]ページにアクションを表示する

には、パッケージの読み取りおよびアクションの読み取りアクセ

ス許可も必要です。

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。

Read Package (パッケージの読み

取り)
[Deploy Action (アクションのデプロイ)]ワークフローページから

開くパッケージの参照ダイアログボックスでパッケージを表示でき

ます。ユーザーがパッケージ書き込みアクセス許可も保有してい

ない場合は、[Content (コンテンツ)] > [Packages (パッケー

ジ)]ページを表示できません。

Write Package (パッケージの書き

込み)
[Content (コンテンツ)] > [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

黙でセンサー読み取りとプレビュー表示のアクセス許可が付与

されます｡
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アクセス許可 説明

Read Saved Question (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

よび同様のユーザーインターフェイスで保存されたQuestionを表

示できます。ユーザーがInteract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の保存されたQuestionページ

を閲覧することができます。ユーザーがQuestionの書き込みアク

セス許可も保有していない場合は、[Content (コンテンツ)] >
[Saved Questions (保存されたQuestion)]ページを表示でき

ません。

保存されたQuestionを期待どおりに発行するには、ユーザー

は該当するセンサーに対するセンサー読み取りアクセス許可

も保有している必要があります。

Write Saved Question (保存され

たQuestionの書き込み)
[Content (コンテンツ)] > [Saved Questions (保存された

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。暗黙で保存されたQuestionの読み

取りアクセス許可が付与されます｡

注意：動的なQuestionを実行するアクセス許可が暗黙で付

与されるわけではありません。

ダッシュボードの読み取り ユーザーがInteractワークベンチへのアクセス許可を持っている

場合は、ダッシュボードページを閲覧できます。

ダッシュボードを使用するには、関連するコンテンツに関する

保存されたQuestionの読み取りおよびセンサーの読み取りの

アクセス許可も必要です。

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権限が付与されます｡

Read Dashboard Group (ダッシュ

ボードグループの読み取り)
ユーザーがInteractワークベンチへのアクセス許可を持っている

場合は、カテゴリページを閲覧できます。

カテゴリを使用するには、関連コンテンツに関するダッシュボー

ドの読み取り、保存されたQuestionの読み取り、そしてセン

サー読み取りのアクセス許可も必要です。

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

み取りアクセス許可が付与されます｡
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アクセス許可 説明

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、

保存されたQuestionに関するアクションの書き込み、パッケージ

の書き込み、センサーの書き込みのアクセス許可で暗黙で付

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。

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。保存されたQuestionに
関するアクションの書き込み権限で暗黙で付与されます｡

マイクロ管理者ロールを作成する

マイクロ管理者ロールは、システム管理アクセス許可を割り当てます。

ユーザーロールの要件

ロールを作成するには、管理者ロールまたはコンテンツセット管理者ロールが必要です。
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ロールを作成する

1. [Permissions (アクセス許可 )] > [Roles (ロール)]に移動します。

2. [New Role (新規ロール)]をクリックし、[Grant Micro Admin Role (Micro Adminロールを

付与 )]または[Deny Micro Admin Role (マイクロ管理者ロールを拒否 )]を選択してロー

ル構成ページを表示します。

3. 構成名を指定します。

4. 構成にアクセス許可を追加するには、追加 アイコンをクリックし、アクセス許可を削

除するには、[Delete (削除 )]をクリックします。アクセス許可いついては、表13を参照し

てください。

5. 構成を保存します。

アクセス許可 説明

Read System Status (システムス

テータスの読み取り)
[Administration (管理)] > [System Status (システムステー

タス)]ページを表示できます。

Read Question History (質問履

歴の読み取り)
[Administration (管理)] > [Question History (質問履歴)]
ページを表示できます。ユーザーが[Question History (質問

履歴)]ページを読み込んでQuestionを実行するには、基になる

コンテンツのアクセス許可も必要です。

表13：マイクロ管理者のアクセス許可
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アクセス許可 説明

Read User (読み取りユーザー) [Administration (管理)] > [Users (ユーザー)]ページを表示

して、[Administration (管理)] > [User Groups (ユーザーグ

ループ)]ページと[Permissions (アクセス許可)] > [Roles (ロー

ル)]ページに記載されているユーザーを表示できます。

Write User (書き込みユーザー) ユーザー構成を作成、変更、削除できます。暗黙でユーザーの

読み取りアクセス許可が付与されます｡

Read User Group (ユーザーグ

ループの読み取り)
[Administration (管理)] > [User Groups (ユーザーグルー

プ)]ページを表示できます。

Write User Group (書き込みユー

ザーグループ)
ユーザーグループ設定を作成、変更、削除できます。暗黙で

ユーザーグループの読み取りアクセス許可が付与されます｡

Read Computer Group (コン

ピュータグループの読み取り)
[Administration (管理)] > [Computer Groups (コンピュータ

グループ)]ページを表示できます。

Write Computer Group (書き込

みコンピュータグループ)
コンピュータグループ構成を作成、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許可が付与されます｡

コンピュータグループを作成または編集する場合、ユーザーには

予約コンテンツセットに対するセンサー読み取りアクセス許可も

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。

Read Global Settings (グローバル

設定の読み取り)
[Administration (管理)]> [Global Settings (グローバル設

定)]ページを表示できます。

Write Global Settings (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許可が付与されます｡

Read Whitelisted URLs (ホワイト

リストに登録されたURLの読み取

り)

[Administration (管理)] > [Whitelisted URLs (ホワイトリス

トに登録されたURL)]ページを表示できます。

Write Whitelisted URLs (ホワイト

リストに登録されたURLの書き込

み)

ホワイトリストに登録されたURL構成を作成、変更、削除できま

す。暗黙でホワイトリストに登録されたURLの読み取りアクセス

許可が付与されます｡
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アクセス許可 説明

Read Audit (監査の読み取り) 以下を表示できます。

l [Administration (管理)] > [Users (ユーザー)]ページの

[Last Login (最終ログイン)]情報

l 詳細ページの[Last Modified on (最終変更日)]情報

([Administration (管理)] > [Users (ユーザー)]を選択し、

[View User (ユーザーの表示)]をクリック)

l [Administration (管理)] > [Global Settings (グローバル

設定)]ページの[Last Modification (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、258ページの情報ページを表示するを参照してくださ

い。

一部メニューに関連するタスクにはマイクロ管理者のアクセス許可はありません。ユーザーがメ

ニューを表示したり、タスクを実行したりするには、次の表に示す予約ロールが必要です。

メニューまたはタスク 管理者 コンテンツ管

理者

コンテンツセッ

ト管理者

Action Group (アクショングループ)

アクショングループの作成、変更、削

除。

X

Content Alignment (コンテンツの配置)

コンテンツの配置ページを使用した、モ

ジュールに基づくコンテンツセットへのコ

ンテンツの移動。

X

Permissions (アクセス許可)

ユーザーロールまたはコンテンツセット構

成の作成、変更、削除。

X X

Users, User Groups (ユーザー、ユーザーグルー

プ)

ユーザーまたはユーザーグループ設定の

ロール設定の編集。

X X

表14：予約ロールを必要とするタスク
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メニューまたはタスク 管理者 コンテンツ管

理者

コンテンツセッ

ト管理者

Effective permissions (有効なアクセス許可)

ユーザーまたはユーザーグループの有効

なアクセス許可の表示。

X X

Solutions (ソリューション)

Taniumモジュール、コンテンツパック、ま

たはCUICアップデートのインポート。ラボ

コンテンツの表示とインポート

X

Configuration (構成)

プロキシ設定、ログレベル、プラグイン、

プラグインのスケジュール、キャッシュ情

報、クライアントサブネット、LDAP
Sync、SAML、またはコンソールの色な

ど、構成メニューのページの表示または

管理。

X

Question History (質問履歴)

質問履歴ページからのQuestionの読

み込み。

X

Interact Categories (Interactのカテゴリ)

その他のダッシュボードの一時カテゴリ

の読み取り/管理。

X X

モジュールロールを作成する

7.1でソリューションモジュールワークベンチを表示してモジュール機能を使用するには、モジュー

ル付与ロールが割り当てられている必要があります。7.1.314.3071以降にアップグレードしてソ

リューションモジュールを再インポートすると、インポートによってモジュール提供ロールとより細か

いアクセス許可が作成されます。たいていの場合、モジュール提供ロールは一般的なモジュー

ルユーザーの要件に一致するように設計されているため、独自のモジュールロールを作成する

必要はありません。モジュール提供ロールについての詳細は、ソリューションモジュールのユー

ザーガイドを参照してください。
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モジュール リンク

Asset ユーザーガイド

Comply ユーザーガイド

Connect ユーザーガイド

Deploy ユーザーガイド

Detect ユーザーガイド

Discover ユーザーガイド

IR ユーザーガイド

Integrity Monitor ユーザーガイド

Interact ユーザーガイド

Map ユーザーガイド

Network Quarantine ユーザーガイド

Patch ユーザーガイド

Protect ユーザーガイド

Reveal ユーザーガイド

Threat Response ユーザーガイド

Trace ユーザーガイド

Trends ユーザーガイド

必要に応じて独自のモジュールロールを作成して、より細かいモジュールアクセス許可を割り

当てることができます。

ユーザーロールの要件

ロールを作成するには、管理者ロールまたはコンテンツセット管理者ロールが必要です。

ロールを作成する

1. [Permissions (アクセス許可 )] > [Roles (ロール)]に移動します。

2. [New Role (新規ロール)] をクリックし、[Grant Module Role (モジュールロールを付与 )]
を選択してロール構成ページを表示します。

3. 構成名を指定します。

https://docs.tanium.com/asset/asset/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/detect/detect/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/discover/discover/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/protect/protect/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/trace/trace/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/trends/trends/requirements.html#user_roles
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4. 構成にモジュールを追加するには追加 アイコンをクリックし、モジュールを削除するに

は[Remove (削除 )]をクリックします。

5. [Edit (編集 )] をクリックして、モジュールのアクセス許可選択ボックスを表示します。

6. アクセス許可を選択し、[Save (保存 )]をクリックして選択ボックスを閉じます。

7. 構成を保存します。

ユーザーおよびユーザーグループをロールに割り当てる

ロール構成またはユーザーおよびユーザーグループ設定内のどちらもで､ユーザーおよびユー

ザーグループをロールに関連付けることができます。

ユーザーロールの要件

ロール構成を管理するには、管理者ロールまたはコンテンツセット管理者ロールが必要です。

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。

ロール構成を編集する

1. [Permissions (アクセス許可 )] > [Roles (ロール)]に移動します。

2. ロールを選択し、[Edit (編集 )]をクリックして構成サマリページを表示します。

3. [Edit User Assignment (ユーザー割り当てを編集 )] をクリックして、ユーザーおよびユー

ザーグループの割り当てページを表示します。

4. ユーザーグループの横の[Edit (編集 )]をクリックします。グループを選択し、[Save (保
存 )]をクリックして選択ボックスを閉じます。

5. ユーザーの横の[Edit (編集 )]をクリックします。ユーザーを選択し、[Save (保存 )]をクリッ

クして選択ボックスを閉じます。
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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

確認します。有効なアクセス許可を確認し、構成を保存します。

ロールのクローンを作成する

既存のロールと共通する多くの設定を含むロールを追加する場合は、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ほうが、新しいロールを構成するより素早く

作成できます。ただし、クローンにはユーザーとユーザーグループを割り当て、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、元のロールからこれらの設定を

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. [Permissions (アクセス許可 )] > [Roles (ロール)]に移動し、ロールを選択し、[Clone (ク
ローン)]をクリックします。

2. [Name (名前 )]を入力してロールを識別し(デフォルトは<original_role_name>のコ

ピー)、必要に応じてアクセス許可を更新して変更を保存します。

3. ユーザーとユーザーグループをロールに割り当てます(195ページのユーザーおよびユーザー

グループをロールに割り当てるを参照 )。

ロールをエクスポートおよびインポートする

ロールのエクスポートとインポートは、Taniumのデプロイ間でロールをコピーする必要がある場合

に役立ちます。たとえば、本番環境のデプロイでロールを使用する前にテストするためにラボ

環境のデプロイにロールをエクスポートすることもあります。
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すべてのロールをエクスポートする

1. [Content (コンテンツ)]ページまたは[Permissions (アクセス許可 )]ページから、Tanium
Consoleの右上にある[Export to XML (XMLへエクスポート)]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 (エクスポート)]
をクリックします。

3. [File Name (ファイル名 )]を入力するか、デフォルト名を使用して、[OK]をクリックします。

Tanium Serverは、Tanium Consoleにアクセスするために使用するシステムの

DownloadsフォルダにXMLファイルをエクスポートします。

1つ以上のロールをエクスポートする

1. [Permissions (アクセス許可 )] > [Roles (ロール)]に移動し、1つ以上のロールを選択

し、エクスポート をクリックします。

2. [File Name (ファイル名 )]を入力するか、デフォルト名を使用して、[OK]をクリックします。

Tanium Serverは、Tanium Consoleにアクセスするために使用するシステムの

DownloadsフォルダにXML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

1. インポートする前に、KeyUtility.exeを使用してXML構成ファイルに署名します。ワ

ンタイムアクションとして、関連公開キーを正しいフォルダにコピーする必要もあります。

手順は、コンテンツXMLファイルの署名を参照してください。

2. [Content (コンテンツ)]または[Permissions (アクセス許可 )]ページのいずれからでも、

Tanium Consoleの右上にある[Import from XML (XMLからインポート)]をクリックします。

3. [Choose File (ファイルを選択 )]をクリックして、構成ファイルを見つけて選択し、[Open
(開く)]をクリックします。

4. [Import (インポート)]をクリックします。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。

5. 競合項目の解決策を選択するガイダンスは、競合やベストプラクティスを読むか、テク

ニカルアカウントマネージャに相談してください。

6. 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。

ロールを削除する

ロール構成を削除すると、そのロールが含まれていたすべてのユーザーおよびユーザーグループ

設定からロールが削除されます。ロール構成を削除する場合は、以下の手順を推奨しま

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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1. ロール構成から、ユーザーおよびユーザーグループ割り当てをすべて削除します。

2. ユーザーの有効なアクセス許可ページに進み、削除することによるユーザーの有効なア

クセス許可に対する影響を確認します。

3. ロール構成を削除します。

コンピュータグループの管理

コンピュータグループの使用

コンピュータグループは、共通して1つのセンサー結果を持つ一群のエンドポイントの定義から

なる構成です。たとえば､特定のオペレーティングシステムがあるすべてのエンドポイント、あるい

は特定のタグを持つすべてのエンドポイントなどが､これに該当します｡ コンピュータグループは、

Tanium Core Platform全体で使用されます。

コンピュータグループの管理権限

コンピュータグループ管理権限は、ユーザー構成で直接ユーザーに割り当てます。ユーザー

は、ユーザーグループの割り当てを介して権限を継承できます。ユーザーがQuestionを実行す

ると、Tanium ServerはTanium ClientにQuestionメッセージを配布し、オンラインで接続してい

るすべてのクライアントにそのメッセージが表示されます。メッセージには、以下の3つのコンポー

ネントがあります。

1. ユーザーのコンピュータグループ管理権限

2. 対象のフィルタ句

3. selectステートメント

Tanium Clientは、Questionメッセージを処理する際に、クライアントが属しているコンピュータグ

ループの管理権限をユーザーが保有しているかどうかを最初に評価します。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。

保有している場合、クライアントは対象フィルタ句にあるすべてのセンサーを評価します。対象

のフィルタ式がtrueと評価された場合、クライアントはselectステートメントのセンサーを評価し、

その結果を回答メッセージに追加します。この場合、クライアントはselectステートメントのフィル

タを処理しないことに注意してください。回答メッセージには、selectステートメントのセンサーか

らのすべての結果が含まれ、Tanium Serverは結果をフィルタします。

次の例では、ユーザーは、Windows、Westブランチ、およびマニュアル12のコンピュータグループ

の管理権限を持っています。ユーザーは、Get Operating System contains 2008 from all

machines with Is Windows contains trueというQuestionを実行します。Tanium Serverは
Questionメッセージを配布し、Tanium ClientのA、B、およびCがオンラインでそれを受信しま

す。ユーザーには、Tanium Client Bが所属するグループの管理権限はありません｡このた

め､Tanium Client Bはそれ以上､Questionを処理しません。ユーザーにはTanium Client Aと
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Tanium Client Cが所属するグループの管理権限があるため、この2つのクライアントは対象の

フィルタ句で始まるQuestionを評価します。Tanium Client AはWindowsエンドポイントで実行

されているため、対象のフィルタ句はtrueと評価され、クライアントはオペレーティングシステムの

センサーを評価します。selectステートメントのフィルタはTanium Serverが処理するため、クライ

アントはcontains 2008フィルタを処理しません。Tanium Client CはSolarisエンドポイントで実

行されているため、対象のフィルタ句はfalseと評価され、クライアントはオペレーティングシステ

ムのセンサーを評価しません。

図77：コンピュータグループの管理権限

アクショングループ

コンピュータグループは､予定済みアクションおよび1回限りのアクションを対象にする目的に使

用されるアクショングループの構成要素でもあります｡

結果フィルタ

コンピュータグループを使用して、以下の結果をフィルタリングすることもできます。

l Questionの結果グリッド上

l 複雑なQuestion構文

ユーザーロールの要件

コンピュータグループの構成を作成、変更、または削除するには、コンピュータグループの書き

込み(マイクロ管理者 )のアクセス許可を持つロールが割り当てられている必要があります。構

成を作成するには、予約コンテンツセットに対するセンサー読み取りアクセス許可も必要で

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。管理者ロールまたはコンテンツ管理者予約ロールを割り当てられたユーザーには、

これらのアクセス許可が与えられます。

コンピュータグループを作成する

グループを定義する方法は次の2通りあります｡

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/action_groups.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_results.html#Results_filters
https://docs.tanium.com/interact/interact/example_advanced_questions.html#computer_group_filters
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フィルタベースのコンピュータグループ

推奨。 is Windows equals trueなどのセンサーフィルタ式の結果に基づきます。

Tanium Clientは、指定されたセンサーフィルタ式を処理して、エンドポイントがグループに

属しているかどうかを判別します。

マニュアルコンピュータグループ

非推奨。コンピュータ名またはIPアドレスの指定されたリストに基づきます。Tanium
Clientは、クライアントの登録時にマニュアルグループ構成情報を取得します。

ヒント：既存のグループとわずかに異なるフィルタ条件で新しいコンピュータグループを作

成する必要がある場合は、最初から新しいグループを作成するより既存のグループのク

ローンを作成するほうが簡単です。詳細については、201ページのコンピュータグループの

クローンを作成するを参照してください。

重要：コンピュータグループは､できる限り､センサーフィルタ式を使用して定義してくださ

い。コンピュータグループは、管理権限をユーザーに割り当てる上で､またアクショング

ループとQuestionの対象を絞る上で基礎となるものです｡ 仕様上、コンピュータグループ

の構成は変更できません。フィルタベースのコンピュータグループは、コンピュータの追加ま

たは削除といったネットワークの変化に動的に対応します。マニュアルグループは対応し

ません。たとえば、3つの特別なサーバに「Critical Servers」というマニュアルグループを使

用しているとします。このクラスタに4台目のサーバを追加します。このTaniumコンピュータ

グループを更新するには、新しいマニュアルグループを作成してから、管理権限の構成

を更新し、新しいコンピュータグループを対象とする適切なアクショングループと保存され

たQuestionを作成し直す必要があります。このような手間を省くことができます｡ そのた

めには､フィルタベースのコンピュータグループを使用することです｡

フィルタベースのコンピュータグループを作成する

1. [Administration (管理 )] > [Computer Groups (コンピュータグループ)]に移動します｡

2. [New Group (新規グループ)]をクリックし、[Name (名前 )]を入力してグループを指定し

ます。

3. センサーフィルタを追加します。[Filter Bar (フィルタバー)]は、Interactの[Ask a Question
(Questionを実行 )]フィールドのfrom句と類似する入力を受け取ります。[Filter Builder
(フィルタビルダ)]は、Interactの[Question Builder (Questionビルダ)]の[from computers
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with (を含むコンピュータから)]のフィールドと類似する入力を受け取ります。詳細につい

ては、Questionの実行を参照してください。

4. 構成を保存します。

マニュアルコンピュータグループを作成する

1. [Administration (管理 )] > [Computer Groups (コンピュータグループ)]に移動します｡

2. [New Manual Group (新規マニュアルグループ)]をクリックし、[Name (名前 )]を入力して

グループを指定します。

3. コンピュータ名またはIPアドレスのリストを入力します。コンピュータ名は、コンピュータ名セ

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。

4. 構成を保存します。

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表示名のみを編集できます。定義は編集できません。名前を編集し

てもオブジェクト IDは変更されません。

1. [Administration (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、[Edit (編集 )]をクリックします。

3. 新しい[Name (名前 )]を入力して、構成を保存します。

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フィルタ条件で新しいコンピュータグループを

作成する必要がある場合に役立ちます。

1. [Administration (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)]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. グループの[Members (メンバー)]にするエンドポイントを決定するフィルタ条件を入力しま

す。詳細については、199ページのコンピュータグループを作成するを参照してください。

5. メンバーの[Preview (プレビュー)]リストを確認し、構成を保存します。

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には、以下のタスクと考慮事項が含まれます。

l 管理権限をユーザーに割り当てるためのコンピュータグループを参照する可能性がある

ユーザーとユーザーグループの構成のためのアカウント。必要に応じて、これらの構成を

変更するための準備をしておきます｡

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_questions.html
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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を中止するには、構成を無

効にするか、編集または削除する必要があります。

コンピュータグループを削除する準備ができたら、次のことに注意してください。

1. [Administration (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、選択対象を削除 をクリックし、確認用プロンプトで

[OK]をクリックします。

例： カスタムタグに基づいてコンピュータグループを作成する

これまで顧客は、重要なサーバやエグゼクティブのラップトップなど、特別な取り扱いが必要な

コンピュータにマニュアルグループを使用していました。しかし、マニュアルグループは、メンバーの

追加や削除といった変更ができないため、推奨できません。フィルタベースのコンピュータグルー

プとカスタムタグ(Critical_Serversなど)を使用して、「特別な取り扱い」や同様の目的に対応

できます。クライアント構成内のタグを管理することで、グループ内のメンバーシップを管理でき

ます。

基本的なワークフローは次のとおりです。

1. Interactを使用して、タグ付けするコンピュータを対象にします。
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2. [Question Results (Questionの結果 )]グリッドからアクションをデプロイします。[Custom
Tagging - Add Tags (カスタムタグ - タグの追加 )]パッケージを選択します。この例では、

Critical_Serversタグを適用しています。

3. InteractからQuestionを実行して、タグが適用されたことを確認します。
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4. タグに基づいてフィルタベースのコンピュータグループを作成します。

アクションを使用してエンドポイントからタグを追加または削除し、効果的にグループメンバー

シップを変更できます。

ユーザーの管理

ユーザー構成は、ユーザーグループとコンピュータグループ、ロールをユーザーに関連付けます。

[Administration (管理 )] > [Users (ユーザー)]ページを使用して、ユーザー構成を表示、追

加、編集、または削除します。グリッドの上のテキストフィールドを使用して、ユーザー名でフィ

ルタするか、[Filter Results (フィルタ結果 )]オプションを使用して[User Groups (ユーザーグルー

プ)]および[Computer Group (コンピュータグループ)]の割り当てによってリストをフィルタできま

す。

注意：[Computer Group (コンピュータグループ)]を選択すると、ユーザーに明示的に割

り当てられているコンピュータグループのみに基づいてリストがフィルタされます。たとえば、

ユーザー構成にすべてのコンピュータグループに対する無制限の管理権限を指定する

ロールがあり、Windows専用のコンピュータグループが割り当てられていないとします。

Windows専用のコンピュータグループでフィルタすると、Windows専用のコンピュータグ

ループはユーザーが管理権限を保有するすべてのコンピュータのサブセットですが、その

ユーザーはリストから除外されます。
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ヒント：LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)またはAD (Active Directory)のサー

バからユーザーとユーザーグループをインポートする場合は、219ページのLDAPの活用を

参照してください。

ユーザーロールの要件

ユーザー構成は、複雑な構成です。ユーザー構成を管理するには、次のアクセス許可が必

要です：

l 新しい構成の作成、プロパティの追加、あるいは構成に変更を保存するためのユー

ザーの書き込みアクセス許可。

l ユーザー構成ページからコンピュータグループの割り当てを変更するためのコンピューター

グループの書き込みアクセス権。コンピュータグループの割り当てを変更するには、予約

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。

l ユーザーグループの割り当てを変更するためのユーザーグループの書き込みアクセス権。

l ロール割り当てを変更するための管理者またはコンテンツセット管理者予約ロール。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。また

ユーザーがユーザー構成ページから自分のロールを管理することはできません。

これらすべてのアクセス許可を持っているのは管理者予約ロールだけです｡

注意：ユーザーは、自分のコンピュータグループまたはロール割り当てを変更することは

できません。

ユーザーを作成する

1. [Administration (管理 )] > [Users (ユーザー)]に移動します。

2. [New User (新規ユーザー)]をクリックします。

3. 以下に対応するユーザー名を指定します。

l (最も一般的 ) Active Directory(AD)のアカウント名。ドメイン名ではなくユーザー名

のみを指定します。

l Tanium Serverで定義されているローカルのWindowsユーザーアカウント。

どちらのオプションでも、Tanium ConsoleはWindows認証を使用します。Tanium Core
Platformは、ユーザー資格情報を独自に保存または管理しません。

4. 構成を保存します。
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ユーザープロパティを編集する

名前 /値ペアを追加して、ユーザーの氏名、組織、Eメールアドレス、電話番号などのユー

ザー詳細を記録できます。

1. [Administration (管理 )] > [Users (ユーザー)]に移動します。

2. 編集するユーザー構成の[User Name (ユーザー名 )]をクリックします。

3. プロパティ をクリックします。

4. [Add Property (プロパティを追加 )]をクリックします。

5. コントロールを使用して名前 /値ペアを追加します。

6. 構成を保存します。

ユーザーにコンピュータグループを割り当てる

1. [Administration (管理 )] > [Users (ユーザー)]に移動します。

2. 編集するユーザー構成の[User Name (ユーザー名 )]をクリックします。

3. [Manage Computer Groups (コンピュータグループの管理 )]をクリックし、[Edit (編集 )]を
クリックします。

4. アイテムを選択し、[Save (保存 )]をクリックします。

注意：あらゆるエンドポイントに関するQuestionをユーザーが行えるようにするに

は、[Unrestricted Management Rights (無制限の管理権 )]を指定します。また

は、[Selected Management Rights (選択された管理権限 )]を指定して、ユー

ザーが管理できるコンピュータグループを選択します。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。
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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

確認します。

6. 構成を保存します。

ユーザーにユーザグループを割り当てる

1. [Administration (管理 )] > [Users (ユーザー)]に移動します。

2. 編集するユーザー構成の[User Name (ユーザー名 )]をクリックします。

3. [Manage Users Groups (ユーザーグループの管理 )]をクリックし、[Edit (編集 )]をクリック

します。

4. ユーザーグループを選択し、[Save (保存 )]をクリックします。
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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

確認します。

6. 構成を保存します。

ユーザーにロールを割り当てる

1. [Administration (管理 )] > [Users (ユーザー)]に移動します。

2. 編集するユーザー構成の[User Name (ユーザー名 )]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 (ロールの付与 )]セクションで、[Edit (編集 )]をクリックし、ロールを選択し、

[Save (保存 )]をクリックします。

5. [Deny Roles (ロールの拒否 )]セクションで、ロールを選択し、[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 )]をクリックして変更の影響を

確認します。

7. 構成を保存します。

有効なアクセス許可を表示する

1. [Administration (管理 )] > [Users (ユーザー)]に移動し、ユーザーのサマリページを開き

ます。

2. 確認するユーザー構成の[User Name (ユーザー名 )]をクリックします。

3. ロール割り当て、継承ロール、得られるグローバル、マイクロ管理者、コンテンツセットの

アクセス許可リストを確認します。

4. [Back to all Users (すべてのユーザーに戻る)]をクリックして、ユーザーのサマリページに戻

ります。

ユーザーを削除またはロックアウトする

従業員が退職した場合にTaniumへのアクセスをロックダウンするためのオプションはいくつかあり

ます｡

l ユーザーにすべて拒否ロールを割り当てる。ユーザーは引き続きTanium Consoleにログ

インできますが、コンソール機能にいっさいアクセスできなくなります｡ [Administration (管
理 )] > [Users (ユーザー)]ページで、すべて拒否ロールを保有するユーザーのユーザー名

はグレー表示になります。

l 手動で作成したユーザーの場合は、Tanium Console構成を削除する。
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l Tanium Consoleユーザー構成と関連のあるActive DirectoryまたはLDAPユーザーアカウ

ントを無効にするか、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

する。LDAP Sync接続経由でインポートされたユーザーの場合は、今後Tanium Server
から同期を開始するときにそのユーザーがインポートされないよう、LDAPサーバでユー

ザー詳細を管理することが大切です。

ユーザーを削除する際の考慮事項

ユーザーを削除した場合：

l ユーザー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 ユーザー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 ユーザー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。

ユーザーを削除した後は、コンテンツの転送ページに移動して、ユーザーのコンテンツを削除し

たり、ワークフローを完了してアクティブなユーザーにコンテンツを関連付けることができます。

ロックアウトされたユーザー

LDAP SyncデータがユーザーのLDAPアカウントが無効になっていることを示している場合、また

はユーザーアカウントのLDAP Syncデータが欠落している場合、LDAP Syncコネクタによって作

成されたユーザーは「ロックアウト」されます。ユーザーは、「ロックアウト」ステータスの間はログイ

ンできませんが、ユーザーに関連付けられている予定済みコンテンツの実行は継続します。

ロックアウトされたユーザーのステータスは、ユーザーグリッドに次のように表示されます。

l Locked out - disabled (ロックアウト - 無効 )
最新の同期によって返されるデータは、アカウントが無効であることを示しています。従

業員が退社するときは、関連記録が削除されないように、ユーザーのLDAPアカウントを

削除するのではなく無効にするのがベストプラクティスです。

l Locked out - missing (ロックアウト - 欠落 )
最新の同期にユーザーのデータが含まれていませんでした。ユーザーがLDAPサーバから

削除された場合、またはLDAP Syncコネクタが使用するフィルタ式に一致しない場合

は、そのユーザーのデータが消失していることがあります。

通常は、ロックアウトされたユーザーを処理する方法を組織に確認する必要があります。その

ようなユーザーは削除して、ユーザーに関連付けられているコンテンツを別のユーザーに転送で

きます。
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ユーザーを削除する

1. [Administration (管理 )] > [Users (ユーザー)]に移動します。

2. ユーザーの行を選択し、削除 をクリックします。

削除されたユーザーからアクティブなユーザーにコンテンツを転送する

非アクティブなユーザーのコンテンツの管理ページには、削除されたユーザーまたは「ロックアウ

ト」されてユーザーアカウントにコンテンツが関連付けられているユーザーがリストされます。ワー

クフローを完了して、コンテンツを削除するか、適合するアクティブなユーザーに転送します。

非アクティブなユーザーのコンテンツの管理ページを使用すると、削除されたユーザーのコンテン

ツの一部を削除し、一部を1人以上の適合するユーザーに割り当てることができます。削除

または転送のアクションは、一度に1つずつ実行する必要があります。削除されたユーザーの

すべてのコンテンツが処理されるまで、ワークフローを複数回実行して作業を完了します。

1. [Content Alignment (コンテンツの配置 )] > [Manage Non-Active User Content (非アク

ティブなユーザーのコンテンツの管理 )]に移動します。

2. ユーザーの行を選択し、[Manage Content (コンテンツの管理 )]をクリックします。
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3. ユーザーに関連付けられているコンテンツを管理するオプションを選択します。

l Delete Selected Content (選択したコンテンツの削除 )。このオプションを使用して、

ユーザーによって作成され、不要になったオブジェクトをクリーンアップします。

l Disable Selected Scheduled Content (選択した予定済みコンテンツを無効にす

る)。このオプションを使用して、削除されたユーザーのコンテキストで実行される再

発行間隔、予定済みアクション、またはプラグインのスケジュールによる保存され

たQuestionなどのスケジュールに基づいて繰り返されるアクティビティを無効にしま

す。

l Transfer Selected Content to Matching User (選択したコンテンツを適合する

ユーザーに転送 )。このオプションを使用して、引き続き必要なコンテンツの所有

権を転送します。

4. 転送オプションを選択する場合は、適合するユーザーを選択します。適合するユーザー

のリストには、正確に同じコンピュータグループ管理権限とRBACアクセス許可を保有す

るユーザーが含まれます。
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5. コンテンツを選択します。

6. [Confirm (確認 )]をクリックします。

ヒント：削除されたユーザーからアクティブなユーザーにコンテンツを転送するには、アク

ティブなユーザーのコンピュータグループの管理権限とRBACアクセス許可が削除された

ユーザーと正確に一致する必要があります。これにより、RBACの制限が引き続き有効

になります。ベストプラクティスは、ユーザーがユーザーグループから権利とアクセス許可を

継承することです。これにより、削除されたユーザーのコンテンツを転送する際に簡単に

適合するユーザーを探すことができます。

注意：ユーザーを削除する場合は、ユーザーによって作成されたTanium™ Connectの
予定済みジョブなどのユーザーに関連付けられているソリューションモジュールの機能の

実行が停止することがあります。そのような場合は、ソリューションモジュールに移動して

構成を更新します。たとえば、Connectで接続ページに移動し、[Take ownership (所
有権の取得 )]リンクをクリックして、ログインしているユーザーに予定済み接続の所有権

を付与できます。

ユーザー構成サマリをコピーする

ユーザー構成ページの詳細をメッセージ、テキストファイル、またはスプレッドシートにコピーする

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。
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個別行をコピーする

1. [Administration (管理 )] > [Users (ユーザー)]に移動します。

2. ユーザーの行を選択します。

行を選択すると、グリッドの上にツールが表示されます。

3. コピー をクリックして、行の詳細をクリップボードにコピーします。

すべての行をコピーする

1. [Administration (管理 )] > [Users (ユーザー)]に移動します。

2. グリッドのヘッダーのすべてコピー をクリックします。

ユーザー構成をエクスポートする

ユーザー構成をJSONファイルにエクスポートすることで、トラブルシューティング中に分析すること

ができます。

1. [Administration (管理 )] > [Users (ユーザー)]に移動します。

2. グリッドのヘッダーのすべてエクスポート をクリックします。

ユーザーグループの管理

ユーザーグループ設定は、ユーザーとコンピュータグループ、ロールをユーザーグループに関連付

けます。[Administration (管理 )] > [User Groups (ユーザーグループ)]ページを使用して、ユー

ザーグループを表示、追加、編集、または削除します。グリッドの上のテキストフィールドを使

用して、ユーザーグループ名でフィルタするか、[Filter Results (フィルタ結果 )]オプションを使用

して[User (ユーザー)]および[Computer Group (コンピュータグループ)]の割り当てによってリスト

をフィルタできます。

ヒント：LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)またはAD (Active Directory)のサー

バからユーザーとユーザーグループをインポートする場合は、219ページのLDAPの活用を

参照してください。

ユーザーロールの要件

ユーザーグループ設定は、複雑な構成です。ユーザーグループ設定を管理するには、以下の

アクセス許可が必要です｡

l 新しい構成の作成、プロパティの追加、あるいは構成の変更の保存するためのユー

ザーグループの書き込みアクセス権。
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l ユーザーグループ設定ページからコンピュータグループの割り当てを変更するためのコン

ピューターグループの書き込みアクセス権。コンピュータグループの割り当てを変更するに

は、予約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。

l ユーザーの割り当てを変更するためのユーザーの読み取りアクセス権。

l ロール割り当てを変更するための管理者またはコンテンツセット管理者予約ロール。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。

これらすべてのアクセス許可を持っているのは管理者予約ロールだけです｡

ユーザーグループを作成する

1. [Administration (管理 )] > [User Groups (ユーザーグループ)]に進みます。

2. [New User Group (新規ユーザーグループ)]をクリックします。

3. 構成名を指定して、構成を保存します。

コンピュータグループをユーザーグループに割り当てる

1. [Administration (管理 )] > [User Groups (ユーザーグループ)]に進みます。

2. 編集するユーザーグループ設定の[Name (名前 )]をクリックします。

3. [Manage Computer Groups (コンピュータグループの管理 )]をクリックし、[Edit (編集 )]を
クリックします。

4. アイテムを選択し、[Save (保存 )]をクリックします。

注意：ユーザー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、ユーザー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。
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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

確認します。

6. 構成を保存します。
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ユーザーグループにユーザーを割り当てる

1. [Administration (管理 )] > [User Groups (ユーザーグループ)]に進みます。

2. 編集するユーザーグループ設定の[Name (名前 )]をクリックします。

3. [Manage Users (ユーザーの管理 )]をクリックし、[Edit (編集 )]をクリックします。

4. ユーザーを選択し、[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 )]をクリックして変更の影響を

確認します。

6. 構成を保存します。

ユーザーグループにロールを割り当てる

1. [Administration (管理 )] > [User Groups (ユーザーグループ)]に進みます。

2. 編集するユーザーグループ設定の[Name (名前 )]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 (ロールの付与 )]セクションで、[Edit (編集 )]をクリックし、ロールを選択し、

[Save (保存 )]をクリックします。

5. [Deny Roles (ロールの拒否 )]セクションで、[Edit (編集 )]をクリックし、ロールを選択し、

[Save (保存 )]をクリックします。

6. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行 )]をクリックして変更の影響を

確認します。

7. 構成を保存します。
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ユーザーグループを削除する

ユーザーグループ設定を削除すると、ユーザーはユーザーグループ設定からコンピュータグルー

プの権限とロールを継承できなくなります。ユーザーグループ設定を削除する場合は、以下の

手順を推奨します。

1. ユーザーグループからユーザーを削除し、ユーザーの有効なアクセス許可に与える影響

を確認します。

2. ユーザーグループ設定を削除します。

有効なアクセス許可を表示する

1. [Administration (管理 )] > [Users Groups (ユーザーグループ)]に移動し、ユーザーグ

ループのサマリページを開きます。

2. 確認するユーザーグループ設定の[Name (名前 )]をクリックします。

3. ロール割り当て、継承ロール、得られるグローバル、マイクロ管理者、コンテンツセットの

アクセス許可リストを確認します。

4. [Back to all Users Groups (すべてのユーザーグループに戻る)]をクリックして、ユーザーグ

ループのサマリページに戻ります。
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ユーザーグループ設定サマリをコピーする

ユーザーグループ設定ページの詳細をメッセージ、テキストファイル、またはスプレッドシートにコ

ピーすることができます。グリッドの各行は、ユーザー名、コンピュータグループ数、ユーザーグ

ループの、付与ロール数、拒否ロール数というCSV形式の値の文字列です。

個別行をコピーする

1. [Administration (管理 )]>[User Groups (ユーザーグループ)]に進みます。

2. ユーザーグループの行を選択します。

行を選択すると、グリッドの上にツールが表示されます。

3. コピー をクリックして、行の詳細をクリップボードにコピーします。

すべての行をコピーする

1. [Administration (管理 )] > [User Groups (ユーザーグループ)]に進みます。

2. グリッドのヘッダーのすべてコピー をクリックします。

ユーザーグループ設定をエクスポートする

ユーザーグループ設定をJSON ファイルにエクスポートすることで、トラブルシューティング時に分

析することができます。

1. [Administration (管理 )]>[User Groups (ユーザーグループ)]に進みます。

2. グリッドのヘッダーのすべてエクスポート をクリックします。

LDAPの活用

概要

LDAP Syncコネクタを構成することで、LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) または

Active Directory(AD) サーバからユーザーおよびユーザーグループをインポートすることができま

す。この構成では、LDAPサーバ経由でインポートされたユーザーを認証するかどうかを指定し

ます。または、ユーザーは以下を介して認証できます。

l Tanium Serverが参加しているドメインのADサーバ。

l Tanium Serverホストコンピュータのローカルアカウント (Windows)。Tanium Applicanceを
含むデプロイでは、ローカル認証サービスまたはプラグ可能認証モジュール(PAM)を利用

できます。詳細については、テクニカルアカウントマネージャ(TAM)にお問い合わせくださ

い。
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ユーザーとユーザーグループの更新は、5分ごとにLDAPサーバから自動的に同期されます。同

期するたびにユーザーとユーザーグループが追加または削除され、グループメンバーが追加ま

たは削除されることがあります。

ユーザーロールの要件

LDAP Sync構成ページをはじめとする構成ページを表示および使用できるのは､管理者予約

ロールを割り当てられているユーザーだけです｡

使用を開始する前に

l Tanium ServerによってバックエンドLDAPサーバとの接続が開始されている。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 Syncの構成では、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。このトラフィックを許可するには、ネットワークセ

キュリティを構成する必要があります。

l インポートするユーザーおよびユーザーグループのベース識別名 (DN)、ID、およびフィルタ

式を把握している｡

l LDAP Syncコネクタのユーザーが構成済みのフィルタ式を利用してLDAPサーバにクエリを

発行できるようLDAPサーバが構成されている｡ 

LDAPサーバ接続を構成する

1. [Configuration (構成 )] > [Authentication (認証 )] > [LDAP Sync]に進みます。

2. [Add Server (サーバを追加 )]をクリックして、サーバ構成ページを表示します。

3. 表15にあるガイダンスを参考に設定を完了します。
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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、インポートする

ユーザーとグループを確認します。

5. 構成を保存します。
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設定 ガイドライン

構成 構成を[Enable (有効)]または[Disable (無効)]にします。

構成を有効にすると、同期は5分ごとに実行されます。

ベストプラクティスとして、構成は決して無効にしないでください。構

成を無効にすると、次回の同期により(5分以内)、Tanium Server
は以前にインポートされたユーザーをロックアウトし、ユーザーグルー

プを削除します。その後に構成を再度有効にすると、Tanium
Serverはユーザーのロックを解除し、ユーザーグループを再度追加

します。再度追加されたユーザーグループには、どのようなRBACま
たは管理権限も構成されていません。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

LDAP objectGUIDを使用することに注意してください。

名前 構成名。

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。

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。

l 標準ポートは389 (ADグローバルカタログでは3268)です。このポート

は、暗号化されていない接続、StartTLSを使用する接続、および

署名オプションと暗号化オプションを使用するActive Directoryの接

続に使用します。

l LDAPS：標準ポートは636 (ADグローバルカタログでは3269)です。

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 Active Directoryサーバの場合は、紹介を無効にする必要

があります。

表15：LDAP Syncの構成
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設定 ガイドライン

Encryption (暗号化) l None (なし)。本番環境では使用しないでください。

l 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、Tanium Server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。

l 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、Tanium ServerがWindows上で稼

働している､Tanium Applianceで使用できます。

l LDAPS。LDAPコネクタが、LDAPSサーバへのSSL 接続を開始しま

す。

NTLM LDAPサーバとの接続にNTLMを使用します。デフォルトでは有効です｡

これは、Tanium ServerをWindows Serverにインストールしてい

て､Active Directoryサーバに接続する場合に推奨します。NTLMを使

用している場合は、Tanium Serverサービスアカウントが使用されます｡

ユーザー名とパスワードを構成する必要はありません。

LDAP Syncコネクタ用に構成されたフィルタ式を使ってこのアカウント

からクエリを発行できるようLDAPサーバが構成されている必要があ

ります。

LDAP User Name /
Password (LDAPユー

ザー名/パスワード)

NTLMを使用できない場合は、LDAPサーバのユーザー名とパスワード

を指定します。このための特別なアカウントを用意することをお勧めし

ます。このアカウントには、LDAPサーバにクエリを発行するのに十分な

特権が必要ですが、そうでない場合は､特権の低いアカウントにしま

す。

Group Base (グループ

ベース)
ユーザーグループのベースDN。LDAPクエリはサブグループを返しませ

ん｡このため、インポートするサブグループごとに同期接続構成を作成

する必要があります。

例：cn=Ops,ou=TaniumAdmins,dc=tam,dc=local

注意：Tanium ServerがAppliance (Linux)の場合、ベースユーザま

たはベースグループの値をドメインのルートにすることはできません。
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設定 ガイドライン

Group Filter (グルー

プフィルタ)
ユーザーグループのフィルタ。

例：objectClass=group

注意：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)

例：objectGUID

注意：大文字と小文字を区別。

Group Name
Property (グループ名

プロパティ)

例：cn

注意：大文字と小文字を区別。

Group Membership
Attribute (グループメ

ンバーシップ属性)

例：member

注意：大文字と小文字を区別。

Filter Users (ユーザー

のフィルタリング)
l Filter on LDAP Server (LDAPサーバでフィルタ)。このオプションを

選択し、[User's Group Membership Attribute (ユーザーのグ

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。このオプショ

ンを有効にすると、LDAPサーバによってフィルタが実行されます。

LDAPサーバは、フィルタに一致するグループとグループメンバーのみ

を返します。式ではなく、属性名を入力する必要があります。

l Filter on Tanium Server (Tanium Serverでフィルタ)。複数の

LDAP Syncコネクタを構成し、すべてのLDAP Syncコネクタを実行し

た後にTanium Serverにグループ/ユーザーのフィルタを実行する場

合は、このオプションを選択します。たとえば、グループと数人の

ユーザーを返すLDAPクエリに1つのコネクタを構成し、別のサーバか

らのこれらのグループの数人の追加のユーザーを返すLDAPクエリに

別のコネクタを構成しているとします。このオプションは、Tanium
Serverに2つのソースを調整して重複を回避する場合に使用できま

す。

User Domain (ユー

ザードメイン)
例：tam.local
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設定 ガイドライン

Base Users (ベース

ユーザー)
ユーザーのベースDN。

例：cn=Users,dc=tam,dc=local

Tanium Applicanceに関する注意：Tanium ServerがAppliance
(Linux)の場合、ベースユーザまたはベースグループの値をドメインの

ルートにすることはできません。

Users Filter (ユーザー

フィルタ)
ユーザー名のフィルター。

例：objectClass = user

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>はユーザー名です。

((&(objectClass=user)(!sAMAccountName=<account_
name>)))

Tanium Applicanceに関する注意：Tanium Serverのローカル認証

サービス用にLDAP Syncコネクタを作成する場合は、次のユーザー

フィルタを使用する必要があります：(&(objectClass=person)
(uidNumber>=20000))

User Unique ID
Property (ユーザー固

有のIDプロパティ)

例：objectGUID

注意：大文字と小文字を区別。

User Name Property
(ユーザー名プロパ

ティ)

例：cnまたはsAMAccountName

このフィールドにインポートされた値は、ユーザーがTanium Console
にログインする際に入力するユーザー名になります。必ず､この目

的に適したフィールドを指定し、予想されるフォームをユーザーに伝

えてください。

注意：大文字と小文字を区別。

User Display Name
Property (ユーザー表

示名プロパティ)

通常はdisplayNameです。

Authentication (認
証)

[Use LDAP for user authentication (ユーザー認証に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。この

オプションを選択しない場合、LDAP Sync接続はユーザーとグループの

同期にのみ使用され、認証はローカルの認証サービスによって処理さ

れます。
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LDAP Sync構成をクローンする

LDAP Sync構成のクローンを作成して、ユーザードメインやベースDN、その他LDAPクエリフィール

ドを変更した後、構成を保存できます。構成のクローンを作成することで、複数のドメインま

たは複数のグループの接続を簡単に追加できます(LDAPクエリではサブグループが返されない

ため、インポートするサブグループごとに同期接続設定を作成する必要があります)。

1. [Configuration (構成 )] > [Authentication (認証 )] > [LDAP Sync]に進みます。

2. コピー をクリックします。

LDAP Sync構成を削除する

LDAP Sync構成を削除すると､以下のことが発生します｡

l ユーザーとユーザーグループがLDAPサーバから更新されなくなります。

l すでにインポートされていたユーザーとユーザーグループは、次の同期時間 (5分以内 )に
Taniumから削除されます。

構成の無効化と構成の削除は同じ働きをします｡ 構成情報をTanium Serverに保存する

必要がなくなった場合は、構成を削除してください。構成の無効化の詳細については、222
ページの構成を参照してください。

LDAP Sync構成をインポート /エクスポートする

構成をXMLファイルにエクスポートし、署名されたXMLファイルを同じまたは別のTanium Server
にインポート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。

エクスポート

1. [Content (コンテンツ)]ページまたは[Permissions (アクセス許可 )]ページから、Tanium
Consoleの右上にある[Export to XML (XMLへエクスポート)]をクリックします。
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2. [LDAP Synchronization Connectors (LDAP Syncコネクタ)]を選択し、[Export (エクス

ポート)]をクリックします。

3. [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にアクセスするために使用するシステムの

DownloadsフォルダにXMLファイルをエクスポートします。

インポート

1. インポートする前に、KeyUtility.exeを使用してXML構成ファイルに署名します。ワ

ンタイムアクションとして、関連公開キーを正しいフォルダにコピーする必要もあります。

手順は、コンテンツXMLファイルの署名を参照してください。

2. [Content (コンテンツ)]または[Permissions (アクセス許可 )]ページのいずれからでも、

Tanium Consoleの右上にある[Import from XML (XMLからインポート)]をクリックします。

3. [Choose File (ファイルを選択 )]をクリックして、構成ファイルを見つけて選択し、[Open
(開く)]をクリックします。

4. [Import (インポート)]をクリックします。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。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
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5. 競合項目の解決策を選択するガイダンスは、競合やベストプラクティスを読むか、テク

ニカルアカウントマネージャに相談してください。

6. 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。

ベストプラクティス

Tanium Serverは、5分ごとに外部LDAPサーバからユーザーとユーザーグループを同期 (インポー

ト )します。各LDAP Syncコネクタは、一連の構成オブジェクトを設定します。このため、現実の

1人のユーザーに対して複数の構成オブジェクトを作成できます｡ たとえば、Tanium Consoleを
使用して手動でユーザーのjohn.doeを作成し、2つのLDAPサーバからインポートするように2つ
のLDAP Syncコネクタも構成すると、Tanium Serverにはjohn.doeに対して3つのユーザー構成

が存在することになります。

図78：LDAP Syncによるユーザーおよびユーザーグループの設定

このため、さまざまな方法でユーザーを削除するときの影響を理解することが重要です。

l 作成されたユーザー構成を手動で削除したものの、ユーザーが引き続きLDAP Syncフィ
ルタと一致する場合、そのユーザーの構成はTanium Consoleに残ります。

l LDAP経由でインポートされたユーザーをTanium Consoleを使用して削除すると、その

ユーザーは次回の同期後に削除されたままになります。

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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l バックエンドのLDAPサーバ構成からユーザーを削除すると、ユーザーにはTanium
Consoleへの次回のインポート時にロックアウトのマークが付けられます。この場合､ユー

ザーはログインすることはできませんが、ユーザーアカウントは自動的には削除されませ

ん。ユーザーが構成していた予定済みQuestionと予定済みアクションは、引き続き実

行されます。これにより、他のTanium管理者には、状況を把握し、必要に応じて予定

済みQuestionと予定済みアクションを別のユーザーアカウントで再作成する機会が得ら

れます。

以下に想定外の問題の発生を回避するためのベストプラクティスを示します。

l 作成したいTaniumユーザーグループおよびTaniumアクセスに関連付けたいユーザーに

一致するLDAPユーザーグループを作成するための一部作業をバックエンドのLDAPサー

バで実施する計画を立てる｡

l フロントエンドのTanium Console構成ではなく、バックエンドのLDAPサーバ構成を管理し

て、Taniumアクセスを管理する計画を立てる｡ たとえば、ユーザーのオンボーディングおよ

びオフボーディングする最適な方法は、インポートしたグループにそれらユーザーを追加

するか、インポートしたグループからそれらユーザーを削除することです。

l Taniumのデプロイに慣れていないLDAP管理者が構成に影響する変更を加えられない

よう､必ず、バックエンドのLDAPサーバ構成へのアクセスを制御する｡

l ユーザー構成には、LDAP Syncコネクタによって設定されたのではないユーザーを少なくと

も1人含める｡ この構成には、管理者予約ロールを割り当てます。この構成を使用して

Tanium Consoleにログインし、失敗した場合はLDAP Syncコネクタを再構成できます。

一部の組織では、このためにLDAP Syncコネクタの外部に複数の管理者ユーザーを用

意しています。LDAP Syncコネクタを構成する際には、アカウントの同期を抑止するユー

ザーフィルタを構成できます。

l ユーザー構成を削除するときは注意が必要です。手動で作成したユーザーからイン

ポートしたユーザーに移行する際は、重複が明らかなものを削除することをお勧めしま

す。ただし、手動で作成されたjohn.doe構成とインポートされたjohn.doe構成のオブ

ジェクト IDは異なります。たとえば、最初のjohn.doeはオブジェクト ID 2であり、2番目の

john.doeはオブジェクト ID 3になったりします。オブジェクト ID2のjohn.doeユーザーによって

作成された、予定済みアクション、保存されたQuestion、Tanium Connectオブジェク

ト、ソリューションプラグイン、またはソリューションモジュールサービスなどのTanium
Consoleオブジェクトは、オブジェクト ID 3のユーザーには所属しません。ID 2のjohn.doe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する準備をして

おく必要があります｡ 詳細については、ユーザー管理を参照してください。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_users.html#Delete
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SAMLの使用

SAML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

ザー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(ユーザーが

認証されたかどうかを示すメッセージ)を返します。

Tanium ServerをSPとして構成すると、以下のタイプのSAML SSO認証を使用してTanium
Consoleへのユーザーアクセスを付与できます。

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。

注意：Tanium Serverは、SAMLを経由するユーザー承認 (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ー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、ユーザーロールのアクセス許可を構成します。詳細につい

ては、157ページのRBACの概要を参照してください。

管理者予約ロールを持つユーザーのみが、[Configuration (構成 )] > [Authentication
(認証 )] > [SAML Configuration (SAML構成 )]ページを表示して使用できます。

IDP主導SSO

IdP主導ワークフローには次のフェーズがあります。

1. ユーザーは、企業ユーザー名とパスワードを使用して、IdP SSOポータルにサインインし、

目的のアプリケーションのアプリケーションタイルをクリックします(この例ではTanium
Console)。

2. IdPは、ユーザーが認証されたことを示す署名済みSAMLアサーションを生成します。ユー

ザーブラウザは自動的にSPにアサーションを転送します(この例ではTanium Server)。

3. SPはIdP証明書を使用して、SAMLアサーション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ーアクセス権を提供します。

http://docs.oasis-open.org/security/saml/Post2.0/sstc-saml-tech-overview-2.0.html
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図79：IdP主導SAML SSO

SP主導SSO

SP主導ワークフローには、次のフェーズがあります。

1. ユーザーは、SPを介してアプリケーション(この例ではTanium Console)に直接アクセスしよ

うとします(この例ではTanium Server)。

2. SPは、IdPを通じて認証するようにユーザーをリダイレクトします。ユーザーのブラウザは自

動的にリダイレクトを処理します。

3. ユーザーがIdPにログインします。

4. IdPは、ユーザーが認証されたことを示す署名済みSAMLアサーションを返します。ユー

ザーブラウザは自動的にSPにアサーションを転送します。

5. SPはIdP証明書を使用して、SAMLアサーション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ーアクセス権を提供します。

図80：SP主導SAML SSO
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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ー

を指定します。IdP管理者は、Active DirectoryまたはLDAPサーバ経由の認証の構成お

よびIdP経由のユーザーアクセスの管理を担当します。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。

重要：Tanium管理者は、ドメイン参加のActive Directoryバックエンド経由で

ユーザーを認証する場合 (205ページのユーザーを作成するを参照 )、またはLDAP
Syncコネクタを構成してユーザーをインポートする場合 (219ページのLDAPの活用

を参照 )にTanium Consoleユーザーを作成する必要があります。

l Tanium Consoleユーザーが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認証を構成する

1. [Configuration (構成 )] > [Authentication (認証 )] > [SAML]に移動し、[Choose an
IdP (IdPを選択 )]をクリックします。

2. [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。

3. [<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のすべての変更を

保存した後に、このセクションには証明書名がリンクとして表示されます。これをクリック

すると証明書のコンテンツを含むポップアップが開きます。

4. (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、

ユーザー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

Name
(名前)

IdPを識別する名前。

表16：カスタムIdPの設定
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設定 ガイドライン

elt_
response

Response要素の名前。通常の場合、これはトップノードで、ピリオド「.」 で

指定します。

elt_
respons
e_sig

Response要素内のSignature要素の名前。例：Signature。

elt_
assertion

Response要素内のAssertion要素の名前。例：Assertion。

elt_
assertio
n_sig

Assertion要素内のSignature要素の名前。例：Signature。

xp_
respons
e_
destinati
on

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。Tanium Serverは、[sec_
response_allowed_destination]の設定を使用して、送信先を検証しま

す。

xp_
respons
e_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_
respons
e_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_
respons
e_id

Response要素内の応答識別子のXpathセレクタ。例：@ID。Tanium Server
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_
respons
e_issue_
instant

Response要素内の応答発行時間のXpathセレクタ。

例：@IssueInstant。Tanium Server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_
assertio
n_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_
assertio
n_
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()。

Tanium Server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。
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設定 ガイドライン

xp_
assertio
n_
usernam
e

Assertion要素内のユーザー名の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ーのユーザー名を取得します。

xp_
assertio
n_
recipient

Assertion要素内の受信者値のXpathセレクタ。例：
Subject/SubjectConfirmation/SubjectConfirmationData/@Re
cipient。受信者は、IdPがSAMLアサーションを送信する宛先です。

Tanium Serverは、sec_assertion_allowed_recipientの設定を使用して、

受信者を検証します。

xp_
assertio
n_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がユーザーを認証するために使用した方法を表しま

す。Tanium Server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_
assertio
n_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_
assertio
n_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。

xp_
signatur
e_info

Signature要素内の署名された情報のXpathセレクタ。例：SignedInfo。こ

の情報には、参照要素のメタデータが含まれます。

xp_
siginfo_
reference

SignedInfo要素内の署名参照のXpathセレクタ。例：Reference。参照に

は、署名された要素の情報が含まれます。

xp_
referenc
e_uri

Reference要素内の参照URIのXpathセレクタ。例：@URI。Tanium Server
は、正しい要素に署名の検証が実行されるように、URIを署名された要素

のIDと比較します。
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設定 ガイドライン

xp_
referenc
e_
digest_
method

Reference要素内の参照ダイジェストメソッドのXpathセレクタ。

例：DigestMethod/@Algorithm。ダイジェストメソッドは、ダイジェストを

作成するために使用するアルゴリズムを示します。

xp_
referenc
e_
digest_
value

Reference要素内の参照ダイジェスト値のXpathセレクタ。

例：DigestValue/text()。ダイジェスト値は、特定のアルゴリズムを使用

して計算される参照要素のハッシュです。Tanium Serverは、ダイジェスト値

を使用して、実行時に参照要素に対して計算されるダイジェストを検証しま

す。2つの値に差異がある場合は、参照要素の改ざんを示唆します。

xp_
siginfo_
signatur
e_
method

SignedInfo要素内の署名メソッドのXpathセレクタ。

例：SignatureMethod/@Algorithm。署名メソッドは、署名を作成する

ために使用するアルゴリズムを示します。

xp_
signatur
e_value

Signature要素内の署名値のXpathセレクタ。例：SignatureValue/text

()。値は、特定のアルゴリズムを使用して計算される署名された情報の署

名です。Tanium Serverは、Tanium Console ([Custom Configuration
Information (カスタム構成情報)]セクション)にアップロードされるIdP証明

書を使用して署名を検証します。署名の検証の失敗は、署名された情報

の改ざんを示唆します。

xp_
signatur
e_
certificat
e

SignedInfo要素内の署名証明書のXpathセレクタ(オプション)。
例：KeyInfo/X509Data/X509Certificate/text()。Tanium Server
は、xp_signature_certificateを使用してSAML応答から証明書を取得し、

Tanium Console ([Custom Configuration Information (カスタム構成情

報)]セクション)にアップロードされるIdP証明書と比較します。証明書が異な

る場合、SAML応答は無効であると見なされます。

sec_
check_
assertio
n_time_
constrain
ts

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

がオン)または無効(チェックボックスがオフ)にする設定(オプション)。
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設定 ガイドライン

sec_
assertio
n_
allowed_
auth_
context_
classes

IdPがユーザー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:PasswordProtecte
dTransport。

sec_
assertio
n_
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_
assertio
n_
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_
assertio
n_
allowed_
audience

アサーション対象者の想定値(オプション)。例：tanium-saml2。

sec_
respons
e_
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。

sec_
respons
e_
allowed_
destinati
on

応答送信先URLの検証値(オプション)。
例：https://myhost.company.com/saml2/auth/custom。
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設定 ガイドライン

sec_
respons
e_
expiratio
n

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。

5. (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 ユーザーが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Tanium Console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ーにログイン資格情報の

入力を求める場合は、[Enabled (有効)]を選択します。このオプ

ションはデフォルトで無効になっており、ユーザーはログイン資格情

報を入力せずに[Login with SSO (SSOでログイン)]をクリックす

るだけで別のTanium Consoleセッションを開始できます。

表17：SPが開始するSSOの設定

6. 変更を保存します。Tanium Server SAML SPサービスが開始されます。

構成変更時のパスワードの確認をオフにする

SSOの重要なメリットは、ユーザーがアプリケーションにアクセスして使用する際に、パスワードの

プロンプトに応答する回数を最小限にできることです。ユーザーが構成を変更するたびに、パ

スワードのプロンプトを表示するようにTanium Serverを以前に構成している場合は、

[Yes/Cancel (はい/キャンセル)]のプロンプトに変更してユーザー体験を簡素化することもできま

す。

1. [Configuration (構成 )] > [Miscellaneous (その他 )] > [Confirmation Prompt (確認用

プロンプト)]に移動します。
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2. [Show a Yes/Cancel prompt (はい/キャンセルのプロンプトを表示 )]を選択します。

3. 変更を保存します。

セキュアSAML通信

Tanium Serverからの認証リクエストにデジタル署名し、IdPからの応答 (アサーション)を暗号化

することによって、SAML通信のセキュリティを向上することもできます。Tanium Serverのインス

トールには、リクエストと自己署名証明書に署名して応答を暗号化するためのRSAプライベー

トキーを生成するユーティリティが含まれます。証明書は、暗号化にAES-256-CBC暗号を使用

します。

1. Tanium Server CLIにアクセスし、ディレクトリをTanium Serverのインストールディレクトリ

(D:\Program Files\Tanium\Tanium Serverなど)に変更します(cdコマンド

ommand))。

2. 以下のコマンドを実行して、証明書とプライベートキーを作成します。<hostname>に対

しては、Tanium ServerのFQDNを指定します。高可用性 (HA)のデプロイでは、コンマ

(ts1.example.com,ts2.example.comなど)でホスト名を区切ります。出力 (<out>)には、

証明書とキー名 (SAMLEncryptionなど)を指定します。ユーティリティは、証明書とキーの

ファイル名にそれぞれ.crtと.keyの拡張子を自動的に追加します。

KeyUtility selfsign <hostname> <out>

ユーティリティは、Tanium Serverのインストールディレクトリの最上位に証明書とキー

(SAMLEncryption.certとSAMLEncryption.keyなど)を作成します。証明書

とキーをこの場所に保管する限り、Tanium Serverは自動的にSAML認証リクエストへの

署名に証明書を使用し、IdP応答の復号化にプライベートキーを使用します。

ヒント：または、Tanium ServerにSAMLEncryptionCertPathと
SAMLEncryptionKeyPathの設定を追加して、証明書とキーを保存するための別

の場所を構成することもできます。詳細は、テクニカルアカウントマネージャ(TAM)
にお問い合わせください。

3. 証明書をIdPに提供します。IdP管理者と協力して、安全なキーの転送のためにRSA-
OAEP-MGF1P (推奨 )またはRSAバージョン1.5を使用して、SAML応答の暗号化のために

証明書を使用するようにIdPを構成します。

CLI経由でSPが開始するSSOを無効にする

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。
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1. Tanium Server CLIにアクセスします(詳細については、Tanium Core Platformデプロイガ

イド (Windows)：Tanium Server CLIを参照 )。

2. Tanium Serverのインストールディレクトリに移動します。

3. 次のコマンドを実行します。

TaniumReceiver global-settings set console_saml_sp_enabled 0

変更が適用されるまで1分間待機するか、Tanium Serverを再起動して変更を即座に

適用します。

Tanium ServerのSAML SP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。

1. [Configuration (構成 )] > [Authentication (認証 )] > [SAML]に進みます。

2. [Choose an IdP (IdPを選択 )]を[No Provider (プロバイダなし)]に設定してから変更を

保存します。

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/cli.html#Windows
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/cli.html#Windows
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パート6：高度な構成

グローバル設定の管理

グローバル設定は、Tanium™ Client、Tanium™ Server、そしてTanium™ Consoleの動作に影

響する可能性があります。

重要： テクニカルアカウントマネージャ(TAM)からの明示的な指示がない限り、グローバ

ル設定は変更しないでください。

ユーザーロールの要件

グローバル設定の構成を作成、修正、または削除するには、グローバル設定の書き込み(マ
イクロ管理者 )のアクセス許可を持つロールが割り当てられている必要があります。管理者予

約ロールを割り当てられたユーザーには、このアクセス許可があります。

グローバル設定を管理する

[Administration (管理 )] > [Global Settings (グローバル設定 )]ページに移動して、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。

ホワイトリストに登録されたURLの管理

Tanium™ Clientがコンテンツを実行すると、スクリプトがインターネットURLにファイルを要求する

ことがあります。Tanium Client APIは、ファイル名を含むURLでそのダウンロードを一意に識別し

ます。セキュリティ上、Tanium ClientはTanium Serverにメッセージを送信します。Tanium
Serverは、要求されたURLをパッケージファイルのURLをホワイトリストに登録されたURLのリスト

と照合します。パッケージファイルのURLは、パッケージ作成者が指定した既知のURLです。動

的URL (Tanium Clientスクリプトによって計算されたURLなど)の対応には､ホワイトリストに登録

されたURLを使用します｡ URLがどちらのリストとも一致しない場合、要求は失敗します。

ホワイトリストに登録されたURL検査を通過したTanium Clientのファイルダウンロード要求 を

初めて処理するとき、Tanium™ Serverはファイルをダウンロードして、一時パッケージファイルと

メタデータを保存することで､クライアントチェーンを通じてエンドポイントにファイルを配信できる

ようにします｡ ホワイトリストに登録されたURL構成には、要求されたURLファイルに対する変

更の有無をTanium Serverがチェックする頻度、また一時ファイルがクリーンアップされる頻度に

関係する設定が含まれています。

https://docs.tanium.com/client/client/overview.html#File_distribution
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ユーザーロールの要件

ホワイトリストに登録されたURLの構成を作成、修正、または削除するには、ホワイトリストに

登録されたURLの書き込み(マイクロ管理者 )アクセス許可を持つロールが割り当てられている

必要があります。管理者予約ロールを割り当てられたユーザーには、このアクセス許可があり

ます。

ホワイトリストに登録されたURLを追加する

1. [Administrationi (管理 )] > [Whitelisted URLs (ホワイトリストに登録されたURL)]に進

みます。

2. 以下の設定を構成します。

URL/regular
expression
(URL/正規

表現)

URLを指定します。正規表現を使用すると、ベースURLから複数のファイルをホワイ

トリストに登録することができます。たとえば、www.microsoft.com からのダウンロー

ドをホワイトリストに登録するには、次の正規表現を使用します。

http\:\/\/www\.microsoft\.com\/.*

X509v3では大文字と小文字が区別されます。例えば、正規表現

https\:\/\/192\.0\.2\.1\/abc\.csv は

https://192.0.2.1/abc.csv をホワイトリストしますが

https://192.0.2.1/ABC.csv はしません。両方のファイルをホワイトリス

トする正規表現はhttps\:\/\/192\.0\.2\.1\/abc|ABC\.csv です。

この検査を通過したダウンロードをTanium Clientが開始すると、Tanium Server
がこのファイルをダウンロードすることで、一次チェーンを介してTanium Clientに
ファイルを配信できるようにします｡
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Download
Interval (ダ
ウンロード間

隔)

要求されたファイルに対する変更の有無をTanium Serverがチェックする間隔を指定

します。デフォルトは6時間おきです。ファイルに変更があることがチェックによって示さ

れた場合、Tanium Serverはそのファイルのコピーを更新して「有効期限」  クロックを

再始動します。正規表現が指定されたURLの場合、一致するURLごとにタイマーが

維持されます。

Expiration
(有効期限)

古くなったパッケージを削除するまでの時間を指定します。デフォルトは7日です｡ こ

れは、過去7日間に要求または再ダウンロードされていないファイルが、Tanium
Serverから削除されることを意味します。以降､同じURLが要求されると、Tanium
Serverは再度ダウンロードして、「更新チェック」を再開します。この設定は、バージョ

ン7.1で導入されました。正規表現が指定されたURLの場合、一致するURLごとにタ

イマーが維持されます。

3. 構成を保存します。

ホワイトリストに登録されたURL構成をインポート /エクスポートする

インポート/エクスポート機能を使用することで、ラボ環境から本番環境への移行を容易にす

ることができます。

特定の構成をエクスポートする

1. 表から1つ以上の行を選択し、表のヘッダーの上にあるツールバーのエクスポート をク

リックします。

2. [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にアクセスするために使用するシステムの

DownloadsフォルダにXMLファイルをエクスポートします。

ホワイトリストに登録されたURL構成全体をエクスポートする

1. 表のヘッダーのすべてエクスポート をクリックします。

ヒント：または、ホワイトリストに登録されたURLに加えて他の構成オブジェクトをエ

クスポートする場合は、いずれかの[Content (コンテンツ)]または[Permissions (ア
クセス許可 )]ページに移動し、Tanium Consoleの右上の[Export to XML (XMLに
エクスポート)]をクリックし、[Whitelisted URLs (ホワイトリストに登録されたURL)]
およびその他のオブジェクトタイプを選択し、[Export (エクスポート)]をクリックしま

す。
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2. [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にアクセスするために使用するシステムの

DownloadsフォルダにXMLファイルをエクスポートします。

構成をインポートする

1. インポートする前に、KeyUtility.exeを使用してXML構成ファイルに署名します。ワ

ンタイムアクションとして、関連公開キーを正しいフォルダにコピーする必要もあります。

手順は、コンテンツXMLファイルの署名を参照してください。

2. [Content (コンテンツ)]または[Permissions (アクセス許可 )]ページのいずれからでも、

Tanium Consoleの右上にある[Import from XML (XMLからインポート)]をクリックします。

3. [Choose File (ファイルを選択 )]をクリックして、構成ファイルを見つけて選択し、[Open
(開く)]をクリックします。

4. [Import (インポート)]をクリックします。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。

5. 競合項目の解決策を選択するガイダンスは、競合やベストプラクティスを読むか、テク

ニカルアカウントマネージャに相談してください。

6. 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。

プロキシサーバ設定の構成

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、また他の

信頼済みサプライヤからは必要なファイルをそれぞれダウンロードします。また、Taniumからソ

リューションモジュールソフトウェアのアップデートをダウンロードするには、Tanium Module Server
をインターネットに接続する必要があり、ソリューションモジュール自体がインターネットにアクセ

スできなければならないことがあります｡ 企業のセキュリティポリシーが、こうした場所への

Tanium Core Platformサーバによる直接アクセスを許可していない場合は、ご自分の組織が

プロキシサーバを使用してインターネットにアクセスしているかどうかを確認してください。

注意：

[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ーだけです。

Tanium Serverがアクセスするサイトのリストについては、Tanium Core Platformデプロイリ

ファレンスガイド：必要なインターネットURLを参照してください。

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_deployment_reference/platform_deployment_reference/internet_URLs.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/internet_URLs.html
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図81：プロキシサーバによるTaniumデプロイ

プロキシサーバの種類

企業のセキュリティポリシーが、こうした場所へのTaniumプラットフォームサーバによる直接アク

セスを許可していない場合は、ご自分の組織がプロキシサーバを使用してインターネットにアク

セスしているかどうかを確認してください。Tanium Serverは、次の2種類のプロキシに対応して

います。

l ベーシック

ベーシックプロキシは、認証を必要とすることがあります。厳密にIPアドレスベースのプロキ

シサーバは、リストに指定されたサーバがプロキシを通過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｡ この場合は、プロキシサーバのアクセスリストに、

Tanium ServerのIPアドレスまたはホスト名を追加します。

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できます。

l NTLM
プロキシサーバがNTLMを使用するように構成されていて、プロキシサーバを通過するの

に十分な特権を持つサービスアカウントのコンテキストでWindows上の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とパスワードを構成する必

要はありません。

重要：プロキシサーバの構成は、Tanium Serverのホストコンピュータの構成ファイルに

保存されます。構成ファイルは、他のクラスタノードに自動的には同期されません。アク

ティブ／アクティブ構成のデプロイでこれらの設定を変更する場合は、必ず両方のノー

ドで手順を実行してください。



© 2019 Tanium Inc. All Rights Reserved 245ページ

プロキシサーバ設定を構成してテストする

1. [Configuration (構成 )] > [Common (共通 )] > [Proxy Settings (プロキシ設定 )]に移

動します。

2. [Tanium Server Proxy Settings (Tanium Serverのプロキシ設定 )]ボックスを使用して、

Tanium Server接続のプロキシ設定を指定します。

Proxy Server (プロキシサー

バ)
プロキシサーバのIPアドレス。

Proxy User ID (プロキシの

ユーザーID)
プロキシサーバと接続するアカウントのユーザー名。ベーシックプロキ

シを構成している場合は必須です。NTLMプロキシは、Tanium
Serverサービスを実行するユーザーコンテキストの資格情報を使用

します。

Proxy Type (プロキシの種

類)
l ベーシック

l NTLM

Port Number (ポート番号) プロキシサーバのポート番号。

Proxy Password (プロキシ

のパスワード)
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。

Bypass Proxy Host List (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内のTanium Server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、Tanium Server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、Tanium Server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

Tanium Server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

Tanium Core Platform 7.0.314.6242およびそれ以降はワイルド

カードをサポートします。
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Bypass CRL Check Host List
(CRLチェックホストリストのバ

イパス)

この設定に基づいて、CRL検査なしで信頼してもよいサーバが一覧

表示されます｡ このリストにサーバが指定されていない限り、

Tanium Server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。

Trusted Host List (信頼済

みホストリスト )
このリストにサーバが指定されていない限り、Tanium Serverは有効

なSSL証明書がないサーバからファイルをダウンロードしません。

信頼するサーバのFQDNまたはIPアドレスを追加します。アクティ

ブ/アクティブクラスタでは、両方のTanium ServerのFQDNを指定

します。Tanium Core Platform 7.0.314.6242およびそれ以降はワ

イルドカードをサポートします。

3. 省略可｡ このページのModule Serverフォームにこれらの設定を入力するには、[Mirror
Changes to Module Server (Module Serverへのミラー変更 )]を選択します。

4. 変更を保存します。

5. [Module Server Proxy Settings (Module Serverのプロキシ設定 )]ボックスを使用して、

Module Server接続のプロキシ設定を指定します。

6. 変更を保存します。

7. [Validate Proxy Settings (プロキシ設定を確認 )]ボックスを使用して、設定のテストを

構成します。

コンポーネント Tanium ServerまたはModule Server。

File Source (ファイル

ソース)
l 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。

l 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。

l 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

択した場合は、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。

8. [Start Download (ダウンロードを開始 )]をクリックします。
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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ログには、詳細なイベントメッセージがあります。

注意：構成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割り当てられて

いるユーザーだけです。

サーバのログレベルの構成

テクニカルアカウントマネージャ(TAM)は、問題をトラブルシューティングする際にTanium Server
とTanium Module Serverのログの冗長性レベルを変更するように指示することがあります。

1. [Configuration (構成 )] > [Common (共通 )] > [Log Level (ログレベル)]に進みます。

2. ログレベルを設定します。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。

l 0： ログは無効。

l 1： 通常のログレベル。

l 41： トラブルシューティング中のベストプラクティス値。

l 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。

3. 変更を保存します。

注意：構成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割り当てられて

いるユーザーだけです。

プラグインとプラグインのスケジュールを表示する

予期しない動作のトラブルシューティングでは､テクニカルアカウントマネージャ(TAM)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。

プラグインは、Tanium™ Core Platformのコンポーネントまたはソリューションモジュールの拡張機

能です。プラグインの運用はユーザーにトランスペアレントであるべきです｡

インストールされているプラグインのサマリ表を閲覧するには、[Configuration (構成 )] >
[Common (共通 )] > [Plugins (プラグイン)]に移動します｡

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。
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定期実行プラグインのサマリ表を閲覧するには、[Configuration (構成 )] > [Common (共
通 )] > [Plugins (プラグイン)]に移動します｡

注意：構成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割り当てられて

いるユーザーだけです。

Questionとセンサーのしきい値の管理

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するために、Tanium Consoleでインジケータのアイコンをトリガーす

るQuestionとセンサーの実行時間のしきい値をカスタマイズできます。

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。

次の表に、しきい値のアイコンおよびそのデフォルトラベルと値を示します。

しきい値のアイ

コン

説明

Not Run (未実

行)
Tanium Server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。

Tanium Server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 コンピュータ名

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

表18：Questionとセンサーの実行時間のしきい値のアイコン
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しきい値のアイ

コン

説明

Below any
threshold (すべて

のしきい値未満)

Questionまたはセンサーの実行時間の平均が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、センサーに対して100ms、Questionに対して

1,000msです。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、センサーに対して500ms、Questionに対して

5,000msです。しきい値とラベルはカスタマイズできます。

High (高) 実行時間の平均は、高しきい値を超えています、デフォルト値はセンサーに対

して1,000ms、Questionに対して10,000msです。しきい値とラベルはカスタマイズ

できます。

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。

詳細については、TAMにお問い合わせください。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 )

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
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ユーザーロールの要件

[Sensor Thresholds (センサーのしきい値 )]ページを含む[Configuration (構成 )]ページを表

示および使用するには、ユーザーアカウントに管理者予約ロールが割り当てられている必要

があります。

使用を開始する前に

テクニカルアカウントマネージャ(TAM)と協力して、Questionを実行するかどうか、実行の頻度、

およびQuestionに含めるセンサーを管理者が決定する際に影響を及ぼす可能性がある実

行時間のしきい値を決定します。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。考慮事項は次のとおりです。

l Questionの実行時間は、それに含まれるすべてのセンサーの平均実行時間の累計で

す。したがって、ベストプラクティスはQuestionのしきい値をセンサーのしきい値より高く設

定することです。

l ベストプラクティスは、組織のエンドポイント管理ポリシーに基づいてTanium管理者が行

う決定を反映するしきい値を設定することです。たとえば、トラフィックが最大になる時

間帯にQuestionへの応答より優先度が高いタスクを実行するエンドポイントで、管理

者は10秒より長いQuestionを実行すべきではないというポリシーがあります。

Questionとセンサーのしきい値を構成する

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. [Configuration (構成 )] > [Common (共通 )] > [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

ザー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ー

([Admin and Users (管理者とユーザー)])に表示するかを選択します。

3. 各しきい値にラベルを入力するか、High、Medium、およびLowのデフォルト値を受け入れ

ます。

4. 各しきい値に平均実行時間 (ミリ秒 )を設定するか、デフォルト値を受け入れます。

5. 変更を保存します。

Questionとセンサーのしきい値を確認する

しきい値インジケータのアイコンは、Tanium ConsoleでQuestionまたはセンサーを表示して選

択すると必ず表示されます。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。



© 2019 Tanium Inc. All Rights Reserved 251ページ

ヒント：[Content (コンテンツ)] > [Sensors (センサー)]ページには、すべてのセンサーの実

行時間の統計が表示されます。

1. [Interact]に移動します。

2. [Ask a Question (Questionを提示 )]フィールドに、[Computer Name (コンピュータ名 )]な
どの実行時間が短いと予想されるセンサーおよび[Running Processes of User (ユーザー

の実行中プロセス)]などの実行時間が長いと予想されるセンサーを入力します。

例：Get Computer Name and Running Processes Of User[admin] 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。

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。予測しないインジケータが表示された場合は、248ページの概要に記載されている

アイコンの説明と注意を確認します。

4. 提示されたQuestionのアイコンの上にカーソルを合わせて、ポップアップにQuestionに予

測された実行時間 (ミリ秒 )が表示され、個々のセンサーに対して予測されたしきい値

のアイコンが表示されることを確認します。

キャッシュの使用状況を表示する

ダウンロード時の問題のトラブルシューティングでは、テクニカルアカウントマネージャ(TAM)から

キャッシュの使用状況を監視するよう指示されることがあります。
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[Configuration (構成 )] > [Tanium Server] > [Cache Info (キャッシュ情報 )]に移動すること

で、キャッシュの使用状況を確認できます｡

注意：構成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割り当てられて

いるユーザーだけです。

クライアントサブネットの構成

クライアントサブネット構成は、Tanium™ Client間のピアリングの仕方に影響します。変更する

前に、デフォルトの動作および変更による影響を理解しておいてください。Tanium Clientのピ

アリング構成を参照してください。

重要：Tanium™ Serverは、サブネットの設定をホストコンピュータの構成ファイルに保存

し、高可用性 (HA)ピアとは自動的に設定を同期しません。HAのデプロイでこれらの設

定を変更する場合は、すべてのTanium Serverでその手順を実行します。

注意：クライアントピアリングのためのサブネット構成ページを含む構成ページを表示お

よび使用できるのは、管理者予約ロールを割り当てられているユーザーのみです。

https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html
https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html
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分割サブネットを構成する

Tanium Clientは、同じ分割サブネットにある近くのクライアントのみとピアでき、外部のクライア

ントとはできません。相互にピアする必要があるTanium Clientの近くの各クライアントに対して

サブネットを構成します。

1. [Configuration (構成 )] > [Tanium Server] > [Subnets (サブネット)]に移動します｡

2. 各 [Separated Subnet (分割サブネット)]をCIDR形式 (192.168.2.0/24など)で入力しま

す。Tanium Core Platform 7.3以降は、IPv6サブネットをサポートします(テクニカルアカウ

ントマネージャに問い合わせてください)。これは角カッコで囲み、プリフィックスを付ける必

要があります([2001:db8::]/32など)。

注意：コメントまたは文書を追加する場合は､行の先頭またはエントリの直後に

「;」または「#」のいずれかを使用します｡

3. 変更を保存します。Tanium Serverは、構成をSeparatedSubnets.txtという名

前のファイルでインストールフォルダに保存します。

4. ファイルを任意のZone Server上のZone Serverインストールフォルダにコピーします。ほと

んどの環境では、ファイルはすべてのZone ServerとTanium Serverに対して同じコンテン

ツを必要とします。ベストプラクティスとして、ファイルの同期を維持し混乱を排除するこ

とをお勧めします。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。必要に応じて、一意の構成が必要な各

Zone Server上のSeparatedSubnets.txtコピーを変更できます。

注意：Tanium Clientが更新されたピアリストを登録して受け取るには、最大4時間か

かります(登録リセット間隔 )。

隔離サブネットを構成する

VPNクライアント間のネットワーク通信のレイテンシはクライアントからサーバへの接続よりかなり

大きいため、各VPNクライアントに隔離サブネットを構成して、VPNクライアント間のピアを抑止

します。

1. [Configuration (構成 )] > [Tanium Server] > [Subnets (サブネット)]に移動します｡

2. 各 [Isolated Subnet (隔離サブネット)]をCIDR形式 (192.168.2.0/24など)で入力しま

す。Tanium Core Platform 7.3以降は、IPv6サブネットをサポートします(テクニカルアカウ

ントマネージャに問い合わせてください)。これは角カッコで囲み、プリフィックスを付ける必

要があります([2001:db8::]/32など)。
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注意：コメントまたは文書を追加する場合は､行の先頭またはエントリの直後に

「;」または「#」のいずれかを使用します｡

3. 変更を保存します。Tanium Serverは、構成をインストールフォルダに

IsolatedSubnets.txtという名前のファイルで保存します。

4. ファイルを任意のZone Server上のZone Serverインストールフォルダにコピーします。ほと

んどの環境では、ファイルはすべてのZone ServerとTanium Serverに対して同じコンテン

ツを必要とします。ベストプラクティスとして、ファイルの同期を維持し混乱を排除するこ

とをお勧めします。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。必要に応じて、一意の構成が必要な各

Zone Server上のIsolatedSubnets.txtコピーを変更できます。

注意：Tanium Clientが更新されたピアリストを登録して受け取るには、最大4時間か

かります(登録リセット間隔 )。

帯域幅のスロットリングの管理

概要

スロットルを構成すると、帯域幅およびTanium ServerまたはTanium™ Zone ServerがTanium
Clientにデータを送信するために使用する同時接続数を制限できます。多くのTanium Client
がサーバと同時接続してセンサーとパッケージをダウンロードするようなデプロイでは、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、Tanium ServerまたはZone Server
がTaniumのデータを送信する際に、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に、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。

注意：帯域幅スロットルは、Tanium Clientがサーバにデータを送信するレートではなく、

Tanium ServerまたはZone ServerがTanium Clientにデータを送信するレートのみを制

御します。スロットルは、他のすべてのTaniumコンポーネント間のデータ交換に影響を及

ぼしません。

ユーザーロールの要件

[Bandwidth Throttling (帯域幅のスロットリング)]ページを含む構成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割り当てられているユーザーのみです。
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使用を開始する前に

スロットルを構成する場合は、Tanium 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 )を提供することとタスクのネットワークへの影響を緩

和することのバランスを取ります。制限をあまりに低く設定すると、Tanium Serverがエンドポイ

ントがQuestionに応答してアクションを実行するために必要な時間内にすべてのセンサーと

パッケージを送信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。したがって、ネットワーク管理者とTaniumのテクニカルアカウントマネージャ(TAM)と連携し

て以下のことを実行してください。

l Tanium Serverがエンドポイントに送信するデータの帯域幅のトレンドを評価します。トレ

ンドによって、トラフィックがネットワークにどれほど影響するかを計測し、Tanium Server
がデータを送信するために必要とするリソースの最大量を特定できます。Tanium Server
が送信するすべてのデータおよびセンサーまたはパッケージのデータに対して個別のスロッ

トルを構成できます。すべてのデータのスロットルは、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。たとえば、センサー帯域幅スロットルを200メガビット/秒 (Mbps)に設定

し、パッケージ帯域幅スロットルを400Mbpsに設定する場合、全データのスロットルは他

のすべてのデータタイプに対応するために、600Mbps (またはスロットルを未構成のままに

する)より十分に高く設定する必要があります。テクニカルアカウントマネージャと連携し

て、すべてのデータタイプに必要なスロットルを決定します。

l 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。Tanium Serverからエンドポイントへの接続に複数の

スロットルが適用されている場合は、より厳しく制限されたスロットルがそれほど厳しくな

いスロットルをオーバーライドすることに注意してください。たとえば、サイト固有のスロット

ルを1Mbpsに設定し、ネットワーク全体のグローバルスロットルを5Mbpsに設定すると、

Tanium Serverはサイトに1Mbpsのスロットルを適用します。

l 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

192.168.2.0/24のエンドポイントは、サブネット192.168.2.0/8のエンドポイントの小さなサブ

セットです。したがって、IPアドレス192.168.2.1などのサブネットに対して、192.168.2.0/24
のサイトスロットルは192.168.2.0/8のサイトスロットルをオーバーライドします。
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グローバルスロットルを構成する

Tanium Serverがネットワークのすべてのエンドポイントに送信するデータの帯域幅と接続スロッ

トルを構成します。この手順は、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という異なるスロットルを必

要とする各データタイプに対して繰り返します。

1. [Configuration (構成 )] > [Tanium Server] > [Bandwidth Throttling (帯域幅のスロッ

トリング)]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、スロットリングするデータタイプの

横にある編集 をクリックします。

3. 最大帯域幅をMbps単位で入力します。Tanium Serverの新規インストールでは、デ

フォルト値はすべてのデータに対して0 (制限なし)で、パッケージに対して45Mbps、セン

サーに対して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からエンドポイントへの同時接続の最大数を入力します。Tanium
Serverの新規インストールでは、デフォルト値はすべてのデータに対して0 (制限なし)で、

パッケージに対して300、センサーに対して10です。既存の設定は、アップグレード後も

維持されます。

5. 変更を保存します。

サイトスロットルを構成する

Tanium ServerがTanium Clientの個々のサブネットに送信するデータの帯域幅スロットルを構

成します。

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はIPアドレスをNAT変換されて

いるとして扱います。この設定を変更する必要がある場合：

1. [Administration (管理 )] > [Global Settings (グローバル設定 )]に進みます。

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

3. 値を0 (NAT IPアドレス)または1 (ローカルIPアドレス)に設定します。

4. [Affects (影響 )]を[Server (サーバ)]に設定し(Tanium ServerまたはZone Server)、変
更を保存します。

サイトを追加する

同じ帯域幅スロットルを必要とするTanium Clientのサブネットの各グループにサイトを追加しま

す。
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1. [Configuration (構成 )] > [Tanium Server] > [Bandwidth Throttling (帯域幅のスロッ

トリング)]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. 変更を保存します。Tanium Consoleは、サイトに追加された各サブネットを表示しま

す。

サイト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. [Configuration (構成 )] > [Tanium Server] > [Bandwidth Throttling (帯域幅のスロッ

トリング)]に移動し、追加する各サイトの<site_name>サブセクションがある[Site
Throttles (サイトスロットル)]セクションまで下にスクロールします。

2. スロットリングする各データタイプに対する<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単位で入力して(デフォルト値は制限しないことを指定す

る0)変更を保存します。

スロットルの遅延を検証する

帯域幅スロットルを構成した後に、[Configuration (構成 )] > [Tanium Server] > [Bandwidth
Throttling (帯域幅のスロットリング)]ページには、Tanium Serverがエンドポイントに送信する

データにスロットルを実行するために適用する現在の遅延 ([Queue delay (キューの遅延 )]値 )
が表示されます。たとえば、[Global Throttle for All Data (すべてのデータのためのグローバル

スロットル)]の帯域幅制限を1 Mbpsに設定し、Tanium Serverが1メガビットのデータの送信を

開始すると、[Global Throttle for All Data (すべてのデータのためのグローバルスロットル)]セク

ションには、1,000ミリ秒 (ms)の[Queue delay (キューの遅延 )]が表示されます。ダウンロードが

完了すると、Tanium Serverがさらにデータを送信するまで、[Queue delay (キューの遅延 )]は
0msに下がります。[Queue delay (キューの遅延 )]は、以下のアイコンを使用して遅延の重要
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度レベルを示します。重要度レベルは、遅延によって、Tanium Serverがエンドポイントが

Questionに応答してアクションを実行するために必要な時間内にすべてのセンサーとパッケー

ジを送信できなくなる可能性を示します。

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。

サイト内の特定のサブネットに関連付けられている遅延を確認するには、対応する<site_
name>サブセクションのサブネットの上にカーソルを合わせます。

図82：帯域幅スロットルに関連付けられているキュー遅延

情報ページを表示する

テクニカルアカウントマネージャ(TAM)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. https://<fqdn>/infoに移動します｡

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ーの資格情

報を指定します。
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変更記録

日付 改訂概要

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。

2019年4月18日 PLATDOCS-124用に更新：Tanium Core Platformデプロイガイド(Windows)につ

ながっていたリンクを、新しいTanium Core 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 Tanium Core 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。
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日付 改訂概要

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、新しい質問で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ーのみに[Deploy Action (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 7.2.314.3019 GAリリース用に細かい更新。ユーザー設定ページの間違ったスク

リーンショットを修正。

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 7.2.314.2962 GA。

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に関連する、新しく変更されたRBAC機能の文書を更新。

7.1のみ。

LDAP Sync設定のガイダンスを改善。7.1のみ。

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 ユーザー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。
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日付 改訂概要

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のアップグレードに関する個別のセクションを追加。7.1のみ。

2017年6月30日 LDAP Syncトピックの明確化。7.1のみ。

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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