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パート1：Tanium ConsoleとInteractの概要

Tanium Console

Tanium™ Consoleは、Tanium™ Core Platformを管理し、Tanium™ Interactを含む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インターフェイスです。Tanium
Consoleは、Tanium Serverにインストールされているウェブアプリケーションです。別のライセンス

は不要です。Tanium Consoleを使用して、以下をはじめとする主なタスクを実行できます｡

l Taniumソリューションとコンテンツパックをインポートおよび使用する

l センサー、パッケージ、保存済みQuestion、フィルタグループを含むコンテンツを管理する

l アクションを管理する

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

l Tanium Console、Tanium™ Server、Tanium™ Zone Server、Tanium™ Clientの動作に

影響を与えるグローバル設定を構成する

Tanium Interact

Tanium Interactを使用して、マネージドエンドポイントにQuestionを発行し、応答を分析し、

応答に基づいたエンドポイントへのアクションを展開します。InteractはTanium Core Platformの

一部としてライセンスされていますが、Taniumモジュールであるため、Tanium Consoleや
Tanium Serverとは別に更新できます。

追加的なTanium展開情報

Tanium Core Platformサーバのインストールについては、プラットフォームに一致するガイドを参

照してください。

l Windows用Tanium Core Platform展開ガイド

l Tanium Appliance展開ガイド

l Tanium Core Platform展開参照ガイド (すべてのプラットフォームに関する参照情報 )

Tanium Clientに関する情報については以下のガイドを参照してください。

l Tanium Client管理ユーザガイド：Tanium Clientをエンドポイントへ展開する方法につい

て説明しています。

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/index.html
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/index.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/index.html
https://docs.tanium.com/client_management/client_management/index.html
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l Tanium Clientユーザガイド：Tanium Clientの概要および、クライアントツークライアントの

ピアリングの設定、OSイメージングにおけるクライアントの準備、Tanium Serverへの接

続、クライアントのアップデート、クライアントの問題のトラブルシューティング、クライアント

CLIの使用における手順について説明しています。

特定のTanium製品のインストールおよび使用については製品固有のユーザガイド

(https://docs.tanium.com)を参照してください。

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/client/client/overview.html
https://docs.tanium.com/
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パート2：Tanium ConsoleとInteractの基本
操作

Tanium Consoleのログインおよびログアウト

Tanium Serverに接続できるコンピュータ上のサポートされたウェブブラウザを介してTanium
Consoleにアクセスします。ブラウザについて詳しくは30ページのウェブブラウザの要件を参照し

てください。

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名とパスワード

を入力しなければなりません。このアカウントの資格情報はTanium Serverがインストールされ

る時に設定されます。このアカウントには管理者予約済みロールがあるため、追加ユーザを

作成できます。

初めてログインするとTanium Consoleのホームページが表示されます。このページは、Tanium
モジュールとTanium Console管理ページを表示するサイトマップとして機能します。このページ

は、ロールのアクセス権限 (265ページのRBACの概要を参照 )および、どのモジュールがインス

トールされているか(65ページのTaniumモジュールを管理する)に基づいてアクセス可能です。

Tanium Consoleにログインする手順は、ユーザアカウントの認証に向けてどのようにTanium
Serverが設定されているかによって決まります。

ローカルまたはLDAP/AD認証を使用してログインする

Tanium Server上でローカルに作成するユーザアカウントの場合 (329ページのユーザを作成す

るを参照 )、または、LDAPまたはActive Directory(AD)サーバからインポートするユーザアカウント

の場合 (352ページのLDAPサーバとの統合を参照 )、Tanium Consoleにログインする手順は以

下のとおりです。

1. ウェブブラウザを開いてTanium Server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。

ユーザにSAMLが設定されていない場合、ログインページにはローカルまたはLDAP認証

の[Username (ユーザ名 )]および[Password (パスワード )]フィールドのみが表示されま

す。



© 2020 Tanium Inc. All Rights Reserved 24ページ

Tanium ServerがSAML IdPを介して一部のユーザを認証するように設定されている場

合、ログインページには[Login with SSO (SSOでログイン)]ボタンとその下に[Login with
password (パスワードでログイン)]リンクが表示されます。

2. (SAMLが有効化されていない場合はスキップ)[Login with password (パスワードでログ

イン)]をクリックします。



© 2020 Tanium Inc. All Rights Reserved 25ページ

[Username (ユーザ名 )]および[Password (パスワード )]フィールドが表示されます。

3. [Username (ユーザ名 )]と[Password (パスワード )]を入力し、[Log in (ログイン)]をクリッ

クします。

デフォルトでは、Tanium Serverはログイン時にデフォルトペルソナのアクセス権限を適用

します。

4. (オプション)アカウントに複数のペルソナがあり、別のペルソナに切り替えたい場合、ペー

ジの右上にある<username>[Default Persona (デフォルトペルソナ)]をクリックし、ペルソ

ナを選択し、OKをクリックします。

SAML SSO認証を使用してログインする

Tanium ServerがSAMLサービスプロバイダー(SP)として機能するように設定されている場合、

Tanium ConsoleはSAMLアイデンティティプロバイダ(IdP)を介してシングルサインオン(SSO)アクセ

スを提供します。IdPにログインすると、IdPセッションタイムアウトまで再認証することなく、新し

いTanium Consoleセッションを繰り返し開始できます。Tanium Server 7.2以降のみがSAMLを
サポートしています。SAMLの使用について詳しくは368ページのSAML IdPとの統合を参照して

ください。

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

ログイン手順は、Tanium ServerがIdPで開始される、またはSPで開始されるSSO向けに設定

されているか否かによって決まります。
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IDP主導SSO

1. IdP SSOポータルに移動します。

IdPおよびIdPセッションに以前にログインした場合、認証の必要はありません。IdPまたは

IdPセッションにログインしていない場合、IdPによって認証するようプロンプトが表示され

ます。

2. 必要に応じて、ユーザ名とパスワードを使用してIdPにログインします。

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

3. Tanium Consoleタイルをクリックします。

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

デフォルトでは、Tanium Serverはデフォルトペルソナのアクセス権限を適用します。

4. (オプション)アカウントに複数のペルソナがあり、別のペルソナに切り替えたい場合、ペー

ジの右上にある<username>[Default Persona (デフォルトペルソナ)]をクリックし、ペルソ

ナを選択し、OKをクリックします。

SP主導SSO

1. ウェブブラウザを開いてTanium Server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。
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ログインページが表示されます。

2. [Login with SSO (SSOでログイン)]をクリックします。

IdPに以前にログインしており、IdPセッションがアクティブである場合、認証する必要はあ

りません。 IdPによってTanium Serverにリダイレクトされ、Tanium Consoleがブラウザで開

きます。IdPにログインしたことがない、あるいはIdPセッションがタイムアウトした場合、

Tanium Serverはユーザを認証に向けてリダイレクトします。

3. 必要に応じて、ユーザ名とパスワードを使用してIdPにログインします。

IdPはその後ユーザをTanium Serverへリダイレクトし、Tanium Consoleがブラウザで開き

ます。

デフォルトでは、Tanium Serverはデフォルトペルソナのアクセス権限を適用します。

4. (オプション)アカウントに複数のペルソナがあり、別のペルソナに切り替えたい場合、ペー

ジの右上にある[Logged In: (ログイン：)]<username>をクリックし、ペルソナを選択し、

OKをクリックします。

Tanium Consoleをログアウトする

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、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、Tanium Consoleの右上の<username> <persona>
の近くにあるドロップダウンメニューを開き、ログアウトを選択します。

注意：Tanium ServerがSAML IdPと統合するように設定されている場合、Tanium
Consoleからログアウトした後でもIdP セッションがアクティブになります。つまり、IdPセッショ

ンがタイムアウトするまで、再認証せずにTanium Consoleに再度アクセスできます。



© 2020 Tanium Inc. All Rights Reserved 28ページ

Tanium ConsoleおよびInteractをセットアップする

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

います。初めてTanium Consoleを開いた時、Tanium Serverのインストールディレクトリに

Taniumライセンスがある場合、サーバはInteractを自動的にインストールします。そうでない場

合、[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]ページからInteractをインストールできます。

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

1. Tanium ConsoleとInteractのシステム、ネットワーク、セキュリティ、ユーザロールの要件を

確認します。詳しくは30ページのパート3：Tanium ConsoleおよびInteractの要件を参照

してください。

2. 使用するTaniumモジュール(必要な場合、Interactを含む)とコンテンツパックをインポート

します。65ページのパート4：Taniumソリューションの管理を参照してください。

3. (オプション)Tanium ConsoleとInteractをカスタマイズします。たとえば、Tanium Consoleの
色とロゴのカスタマイズ、ユーザ設定の設定、Interactのホームページのセクションの表

示、非表示、並べ替えが可能です。詳しくは80ページのパート5：Tanium Consoleと
Interactのカスタマイズを参照してください。

4. (オプション)Tanium Clientサブネット、プロキシサーバの設定、ホワイトリストURL、帯域幅

スロットルなど、Tanium Core Platformの設定を構成します。詳しくは89ページの

Tanium Core Platformの設定を参照してください。

5. (オプション)Taniumモジュールおよびコンテンツパックを介してインポートする定義済みコン

テンツを補完するため、カスタムコンテンツ(センサ、パッケージ、保存済みQuestionなど)
を作成します。詳しくは193ページのコンテンツの概要を参照してください。

6. どのようなユーザがTanium Core Platformを表示させ、実行できるのかを決定するため

のRBACを設定します。これには、ユーザ、ユーザグループ、ユーザロール、ペルソナ、コン

ピュータグループ、コンテンツセットの権限の設定が必要です。詳細については、265ペー

ジのRBACの概要を参照してください。

Tanium Interactを使用する

Tanium ConsoleとInteractの初回セットアップ後に実行する一般的なタスクを以下に示しま

す。

1. ネットワーク内のエンドポイントに関する情報を取得するためのQuestionを発行します。

124ページのパート6：Questionを実行するを参照してください。

2. Questionの結果を分析および管理します。たとえば、追加のQuestionを含むQuestion
の結果にドリルダウンし、Question結果グリッドをフィルタリングして、そのコンテンツをエク
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スポートできます。詳細については、144ページのパート7：Questionの結果を管理するを

参照してください。

3. アクションを管理します。たとえば、アドホックアクションの展開、Questionの結果に基づく

繰り返しのアクションのスケジュール設定、Action Approvalワークフローの設定が可能で

す。詳しくは165ページのTaniumのアクションの概要を参照してください。

4. 保存済みQuestionの管理 たとえば、保存済みQuestionを作成し、ダッシュボードに割

り当て、ダッシュボードをカテゴリに割り当て、RBAC要件に基づいてコンテンツセットに保

存済みQuestionを割り当てることができます。詳細については、213ページの保存済み

Questionの管理を参照してください。
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パート3：Tanium ConsoleおよびInteractの要
件

ウェブブラウザの要件

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

す。

l Google Chrome (最新バージョン)

l 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1280ピクセル以上、高さ720ピクセル以上のディスプレイ解像度に適す

るように設計されています。このサイズより小さいブラウザのウィンドウでは、Tanium Consoleが
仕様どおりに表示されないことがあります。

現在の設定がTanium Consoleディスプレイに干渉している場合、次のInternet Explorerの設

定を更新します。
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l Tanium Serverをブラウザの[Trusted Sites (信頼済みサイト )]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ブラウザが設定されていないことを確

認します。

Taniumの依存関係

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

コンポーネント 要件

Tanium Server Interact 2.0以降には、Tanium Server 7.2以降が必要です。Interactと
Tanium Console UIバージョンは両方とも、Tanium Serverから独立して更

新できます。詳しくは65ページのパート4：Taniumソリューションの管理を

参照してください。
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コンポーネント 要件

Taniumコンテンツ Interactモジュールには、コンテンツは含まれていません。ただし、Interact
機能は、Taniumコンテンツパックおよびその他のTaniumモジュールをインス

トールする時に、インポートするセンサー、保存済みQuestion、ダッシュ

ボード、カテゴリによって決まります。

ライセンス Tanium Core Platformのライセンス権限には、Tanium ConsoleとInteract
が含まれます。詳しくは106ページのTaniumライセンスの管理を参照して

ください。

Tanium Serverコンピュータリソースおよびネットワーク要件

Interactは他のモジュールとは異なり、Tanium Module Serverではなく、Tanium Serverにインス

トールされます。また、Tanium ConsoleはTanium Serverにもインストールされます。Tanium
Serverのリソース仕様には、Tanium ConsoleおよびInteractのホストコンピュータリソースおよび

ネットワークの要件が含まれます。詳しくは、展開に関するガイドを参照してください。

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

l Tanium Applianceデプロイガイド：要件

エンドポイント

サポートされているオペレーティングシステム

Interactは、Tanium Clientがサポートするエンドポイント用の同じオペレーティングシステム(OS)
をサポートしています。

l Windows

l MacOS 

l Linux

l AIX

l Solaris

特定のOSバージョンのサポートについての詳細は、Tanium Clientユーザガイド：ホストシステム

要件を参照してください。

必要なディスク容量

マネージドエンドポイントには、データファイル用のディスク容量100MB以上、および別の100MB
のキャッシュスペースが必要です。キャッシュスペースには、Tanium Client共有キャッシュ、セン

サーやログなどのオブジェクトが含まれます。

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/requirements.html
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/requirements.html
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Client_host_system_requirements
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Client_host_system_requirements
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プロセッサ要件

マネージドエンドポイントでは、Interactは少なくとも10MBのRAMを必要とし、アイドル状態の

CPU使用率の0.5％未満を占めます。

ホストとネットワークセキュリティの要件

Tanium Core Platformのホストおよびネットワークセキュリティの要件はTanium Consoleと
Interactに適用されます。詳細については、Tanium Core Platformデプロイリファレンスガイド：

ホストシステムのセキュリティ例外を参照してください。

ユーザロールの要件

Tanium ConsoleまたはInteractを使用してタスクを実行する前に、次の表に示すとおり、ユー

ザアカウントが必要なロールとアクセス権限を保有していることを確認します。ロールを設定し

て割り当てるには286ページのロールの管理を参照してください。

l 34ページのTanium Core Platform設定のアクセス権限

l 37ページのTanium Interactのアクセス権限

l 49ページのアクション管理のアクセス権限

l 54ページのコンテンツ管理のアクセス権限

l 59ページのRBAC管理のアクセス権限

l 63ページのトラブルシューティングのアクセス権限

Tanium Core Platform設定のアクセス権限

以下の表は、Taniumモジュールのインポートまたはアップグレード、Tanium Consoleのカスタマ

イズ、Tanium Core Platformの設定の構成に必要なロールとアクセス権限をまとめたもので

す。リストされたアクセス権限は、特に記載されていない限り、高度なロールのアクセス権限で

す。

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/security_exceptions.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/security_exceptions.html
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タスク Tanium
Consoleページ

ロールとアクセス許可

Taniumモジュールおよびコン

テンツパックのインポート、エク

スポート、アップグレード、アン

インストール

コンテンツのエクスポートとイ

ンポート

Tanium Consoleをアップグ

レードする

Taniumソリュー

ション

管理者予約済みロールではこれらすべてのタスク

を実行できます。

[Import Signed Content (署名済みコンテンツの

インポート )](マイクロ管理)アクセス権限によってデ

ジタル署名済みコンテンツファイルをインポートで

きます。

Tanium Consoleの色、ロゴ、

ヘッダーテキスト、ヘルプ

URL、確認プロンプトをカスタ

マイズする

[Configuration
(設定)] >
[Miscellaneous
(その他)]

管理者予約済みロールのみ

ホワイトリストURLを管理する [Administrationi
(管理)] >
[Whitelisted
URLs (ホワイトリス

トURL)]

[Write Whitelisted URLs (ホワイトリストURLの書き

込み)](マイクロ管理者)アクセス権限は、ホワイトリ

ストURLの設定を作成、修正、削除する上で必要

です。

[Read Whitelisted URLs (ホワイトリストURLの読み

取り)](マイクロ管理者)アクセス権限は、ホワイト

リストURLの設定をエクスポートする上で必要で

す。

管理者予約済みロールにはこれらのアクセス権

限があります。管理者およびContent
Administrator予約済みロールはホワイトリスト

URLの設定もインポートできます。

プロキシサーバの設定を管理

する

[Configuration
(設定)] >
[Common (共
通)] > [Proxy
Settings (プロキ

シ設定)]

管理者予約済みロールのみ

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

ロールとアクセス許可

Tanium Clientのサブネットを

設定する

[Configuration
(設定)] >
[Tanium Server]
> [Subnets (サブ

ネット)]

管理者予約済みロールのみ

帯域幅のスロットリングを管

理する

[Configuration
(設定)] >
[Tanium Server]
> [Bandwidth
Throttling (帯域

幅のスロットリン

グ)]

管理者予約済みロールのみ

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

管理者予約済みロールのみ

Taniumのキーを管理する [Configuration
(設定)] >
[Tanium Server]
> [Tanium Public
Key (Tanium公

開鍵)]

[Configuration
(設定)] >
[Tanium Server]
> [Root Key
Management
(ルート鍵の管

理)]

管理者予約済みロールのみ
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タスク Tanium
Consoleページ

ロールとアクセス許可

Tanium Core Platformサーバ

間の信頼の承認と取り消しを

管理する

[Configuration
(設定)] >
[Tanium Server]
> [Active-Active
Server (アクティブ

-アクティブサーバ

の信頼)]

[Configuration
(設定)] >
[Tanium Server]
> [Zone Server
Hub Trusts
(Zone Server
Hubの信頼)]

管理者予約済みロールのみ

サーバのログレベルを設定す

る

[Configuration
(設定)] >
[Common (共
通)] > [Log Level
(ログレベル)]

管理者予約済みロールのみ

グローバル設定の指定 [Administration
(管理)] > [Global
Settings (グロー

バル設定)]

[Write Global Settings (グローバル設定の書き込

み)](マイクロ管理者)のアクセス権限は、グローバル

設定の構成を作成、修正、削除する上で必要で

す。

管理者予約済みロールにはこのアクセス権限が

あります。

Tanium Interactのアクセス権限

Interactモジュールには、以下の定義済みモジュールロールおよび関連するモジュールアクセス

許可があります。
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アクセス許可 Interact
Power
User
role (パ
ワーユー

ザロー

ル)

Interact
Basic
User
role
(ベー

シック

ユーザ

ロール)

Interact
Read-
Only
User
role
(読み

取り専

用ユー

ザロー

ル)

Interact
Show
role
(表示

ロール)

Show Interact (Interactを表示)

Interactワークベンチを表示します。

Interact Module Read (Interactモジュールの読み

取り)

Interactのコンテンツを表示します。

このモジュール権限により、次のような高度なアク

セス権限が与えられます。読み取りフィルタグ

ループ、センサーの読み取り、保存済みQuestion
の読み取り、ダッシュボードの読み取り、ダッシュ

ボードグループの読み取り。

表2：Interactのユーザロールとアクセス権限
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アクセス許可 Interact
Power
User
role (パ
ワーユー

ザロー

ル)

Interact
Basic
User
role
(ベー

シック

ユーザ

ロール)

Interact
Read-
Only
User
role
(読み

取り専

用ユー

ザロー

ル)

Interact
Show
role
(表示

ロール)

Interact Module Write (Interactモジュールの書き

込み)

Interactコンテンツを追加、編集、または削除し

ます。

このモジュールアクセス許可は、Interactモジュー

ルの読み取りアクセス許可を提供します。

これらの高度なアクセス権限も提供します。読み

取りフィルタグループ、センサーの読み取り、保存

済みQuestionの読み取り、ダッシュボードの読み

取り、ダッシュボードグループの読み取り、保存済

みQuestionの書き込み、ダッシュボードの書き込

み、ダッシュボードグループの書き込み。
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アクセス許可 Interact
Power
User
role (パ
ワーユー

ザロー

ル)

Interact
Basic
User
role
(ベー

シック

ユーザ

ロール)

Interact
Read-
Only
User
role
(読み

取り専

用ユー

ザロー

ル)

Interact
Show
role
(表示

ロール)

Interact Execute Action (Interactアクションの実

行)

Interactモジュールでアクションをデプロイします。

このモジュールアクセス許可により、Interactモ
ジュール読み込み、およびInteractモジュール書き

込みのアクセス許可が提供されます。

これらの高度なアクセス権限も提供します。読み

取りフィルタグループ、センサーの読み取り、保存

済みQuestionの読み取り、ダッシュボードの読み

取り、ダッシュボードグループの読み取り、パッケー

ジの読み取り、アクションの読み取り、保存済み

Questionの書き込み、ダッシュボードの書き込

み、ダッシュボードグループの書き込み、アクション

の書き込み。

以下の表は、表2のInteractモジュールアクセス権限の高度なアクセス権限および関連コンテ

ンツセット (脚注を参照 )をリストしています。
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アクセス許可 Interact
Power
User
role (パ
ワーユー

ザロー

ル)

Interact
Basic
User
role
(ベー

シック

ユーザ

ロール)

Interact
Read-
Only
User
role
(読み

取り専

用ユー

ザロー

ル)

Interact
Show
role
(表示

ロール)

Read Sensor (センサーの読み取り)¹

Interactの[Question Bar (Questionバー)]、
[Question Builder (Questionビルダ)]、および

Tanium Console全体の同様なユーザインター

フェイスのセンサーを表示し、使用します。

Read Saved Question (保存済みQuestionの読み

取り)¹

Interactワークベンチの保存されたQuestionを表

示します。

Read Dashboard (ダッシュボードの読み取り)¹

Interactワークベンチでダッシュボードを表示しま

す。

Read Dashboard Group (ダッシュボードグループの

読み取り)¹

Interactワークベンチのカテゴリを表示します。

表3：提供されたInteractの高度なロールアクセス権限
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アクセス許可 Interact
Power
User
role (パ
ワーユー

ザロー

ル)

Interact
Basic
User
role
(ベー

シック

ユーザ

ロール)

Interact
Read-
Only
User
role
(読み

取り専

用ユー

ザロー

ル)

Interact
Show
role
(表示

ロール)

Read Filter Group (読み取りフィルタグループ)²

Interactワークベンチ内のQuestionおよび

Questionの結果において、コンピュータフィルタグ

ループを表示および使用します。

Ask Dynamic Questions (ダイナミックQuestionの実

行)

Interactの[Question Bar (Questionバー)]と
[Question Builder (Questionビルダ)]を介して

Questionを発行します。これはグローバルで高度

なアクセス許可です。すべてのコンテンツセットに

適用されます。

Write Saved Question (保存済みQuestionの書き

込み)³

保存されたQuestionを作成、編集、または削除

し、ユーザがアクセス許可を持っているコンテンツ

セットに割り当てます。
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アクセス許可 Interact
Power
User
role (パ
ワーユー

ザロー

ル)

Interact
Basic
User
role
(ベー

シック

ユーザ

ロール)

Interact
Read-
Only
User
role
(読み

取り専

用ユー

ザロー

ル)

Interact
Show
role
(表示

ロール)

Write Dashboard (ダッシュボードの書き込み)³

ダッシュボード構成を作成、変更、削除します。

保存されたQuestionの読み取りコンテンツセット

のアクセス許可により、ダッシュボードで利用でき

る保存されたQuestionが決まります。

Write Dashboard Group (ダッシュボードグループの

書き込み)³

カテゴリ構成を作成、変更、削除します。ダッ

シュボードの読み取りコンテンツセットのアクセス

許可により、カテゴリで利用できるダッシュボード

が決まります。

Read Package (パッケージの読み取り)¹

[Deploy Action (アクションのデプロイ)]ページでア

クションのパッケージを選択します。
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アクセス許可 Interact
Power
User
role (パ
ワーユー

ザロー

ル)

Interact
Basic
User
role
(ベー

シック

ユーザ

ロール)

Interact
Read-
Only
User
role
(読み

取り専

用ユー

ザロー

ル)

Interact
Show
role
(表示

ロール)

Read Action (アクションの読み取り)¹

[Deploy Action (アクションのデプロイ)]ページを

表示します。グリッド内の行の可視性は、関連

パッケージのコンテンツセットに対するアクション読

み取りアクセス権限によって異なります。
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アクセス許可 Interact
Power
User
role (パ
ワーユー

ザロー

ル)

Interact
Basic
User
role
(ベー

シック

ユーザ

ロール)

Interact
Read-
Only
User
role
(読み

取り専

用ユー

ザロー

ル)

Interact
Show
role
(表示

ロール)

Write Action (アクションの書き込み)¹

ダイナミックQuestionと保存済みQuestionの
[Question Results (Questionの結果)]グリッドに

[Deploy Action (アクションのデプロイ)]ボタンを表

示して使用します。

[Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (予
定済みアクション)]ページを表示します。ユーザ

は、自身が発行したアクションの行を閲覧できま

す。基になるパッケージのコンテンツセットに対す

るアクション読み取りアクセス許可を保有する

ユーザは、他のユーザが発行したアクションの行

を表示できます。

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｡

¹ これらのアクセス権限は、次のコンテンツセットに適用されます。AD、ADクエリ、ベース、クライアント管

理、デフォルト、ファイルシステム、ハードウェア、Interact、MSSQL、ネットワーク、OS、Python、レジストリ、

予約、セキュリティ、ソフトウェア、タグ付け。

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

³ これらのアクセス権限はInteractのコンテンツセットに適用されます。

次の表は、Tanium Interactのモジュールで特定のタスクを実行するために必要なアクセス許

可をまとめたものです。モジュールワークベンチには、Interactのホームページ、およびInteractコ
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ンテンツページが含まれます。管理者予約ロールには、記載されたすべてのアクセス許可があ

ります。表は、その他の予約ロールが機能に対しアクセス許可があるかどうかについても示しま

す。

タスク ロールとアクセス許可

Interactのインストー

ルまたはアンインス

トール

管理者予約済みロールのみ

Interactのすべてのタ

スク

Interactの表示(モジュール)アクセス許可はすべてのInteract機能に必要で

す。そのためすべてのInteractユーザに対して、必ずそのアクセス許可を持つ

ロールを割り当てます。

Interactコンテンツを

表示する

Interactモジュール読み込み(モジュール)アクセス許可は、Interactコンテンツ

セットでコンテンツを表示するために必要です。

Interactコンテンツの

管理

Interactモジュール書き込み(モジュール)アクセス許可はInteractコンテンツ

セットのコンテンツを追加、編集、または削除するために必要です。

Interactでのアクショ

ンのデプロイ

Interact実行アクション(モジュール)のアクセス許可により、ユーザはInteract
モジュールにアクションをデプロイできます。読み込みパッケージ、読み込み

アクション、書き込みアクションの、高度なアクセス許可を意味します。

[Question Bar
(Questionバー)]と
[Question Builder
(Questionビルダ)]を
介しQuestionを発行

ダイナミックQuestion実行のアクセス許可が[Question Bar (Question
バー)]と[Question Builder (Questionビルダ)]を介したQuestion発行に必

要です。アクセス許可は、任意の高度なロールに割り当てることができま

す。

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り、Questionに使

用可能なセンサーが決まります。読み取りフィルタグループのコンテンツ

セットのアクセス権限は、QuestionおよびQuestionの結果を表示および

選択するために使用できるコンピュータフィルタグループを決定します。

Tanium™ Assetモジュールは、Assetレポートの読み取り権限を持つユー

ザが[Question Results (Questionの結果)]グリッドに表示するエンドポイ

ント情報を保存します。

管理者またはコンテンツ管理者予約ロールにはこれらのすべてのアクセ

ス許可があります。

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

Questionを保存する 保存されたQuestionの書き込みアクセス許可が、アクセス許可のあるコン

テンツセットに保存されたQuestionを割り当てるために必要です。保存され

たQuestionの書き込みも、保存されたQuestionを作成、編集、または削除

するために必要です。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。読み取りフィルタグループのコンテ

ンツセットのアクセス権限は、利用可能なフィルタグループを決定します。

ユーザが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。ユーザが関連アクション

を後で変更または削除したい場合、これら3つのアクセス権限に加え

て、そのQuestionの所有者アクセス権限が必要です。

管理者またはコンテンツ管理者予約ロールにはこれらのすべてのアクセ

ス許可があります。

Interactで保存された

Questionを使用する

保存されたQuestionコンテンツセットの読み取りアクセス許可により、

Interactのホームページ、Interactコンテンツページ、[Question Results
(Questionの結果)]グリッドのドリルダウンなどTanium Consoleに表示できる

保存されたQuestionが決まります。

センサー読み取りアクセス権は、発行する保存済みQuestionで指定さ

れたセンサーに必要です。保存済みQuestionで指定されたフィルタグ

ループには、読み取りフィルタグループのコンテンツセットのアクセス権限が

必要です。

ダイナミックQuestion実行のアクセス許可は、[Saved Question Results
(保存済みQuestionの結果)]グリッドのドリルダウン機能を使用するため

に必要です。

Interactのカテゴリを

使用する

ダッシュボードグループコンテンツセットの読み込みアクセス許可により、

InteractのホームページやInteractコンテンツページなど、Tanium Console
で表示できるカテゴリが決まります。

ダッシュボードグループの書き込みアクセス許可は、カテゴリ構成を作

成、変更、または削除するために必要です。ダッシュボードの読み取り

コンテンツセットのアクセス許可により、カテゴリで利用できるダッシュボー

ドが決まります。

管理者およびContent Administratorが予約済みロールは、カテゴリをエ

クスポートおよびインポートできます。
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タスク ロールとアクセス許可

Interactのダッシュ

ボードを使用する

ダッシュボードコンテンツセットの読み取りアクセス許可により、Interactの
ホームページやInteractコンテンツページなど、Tanium Consoleで表示で

きるダッシュボードが決まります。

ダッシュボードの書き込みアクセス許可は、ダッシュボード構成を作成、

変更、または削除するために必要です。保存されたQuestionの読み取

りコンテンツセットのアクセス許可により、ダッシュボードで利用できる保

存されたQuestionが決まります。

管理者およびContent Administratorが予約済みロールは、ダッシュボー

ドをエクスポートおよびインポートできます。

注：デフォルトで、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。これは管理者またはコンテンツ管理者予約ロールを

持つユーザにのみ表示されます。したがって、これらのロールの1つを持つ

ユーザ、またはダッシュボードを作成したユーザのみに新しいダッシュボー

ドが表示されます。ダッシュボードをユーザに表示するには、別のカテゴリ

に移動する必要があります。

アクションをデプロイす

る

[Question Results (Questionの結果)]グリッドで[Deploy Action (アクショ

ンのデプロイ)]ボタンを表示するには、アクションの書き込みのアクセス許可

が必要です。

選択してアクションに使用可能なパッケージは、パッケージコンテンツセッ

トの読み取りアクセス許可で決まります。

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が、アクションをデプロイするワークフローを完了す

るために必要です。ワークフロー中、これらのアクセス許可は、Tanium
Serverがアクションステータスを追跡およびレポートするために使用する

特別な保存されたQuestionを許可します。
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タスク ロールとアクセス許可

Interactのホームペー

ジとInteractコンテン

ツページを使用

ユーザは、Interactのホームページの[Welcome (ようこそ)]、および[Best
Practices (ベストプラクティス)]セクションを表示するにはダイナミック

Question実行アクセス許可が必要です。

Interactのホームページ、およびInteractコンテンツページの次のセクショ

ンを表示するには、ユーザは指定のアクセス許可が必要です。

l Interact Content (Interactのコンテンツ)：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がサマリ数を制御します。

l Favorite Categories (お気に入りのカテゴリ)：ダッシュボードグループ

の読み取りアクセス許可

l Favorite Dashboards (お気に入りのダッシュボード )：ダッシュボードの

読み取りアクセス許可

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

アクション管理のアクセス権限

次の表は、アクションの管理に必要なロールとアクセス権限をまとめたものです。ロールを設定

する場合、アクションに関連するパッケージを含むコンテンツセットを指定します。リストされたア

クセス権限は、特に記載されていない限り、高度なロールのアクセス権限です。
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アクションロックを含むアクショ

ンを展開する

Questionの結果

保存された

Questionの結果

[Question Results (Questionの結果)]グリッドで

[Deploy Action (アクションのデプロイ)]ボタンを表

示するには、アクションの書き込みのアクセス許可

が必要です。

アクションの選択において使用可能なパッケージ

は、[Read Package (パッケージの読み取り)]コンテ

ンツセットのアクセス権限によって決まります。

予約済みコンテンツセットに対する[Read Sensor
(センサー読み取り)]および[Read Saved Question
(保存済みQuestionの読み取り)]のアクセス権限

が必要です。Tanium Serverは特別な保存済み

Questionを使用してアクションステータスを追跡

し、展開アクションワークフローでアクションステー

タスを報告します。したがって、これらのアクセス

権限はワークフローを完了させる上で必要で

す。

管理者またはコンテンツ管理者予約ロールには

これらのすべてのアクセス許可があります。

表5：アクションを管理するためのユーザロールの要件
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スケジュール済みアクションを

管理する

[Actions (アクショ

ン)] > [Scheduled
Actions (スケ

ジュール済みアク

ション)]

[Scheduled Actions (スケジュール済みアクショ

ン)]ページを表示するには[Read Action (アクション

の読み取り)]アクセス権限が必要です。ページグ

リッド内の行の可視性は、基盤となるパッケージの

コンテンツセットにおける[Read Action (アクション読

み取り)]アクセス権限によって決まります。このアク

セス権限によって、ユーザはパッケージファイルを再

ダウンロードし、グリッドの行をクリップボードにコピー

できます。

書き込みアクションのアクセス権限：

l ユーザは、自身が発行したアクションの行を閲

覧できます。ユーザが基盤となるパッケージのコ

ンテンツセットに対する [Read Action (アクション

読み取り)]アクセス権限を持つ場合、そのユー

ザは他のユーザが発行したアクションの行を閲

覧できます。

l ユーザは、Questionおよび保存済みQuestionの
[Question Results (Questionの結果)]グリッド

にある[Deploy Action (アクションの展開)]ボタ

ンを表示、使用することができます。

l ユーザは、自分がアクションの書き込みアクセス

権限を持っている特定のスケジュール済みアク

ションをエクスポートできます。

l 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｡

[Write Action for Saved Question (保存済み

Questionへのアクションの書き込み)]アクセス権

限：

l ユーザは[Scheduled Actions (スケジュール済

みアクション)]ページを表示できますが、その

ユーザが展開したアクションの行のみが表示さ

れます。

l ユーザは[Question Results (Questionの結

果)]グリッドの[Deploy Action (アクションの展

開)]ボタンを表示、使用できますが、関連する

パッケージで設定された保存済みQuestionにつ

いてのみです。関連パッケージには、パッケージ

の読み取りアクセス許可は必要ありません｡ 保

存済みQuestionが関連パッケージを用いて設

定されていない場合、[Deploy Action (アクショ

ンの展開)]ボタンは表示されません。

ヒント：[Write Action (アクションの書き込み)]アク

セス権限の代わりに[Write Action for Saved
Question (保存済みQuestionへのアクションの書

き込み)]アクセス権限を使用して、Taniumで他

のユーザが作成した標準的な操作手順を実行

するアクションユーザによる使用を制限できます。

ユーザがアクションのステータスを展開、編集、確

認するには、[Reserved content set (予約済みコ

ンテンツセット )]において[Read Sensor (センサーの

読み取り)]および[Read Saved Question (保存済

みQuestionの読み取り)]のアクセス権限が必要

です。予約コンテンツセットには、プレビューおよび

ポーリングに関するQuestionに使用されるコンテ

ンツが含まれています。

管理者またはContent Administrator予約済み

ロールはこれらすべてのアクセス権限を保有して

おり、完全なスケジュール済みアクションの設定

をエクスポートまたはインポートできます。
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アクショングループを管理する [Actions (アクショ

ン)] > [Scheduled
Actions (スケ

ジュール済みアク

ション)]

[Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (ス
ケジュール済みアクション)]ページのアクショング

ループを表示するには[Read Action Group (アクショ

ングループの読み取り)](マイクロ管理者)のアクセス

権限が必要です。

アクショングループを作成、編集、削除するには

[Write Action Group (アクショングループの書き込

み)](マイクロ管理者)のアクセス権限が必要で

す。

管理者予約済みロールにはこれらのアクセス権

限があります。

アクション履歴を管理する [Actions (アクショ

ン)] > [Action
History (アクショ

ン履歴)]

[Action History (アクション履歴)]ページを表示す

るには[Read Action (アクションの読み取り)]のアクセ

ス権限が必要です。ページグリッド内の行の可視

性は、基盤となるパッケージのコンテンツセットにお

ける[Read Action (アクション読み取り)]アクセス権

限によって決まります。

管理者およびContent Administrator予約済み

ロールはこのアクセス権限を保有しており、アク

ション履歴をエクスポートできます。
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アクションサマリ(ステータス)を
表示する

アクションサマリ 以下のアクセス権限はアクションサマリページを表

示して使用するために必要です。このページは、ス

ケジュール外のアクションを展開すると開きます。

[Action History (アクション履歴)]ページからもア

クセスできます。

l [Action History (アクション履歴)]グリッドに含

まれるアクションの[Action Summary (アクショ

ンサマリ)]ページを表示するには(コンテンツセット

に関係なく)[Read Saved Question (保存済み

Questionのy読み取り)]のアクセス権限が必要

です。

l [Action Summary (アクションサマリ)]ページの

ファイルを表示するには、基盤となるパッケージ

のコンテンツセットに対する[Read Package (パッ

ケージの読み取り)]のアクセス権限が必要で

す。

l [Action Summary (アクションサマリ)]ページの

[Show Client Status Details (クライアントス

テータス詳細を表示)]ボタンを表示、使用する

には、[予約済み (Reserved)]コンテンツセットの

[Read Sensor (センサーの読み取り)]および

[Read Saved Question (保存済みQuestionの読

み取り)]のアクセス権限が必要です。

l [Action Summary (アクションサマリ)]ページの

[Get action log for selected machines (選
択したマシンのアクションログを取得)]ボタンを

表示、使用するには[Client Management (クライ

アント管理)]コンテンツセットの[Read Sensor (セ
ンサーの読み取り)]のアクセス権限が必要で

す。

管理者およびContent Administrator予約済み

ロールはこれらのアクセス権限を保有していま

す。
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保留中のアクション、またはア

クションの承認をバイパスを確

認、承認する

[Actions (アクショ

ン)] > [All
Pending
Approval (すべて

の承認待ち)]

[Actions(アクショ

ン)] > [Actions I
Can Approve(承
認できるアクショ

ン)]

[Approve Action (アクションの承認)]のアクション権

限：

l [All Pending Approval (すべての承認待ち)]
ページを表示するには、ユーザにはこのアクセス

権限が必要です。

l 別のユーザが作成したアクションを承認する場

合、ユーザには基盤となるパッケージのコンテン

ツセットに対するこのアクセス権限が必要です。

ユーザは自分のアクションを承認できません。

基盤となるパッケージのコンテンツセットに対する

[Read Action (アクションの読み取り)]のアクセス権

限によって[All Pending Approval (すべての承

認待ち)]ページに表示される行が決まります。

ユーザが[All Pending Approval (すべての承認

待ち)]ページに自分のアクションを表示するには

[Read Own Action (自身のアクションの読み取り)]
のアクセス権限が必要です。

[Bypass Action Approval (アクションの承認をバイ

パス)]のアクション権限により、ユーザは自分のア

クションの承認をバイパスすることができます。こ

のアクセス権限は遡及的に適用されません。

管理者およびContent Administrator予約済み

ロールには、[Bypass Action Approval (アクション

の承認をバイパス)]を除き、これらすべてのアクセ

ス権限があります。

コンテンツ管理のアクセス権限

次の表は、センサー、パッケージ、保存済みQuestionの管理に必要なロールとアクセス権限を

まとめたものです。リストされたアクセス権限は、特に記載されていない限り、高度なロールの

アクセス権限です。
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センサーを管理する [Content (コンテ

ンツ)] > [Sensors
(センサー)] >
[Sensor
Management (セ
ンサー管理)]

[Content (コンテ

ンツ)] > [Sensors
(センサー)] >
[Quarantined
Sensors (隔離さ

れたセンサー)]

センサーの設定を作成、変更、削除するには

[Write Sensor (センサーの書き込み)]のアクセス権

限が必要です。ユーザは、[Write Sensor (センサー

の書き込み)]のアクセス権限のある特定のセンサー

をエクスポートできます。管理者およびContent
Administrator予約済みロールはこのアクセス権限

を保有しており、完全なセンサー設定をエクスポー

トまたはインポートできます。

隔離の施行を有効化または無効化するには

[Write Global Setting (グローバル設定の書き込

み)](グローバル管理者)のアクセス権限が必要で

す。管理者予約済みロールにはこのアクセス権

限があります。

コンピュータ管理グループ割り当てにより、どのエ

ンドポイントでユーザがセンサーの隔離または隔

離解除を手動で行えるかが決まります。

パッケージを管理する [Content (コンテ

ンツ)] >
[Packages (パッ

ケージ)]

パッケージの設定を作成、変更、削除するには

[Write Package (パッケージの書き込み)]のアクセス

権限が必要です。ユーザは、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。

管理者およびContent Administrator予約済み

ロールはこのアクセス権限を保有しており、パッ

ケージ設定全体をエクスポートまたはインポート

できます。

表6：コンテンツを管理するためのユーザロールの要件
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保存済みQuestionを管理す

る

[Content (コンテ

ンツ)] > [Saved
Questions (保存

済みQuestion)]

保存済みQuestionの設定を作成、変更、削除す

るには[Write Saved Question (保存済みQuestion
の書き込み)]のアクセス権限が必要です。ユーザ

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。

関連するアクションを新しい保存済みQuestion
の設定に追加するには、[Write Saved Question
(保存済みQuestionの書き込み)]に加え、[Write
Action (アクションの書き込み)]および[Write
Package (パッケージの書き込み)]のアクセス権限

が必要です。関連するアクションを後で変更また

は削除したい場合、これらの3つのアクセス権限

に加え、そのQuestionの所有者アクセス権限が

必要です。

[Read Sensor (センサーの読み取り)]コンテンツセッ

トのアクセス権限によって、ユーザがQuestionにつ

いてどのセンサーを選択できるかが決まります。

管理者およびContent Administrator予約済み

ロールはこれらのアクセス権限を保有しており、

保存済みQuestionの設定全体をエクスポートま

たはインポートできます。
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フィルタグループを管理する [Content (コンテ

ンツ)] >  [Filter
Groups (フィルタグ

ループ)]

[Content (コンテンツ)] >  [Filter Groups (フィルタ

グループ)]ページおよび特定のフィルタグループの

設定を表示するには、[Read Filter Group (フィルタ

グループの読み取り)]または[Read Computer
Group (コンピュータグループの読み取り)]のアクセス

権限が必要です。

フィルタグループの作成、クローン、編集、削除に

は[Write Filter Group (フィルタグループの書き込

み)]アクセス権限が必要です。フィルタグループを

作成またはクローンするには[Ask Dynamic
Question (Questionの実行)]のアクセス権限も必

要です。[Write Filter Group (フィルタグループの

書き込み)]アクセス権限は[Read Filter Group
(フィルタグループの読み取り)]アクセス権限を意

味します。

管理者およびContent Administrator予約済み

ロールはこれらのアクセス権限を保有していま

す。

注意：Tanium Core Platform 7.3以前の

[Ask Dynamic Question (Questionの実

行)]のアクセス権限を持つすべてのロール

は、バージョン7.4以降にアップグレードした

後、[Default Filter Groups (デフォルトフィ

ルタグループ)]のコンテンツセットに対する

[Read Filter Group (フィルタグループの読

み取り)]アクセス権限を持つことになりま

す。
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コンテンツファイルをインポート

する

すべての[Content
(コンテンツ)]およ

び[Permissions
(アクセス権限)]
ページ

[Solutions (ソ
リューション)]ペー

ジ

デジタル署名済みコンテンツファイルをインポートす

るには[Import Signed Content (署名済みコンテン

ツのインポート )](マイクロ管理)のアクセス権限が必

要です。それらを介してコンテンツをインポートする

ために [Content (コンテンツ)]ページにアクセスす

るには追加的なアクセス権限が必要である点に注

意してください。たとえば、センサーをインポートする

ために[Content (コンテンツ)] > [Sensors (セン

サー)]ページにアクセスするには[Read Sensor (セン

サーの読み取り)]のアクセス権限が必要です。

管理者およびContent Administrator予約済み

ロールは、[Import Signed Content (署名済みコ

ンテンツのインポート )]のアクセス権限を保有して

おり、また、すべての[Content (コンテンツ)]および

[Permissions (アクセス権限)]ページへアクセスす

るためのアクセス権限も保有しています。

Question履歴 [Administration
(管理)] > 
[Question
History
(Question履歴)]

[Question History (Question履歴)]ページを表

示するには[Read Question History (Question履歴

の読み取り)](マイクロ管理者)のアクセス権限が必

要です。ただし、マイクロ管理者のアクセス権限の

みを持つユーザは[Question History (Question
履歴)]ページからQuestionをロードできません。

管理者予約済みロールを持つユーザは、

[Question History (Question履歴)]ページを表

示し、ページからQuestionを読み込み、Question
履歴をエクスポートすることができます。

Questionおよびセンサーのラ

ンタイムインジケータのしきい

値を管理する

[Configuration
(設定)] >
[Sensor
Thresholds (セン

サーのしきい値)]

管理者予約済みロールのみ
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コンテンツセットを管理する [Permissions (ア
クセス権限)] >
[Content Sets (コ
ンテンツセット)]

[Permissions (ア
クセス権限)] > 
[Content
Alignment (コン
テンツの配置)]

管理者またはコンテンツセット管理者予約済みロー

ルのみ

RBAC管理のアクセス権限

以下の表は、RBAC設定の管理に必要なロールとアクセス権限をまとめたものです。

タスク Tanium
Consoleページ

ロールとアクセス許可

コンテンツセットを管理する [Permissions (ア
クセス権限)] >
[Content Sets (コ
ンテンツセット)]

[Permissions (ア
クセス権限)] > 
[Content
Alignment (コン
テンツの配置)]

管理者またはコンテンツセット管理者予約済みロー

ルのみ

ロールを管理する [Permissions (ア
クセス権限)] > 
[Roles (ロール)]

管理者またはコンテンツセット管理者予約済みロー

ルのみ

コンテンツセット管理者はユーザまたはユーザグ

ループに対する予約済みロールの割り当てを管

理できないことに注意してください。

表7：Tanium Consoleのユーザロールとアクセス権限
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コンピュータグループを管理す

る

[Administration
(管理)] >
[Computer
Groups (コン
ピュータグループ)]

[Content (コンテ

ンツ)] > [Filter
Groups (フィルタ

グループ)]

コンピュータ管理グループの設定を作成、変更、削

除するには[Write Computer Group (コンピュータグ

ループの書き込み)](マイクロ管理者)アクセス権限

が必要です。このアクセス権限により、フィルタグ

ループも表示できます。

メンバーシップがセンサーフィルタに基づくコン

ピュータグループを作成する場合、[Reserved (予
約済み)]コンテンツセットに対する[Read Sensor
(センサー読み取り)]アクセス権限も必要です。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。メンバーシップが手動で定義されているコン

ピュータグループの場合、このアクセス権限は必

要ありません。

フィルタグループの設定を作成、変更、削除する

には、コンテンツセットに対する[Write Filter
Group (フィルタグループの書き込み)]のアクセス権

限が必要です。フィルタグループを表示し、それら

を使用してQuestionとQuestionの結果をフィルタ

リングするには、コンテンツセットに対する[Read
Filter Group (フィルタグループの読み取り)]アクセ

ス権限が必要です。

管理者およびContent Administrator予約済み

ロールはこれらのアクセス権限を保有していま

す。
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タスク Tanium
Consoleページ

ロールとアクセス許可

ユーザを管理する [Administration
(管理)] > [Users
(ユーザ)]

新しいユーザ設定を作成し、プロパティを追加し、

設定に対する変更を保存するには[Write User
(ユーザの書き込み)]のアクセス権限が必要です。

ユーザ設定をエクスポートするには[Reader User
(リーダーユーザ)]のアクセス権限が必要です。

ユーザ設定ページからコンピュータ管理グループ

割り当てを変更するには[Write Computer Group
(コンピュータグループの書き込み)]アクセス権限が

必要です。メンバーシップがセンサーフィルタに基

づくコンピュータグループの割り当てを変更する場

合、[Reserved (予約済み)]コンテンツセットに対

する[Read Sensor (センサー読み取り)]のアクセス

権限も必要です。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。メンバーシップが手動で

定義されているコンピュータグループの場合、この

アクセス権限は必要ありません。

ユーザグループ割り当てを変更するには[Write
User Group (ユーザグループの書き込み)]のアクセ

ス権限が必要です。

ロール割り当てを変更するには管理者またはコ

ンテンツセット管理者予約済みロールが必要で

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。また

ユーザがユーザ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。

ペルソナの割り当てを変更するには管理者予約

済みロールが必要です。

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｡ コンテンツセット管理

者予約済みロールはユーザ設定もエクスポート

できます。

ユーザは、自分のペルソナ、コンピュータグルー

プ、ロール割り当てを変更できません。
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タスク Tanium
Consoleページ

ロールとアクセス許可

ユーザグループを管理する [Administration
(管理)] > [User
Groups (ユーザグ

ループ)]

新しいユーザグループ設定を作成し、プロパティを

追加し、設定に対する変更を保存するには[Write
User Group (ユーザグループの書き込み)]のアクセ

ス権限が必要です。

ユーザグループ設定をエクスポートするには

[Reader User Group (リーダーユーザグループ)]のア

クセス権限が必要です。

ユーザグループ設定ページからコンピュータ管理

グループ割り当てを変更するには[Write
Computer Group (コンピュータグループの書き込

み)]アクセス権限が必要です。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。

ユーザの割り当てを変更するには[Read User
(ユーザの読み取り)]のアクセス権限が必要です。

ロール割り当てを変更するには管理者またはコ

ンテンツセット管理者予約済みロールが必要で

す。ただし、コンテンツセット管理者が予約ロール

の割り当てを管理することはできません。

ペルソナの割り当てを変更するには管理者予約

済みロールが必要です。

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｡ コンテンツセット管理

者予約済みロールはユーザ設定もエクスポート

できます。

ペルソナを管理する [Permissions (ア
クセス権限)] >
[Personas (ペルソ

ナ)]

管理者予約ロールのみ
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タスク Tanium
Consoleページ

ロールとアクセス許可

LDAPサーバからユーザとユー

ザグループをインポートする

[Configuration
(設定)] >
[Authentication
(認証)] > [LDAP
Sync (LDAP同
期)]

管理者予約ロールのみ

SAML認証を設定する [Configuration
(設定)] >
[Authentication
(認証)] >[SAML]

管理者予約済みロールのみ

APIトークンを管理する [Configuration
(設定)] >
[Authentication
(認証)] >[API
Tokens (APIトーク

ン)]

[Configuration (設定)] >  [Authentication (認
証)] > [API Tokens (APIトークン)]ページを表示す

るには[View Token (トークンの表示)]のアクセス権

限が必要です。

新しいAPIトークンの要求をTanium Serverに送

信するには[Use Token (トークンの使用)]のアクセ

ス権限が必要です。

Tanium Serverにアクセスするために使用される

APIトークンを取り消すには[Revoke Token (トーク

ンの取り消し)]のアクセス権限が必要です。

トラブルシューティングのアクセス権限

次の表は、Tanium Consoleにおいてトラブルシューティングタスクを実行する上で必要なロール

とアクセス権限をまとめたものです。リストされたアクセス権限は、特に記載されていない限り、

高度なロールのアクセス権限です。
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タスク Tanium
Consoleページ

ロールとアクセス許可

Tanium Clientの登録と通信

を監視する

[Administration
(管理)] >
[System Status
(システムステータ

ス)]

[System Status (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[Read System
Status (システムステータスの読み取り)](マイクロ管

理者)のアクセス権限が必要です。

管理者予約済みロールにはこのアクセス権限が

あります。

サーバのログレベルを設定す

る

[Configuration
(設定)] >
[Common (共
通)] > [Log Level
(ログレベル)]

管理者予約済みロールのみ

プラグインとプラグインのスケ

ジュールを表示する

[Configuration
(設定)] >
[Common (共
通)] > [Plugins
(プラグイン)]

[Configuration
(設定)] >
[Common (共
通)] > [Plugin
Schedules (プラグ

インスケジュール)]

管理者予約済みロールのみ

キャッシュの使用状況を表示

する

[Configuration
(設定)] >
Tanium Server >
[Cache Info
(キャッシュ情報)]

管理者予約済みロールのみ

情報ページを表示する https://
<Tanium_
Server>/info

管理者予約済みロールのみ

表8：Tanium展開を設定するためのユーザロールおよびアクセス権限
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パート4：Taniumソリューションの管理

Taniumソリューションには、モジュール(例：Interact)やコンテンツパック(例：インシデント対応 )が
含まれます。[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]ページの上部セクションに、エクスポー

ト、インポート、再インポート、アップグレードが可能な各モジュールのタイルが表示されます。

モジュールタイルの下に[Tanium Content (Taniumコンテンツ)]セクションが表示され、ここに

は、インポート、再インポート、アップグレードが可能なコンテンツパックがリストアップされます。

ページヘッダーは、Tanium Console UIの更新がインポート可能かどうかを示します。

注意：Taniumソリューションモジュール、コンテンツパック、コンソールUIの更新のすべての

アクションを実行するには、ユーザに[Administrator (管理者 )]の予約済みロールが必

要です。[Import Signed Content (インポート署名済みコンテンツ)]マイクロ管理者アクセ

ス権限を持つすべてのユーザはこれらのコンテンツタイプをインポートできます。

Taniumモジュールを管理する

個々のTaniumモジュールには、コンテンツと、モジュール操作の実行に使用するユーザイン

ターフェイスであるワークベンチが含まれています。コンテンツとワークベンチを使用して、ネット

ワーク内のエンドポイントを管理、監視、保護します。モジュールのリストと個々の目的の概説

を表示するには、https://docs.tanium.comへ移動します。モジュールをインポート、再インポー

ト、エクスポート、アップグレードするには、[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]ページに

移動します。各モジュールのタイルは、現在インストールされているバージョンを示しています。

次の表は、そのステータスに基づいてモジュールに対するアクションを実行できる、各タイルのボ

タンおよびリンクについて説明しています。高可用性 (HA)展開では、各Tanium Server上のア

クションを実行する必要があります(72ページの高可用性展開におけるモジュールの同期を参

照 )。

注意：[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]ページに特定のモジュールのタイルが

表示されない場合、テクニカルアカウントマネージャ(TAM)に連絡してください。

https://docs.tanium.com/
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アクション/ス
テータス

説明

のエクスポー

ト

Tanium Serverに現在インストールされているモジュールバージョンのURLをエクスポートし

ます。次に、別のTanium ServerのTanium Consoleにログインし、URLからそのバージョン

をインポートできます。詳しくは、71ページの特定のモジュールバージョンをエクスポート

およびインポートするを参照してください。

インポート

<version>
モジュールをすでに購入済みで、まだインポートしていない場合、モジュールタイルに、イ

ンポート可能な最新のバージョンを表示する[Import (インポート)] <version>ボタンが表

示されます。インポートの開始後は、その操作を完了してからでないと別のモジュールを

インポートできません。

最新バージョン以外のモジュールバージョンについて、過去にそのバージョンのURLをエ

クスポートしたことがある場合、そのバージョンをインポートできます。71ページの特定

のモジュールバージョンをエクスポートおよびインポートするを参照してください。

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ます。必要に応じて、モジュールを再イン

ポートできます。70ページの特定のモジュールの最新バージョンをインポート、再イン

ポートするか、そのバージョンへアップグレードするを参照してください。

へのアップグ

レード

<version>

アップグレード可能な新しいバージョンのモジュールを使用できます。70ページの特定の

モジュールの最新バージョンをインポート、再インポートするか、そのバージョンへアップ

グレードするを参照してください。アップグレード可能なモジュールのタイルのみを表示す

るページを開きたい場合、モジュールタイルの上にある[View Available Upgrades (利
用可能なアップグレードを表示)]をクリックします。

購入可能 テクニカルアカウントマネージャに連絡してこのモジュールを購入してください。

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

アンインス

トール

このリンクをクリックしてモジュールをアンインストールします。72ページのモジュールのアン

インストールを参照してください。

表9：Taniumモジュールのアクションとステータス

Taniumの展開を初めてセットアップする場合、ライセンスを付与されたすべてのモジュールを1
回の操作でインポートするか、一度にいくつか(あるいはひとつ)をインポートすることができます。

初回セットアップの場合、ベストプラクティスは、1回の操作ですべてのモジュールをインポートす

ることです。なぜなら、従属するモジュールをインポートしなければ、モジュールによっては機能

しない可能性があるからです。たとえば、Revealモジュールの場合、[Direct Connect (直接接

続 )]サービスを最初にインポートする必要があります。Tanium Serverは、依存関係に基づい

て一度に1つのモジュールを自動的にインポートします。1回の操作ですべてのモジュールをイン

ポートするオプションを選択すると、Tanium Serverは多くのモジュールに有用な複数のコンテン

ツパックも自動的にインポートします。
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モジュールをインポートする際、デフォルト設定ですべてまたは一部を自動的に設定するか、

あるいは一切設定しないよう選択できます。自動設定を使用する場合、設定を手動で設

定する必要があります。

モジュール固有の設定と依存関係

Taniumモジュールまたは共有サービスの依存関係とデフォルト設定のリストを表示するには、

その製品のユーザガイドにアクセスしてください。

製品 依存関係 [Default Settings (デフォルト設定 )]

Asset Taniumの依存関

係

デフォルト設定でAssetをインポートおよび構成する

Client
Management

Taniumの依存関

係

デフォルト設定でClient Managementをインポートおよび設

定する

Comply Taniumの依存関

係

デフォルト設定でComplyをインポートおよび設定する

Connect Taniumの依存関

係

デフォルト設定でConnectをインポートおよび設定する

Deploy Taniumの依存関

係

デフォルト設定でDeployをインポートおよび設定する

Direct Connect Taniumの依存関

係

デフォルト設定でDirect Connectをインポートおよび設定す

る

Discover Taniumの依存関

係

デフォルト設定でDiscoverをインポートおよび設定する

End-User
Notifications

Taniumの依存関

係

デフォルト設定でEnd-User Notificationsをインポートおよび

設定する

Health Check Taniumの依存関

係

デフォルト設定でHealth Checkをインポートおよび設定する

Integrity Monitor Taniumの依存関

係

デフォルト設定でIntegrity Monitorをインポートおよび設定

する

Interact N/A N/A

Map Taniumの依存関

係

デフォルト設定でMapをインポートおよび設定する

表10：モジュール固有の設定と依存関係

https://docs.tanium.com/asset/asset/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/asset/asset/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/asset/asset/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/client_management/client_management/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/client_management/client_management/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/client_management/client_management/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/client_management/client_management/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/comply/comply/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/comply/comply/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/comply/comply/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/connect/connect/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/connect/connect/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/connect/connect/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/deploy/deploy/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/deploy/deploy/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/deploy/deploy/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/discover/discover/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/discover/discover/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/discover/discover/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/end-user_notifications/end-user_notifications/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/end-user_notifications/end-user_notifications/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/end-user_notifications/end-user_notifications/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/end-user_notifications/end-user_notifications/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/health_check/health_check/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/health_check/health_check/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/health_check/health_check/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/integrity_monitor/integrity_monitor/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/integrity_monitor/integrity_monitor/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/integrity_monitor/integrity_monitor/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/integrity_monitor/integrity_monitor/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/map/map/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/map/map/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/map/map/installing.html#install_with_defaults
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製品 依存関係 [Default Settings (デフォルト設定 )]

Network
Quarantine

Taniumの依存関

係

デフォルト設定でNetwork Quarantineをインポートおよび設

定する

Patch Taniumの依存関

係

デフォルト設定でPatchをインポートおよび設定する

Performance Taniumの依存関

係

デフォルト設定でPerformanceをインポートおよび設定する

Protect Taniumの依存関

係

デフォルト設定でProtectをインポートおよび設定する

Reputation Taniumの依存関

係

デフォルト設定でReputationをインポートおよび設定する

Reveal Taniumの依存関

係

デフォルト設定でRevealをインポートおよび設定する

Threat Response Taniumの依存関

係

デフォルト設定でThreat Responseをインポートおよび設定

する

Trends Taniumの依存関

係

デフォルト設定でTrendsをインポートおよび設定する

最新バージョンのすべてのモジュールをインポートおよび(オプションで) 設定する

Tanium Serverをインストールした後、[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]ページは最

初に[Install with Recommended Configurations (推奨された設定でインストール)]ボタンと

各モジュールのタイルを表示します。ライセンスを付与されたすべてのモジュールを1回の操作

でインポートおよび(オプションとして)設定するワークフローを開始するには、タイルを使用せずに

このボタンをクリックしなければなりません。デフォルト設定を自動的に設定することはベストプラ

クティスです。ただし、展開において、推奨されるデフォルト設定と異なる設定が必要な場

合、インストール後に一部またはすべてのモジュールを手動で設定できます。

モジュールインポートプロセス中に、Tanium Serverは次のコンテンツパックもインポートします。

l Default Content

l クライアントのメンテナンス

l Core Content

l Core MSSQL Content

l Initial Content - Python

https://docs.tanium.com/network_quarantine/network_quarantine/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/network_quarantine/network_quarantine/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/network_quarantine/network_quarantine/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/network_quarantine/network_quarantine/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/patch/patch/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/patch/patch/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/patch/patch/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/performance/performance/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/performance/performance/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/performance/performance/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/protect/protect/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/protect/protect/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/protect/protect/installation.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/reputation/reputation/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/reputation/reputation/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/reputation/reputation/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/reveal/reveal/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/reveal/reveal/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/reveal/reveal/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/threat_response/threat_response/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/threat_response/threat_response/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/threat_response/threat_response/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/threat_response/threat_response/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/trends/trends/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/trends/trends/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/trends/trends/installing.html#install_with_defaults
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注意：ワークフローの完了後、Tanium Solutions (Taniumソリューション)ページは

[Install with Recommended Configurations (推奨された設定でインストール)]ボタン

の表示を停止します。それ以降、モジュールを再インポートまたはアップグレードするに

は70ページの特定のモジュールの最新バージョンをインポート、再インポートするか、その

バージョンへアップグレードするを参照してください。

ライセンスを付与されたモジュールのリリースノートを読み終えたら、それらを以下のようにしてイ

ンポート、設定してください。高可用性展開では、Tanium Serverの両方にモジュールをイン

ポートする必要がありますが、単一のサーバでモジュールを設定しなければなりません(サーバ

は設定を同期させます)。これは、ひとつのサーバでは[Install with Recommended
Configurations (推奨された設定でインストール)]のワークフローを実行し、もうひとつのサーバ

では70ページの特定のモジュールの最新バージョンをインポート、再インポートするか、そのバー

ジョンへアップグレードするにおいて説明したワークフローを実行することを意味しています。後

者のワークフローの場合、サーバのインストール時にTanium Serverが自動的にインポートした

Interactを除くすべてのモジュールを確実に選択してください。

1. [Tanium Solutions (Taniumソリューション)]へ移動し、[Install with Recommended
Configurations (推奨された設定でインストール)]をクリックします。この手順は、モ

ジュールのすべてまたは一部のデフォルト設定を自動で設定するか一切設定しないか

に関係なく実行されます。

2. (オプション)モジュール名の横にある［Expand (拡張 )］をクリックし、任意のモジュールのデ

フォルト設定を確認します。

3. (オプション)デフォルト設定を使用せず手動で設定したい任意のモジュールの[Apply
Tanium recommended configurations (Taniumにおいて推奨される設定を適用 )]
チェックボックスをクリアします。

l リストされているすべてのモジュールを手動で設定する：モジュールのリストの上にあ

るチェックボックスをクリアします。

l 特定のモジュールを手動で設定します： 手動で設定したい個々のモジュールにつ

いて、モジュール名の横にある［Expand (拡張 )］をクリックし、設定のリストの上部

にあるチェックボックスをクリアします。

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

4. [Begin Import (インポートを開始 )]をクリックします。

Tanium Serverは、一度にひとつのモジュールをインポートおよび設定します。インポート

するライセンス付与済みのモジュールの数によっては数時間かかる可能性があります。

ダイアログには、インポートおよび設定プロセスの進捗状況が表示されます。



© 2020 Tanium Inc. All Rights Reserved 70ページ

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

特定のモジュールの最新バージョンをインポート、再インポートするか、そのバージョ

ンへアップグレードする

インポート、再インポート、アップグレードを行うモジュールのリリースノートを読んでから、次の手

順を実行して操作を続行します。インポート、再インポート、アップグレードを単一の操作で

組み合わせることができます。

1. [Tanium Solutions (Taniumソリューション)]へ移動し、アクションが要求される各モ

ジュールのタイルの右上にあるチェックボックスを選択し、タイルの上にあるアクションボタン

(例：[Import Selected (選択したものをインポート)]または[Upgrade Selected (選択し

たものをアップグレード )])をクリックします。

ヒント：単一のモジュールでアクションを実行するには、モジュールタイル内の

[Import (インポート)]、[Reimport (再インポート)]または[Upgrade (アップグレー

ド )]ボタンをクリックしてもかまいません。

2. (オプション)モジュール名の横にある［Expand (拡張 )］をクリックし、任意のモジュールのデ

フォルト設定を確認します。

3. (オプション)デフォルト設定を使用せず手動で設定したいモジュールの場合、モジュール

名の横にある［Expand (拡張 )］をクリックし、[Apply Tanium recommended
configurations (Taniumにおいて推奨される設定を適用 )]チェックボックスをクリアしま

す。

4. (複数モジュールのみ)[Automatically import modules & overwrite content (モジュー

ルを自動でインポートしてコンテンツを上書き)]を選択するかクリアします。

l チェックボックスをクリアします(デフォルト)：インポート、再インポート、アップグレード

を開始すると、Tanium Serverはコンテンツのレビューを促します。一度にひとつのモ

ジュールについて競合解決オプションを選択します。

l チェックボックスを選択します：インポート、再インポート、アップグレードを開始する

と、Tanium Serverは、モジュールコンテンツの確認あるいは既存のコンテンツとの

競合を解決するオプションの選択を促すことなく操作を実行します。サーバは、イ

ンポートされたコンテンツを使用して既存のコンテンツを自動的に上書きするか

マージしますが、既存のコンテンツセットの割り当てを上書きしません。

5. [Begin Import (インポートを開始 )]をクリックします。

6. [Automatically import modules & overwrite content (モジュールを自動でインポート

してコンテンツを上書き)]チェックボックスをクリアした場合、次のタスクを実行します。
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l コンテンツを確認し、既存のコンテンツとの競合の解決策をインポートし、選択し

ます(75ページの更新や設定のインポート時に競合を解決するを参照 )。

l Taniumが定義したデフォルトの割り当てを用いてすべてのインポート済みオブジェ

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

は、[Include content set overwrite (コンテンツセットの上書きを含める)]チェック

ボックスはクリアされ、Tanium Serverは既存のコンテンツセットの割り当てを維持し

ます。

7. [Import (インポート)]、[Reimport (再インポート)]、[Upgrade (アップグレード )]をクリック

します。

Tanium Serverは一度にひとつのモジュールの操作を実行します。操作に向けて選択し

たモジュールの数によって数分から数時間かかる可能性があります。ダイアログには、イ

ンポートおよび設定プロセスの進捗状況が表示されます。

8. 進捗状況のダイアログでインポート、再インポート、アップグレードが成功したことが示さ

れたら[Close (閉じる)]をクリックします。

特定のモジュールバージョンをエクスポートおよびインポートする

個々のモジュールについて、Tanium Serverに現在インストールされているモジュールバージョン

のURLをエクスポートできます。次に、別のTanium ServerのTanium Consoleにログインし、URL
からそのバージョンをインポートできます。このオプションは、Tanium Server間で最新バージョン

以外のモジュールバージョンの移行を行う場合に便利です。たとえば、ラボ環境で特定のモ

ジュールバージョンをテストした後、そのバージョンのURLをエクスポートし、そのURLから本番用

展開にモジュールをインポートすることができます。

1. 望ましいモジュールバージョンを既に持つTanium ServerのTanium Consoleにログインし

ます。

2. [Tanium Solutions (Taniumソリューション)]へ移動し、モジュールタイルの[Export (エクス

ポート )]をクリックします。

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

す。

ヒント：モジュールをすぐにインポートしない場合、そのURLをテキストファイルにペー

ストして保存し、後から使用できるようにします。

4. モジュールバージョンを移行するTanium ServerのTanium Consoleにログインします。

5. ページの右上にある[Import From URL (URLからインポート)]をクリックし、そのURLを
[Import URL (URLをインポート)]フィールドにペーストし、[Import (インポート)]をクリック
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します。

モジュールタイルが緑色に変わり、その[Upgrade to (へアップグレード )]<version>ボタン

はインポートされたバージョンを示します。

6. インポートされたバージョンにアップグレードします。手順は、70ページの特定のモジュー

ルの最新バージョンをインポート、再インポートするか、そのバージョンへアップグレードする

において説明した手順と同じです。

モジュールのアンインストール

単一のモジュールをアンインストールするには、モジュールタイルの右下にある[Uninstall (アンイ

ンストール)]をクリックします。

複数のモジュールをアンインストールするには：

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

2. アンインストールする各モジュールのタイルの右上にあるチェックボックスを選択するか、タ

イルの上にある[Select All (すべて選択 )]をクリックします。

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

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

高可用性展開におけるモジュールの同期

各モジュールのインポート、再インポート、アップグレードのプロセスは、Tanium Serverホスト上

のファイルにワークベンチ設定を書き込み、共有データベースログにエントリを追加します。高

可用性展開の場合、各サーバのTanium Consoleで使用できるワークベンチの両Tanium
Serverにおける各モジュールのプロセスを実行する必要があります。モジュールバージョンが高

可用性サーバ間で異なる場合、または1つのサーバにモジュールがない場合、[Tanium
Solutions (Taniumソリューション)]ページ(図1)へのアクセス時に不一致を伝えるメッセージが

表示されます。このメッセージは、データベースログエントリに基づいて不一致が存在するサー

バのTanium Consoleにのみ表示されます。たとえば、Tanium™ Assetを、Tanium Server
ts1.example.comにインストールできてもTanium Server ts2.example.comにはインス

トールできない可能性があります。この場合、データベースログにはts1.example.comに関

するエントリのみが表示され、ts2.example.comのTanium Consoleには不一致のメッセー

ジが表示されます。不一致を解決するには、モジュールを各Tanium Serverに共通するバー

ジョンにアップグレードまたはダウングレードします。

注意：モジュールをダウングレードする手順について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。
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図1：一致しないモジュールバージョン

Taniumのコンテンツパックを管理する

Taniumのコンテンツは、特定の目的のためにTaniumが開発し、コンテンツパック経由で配布

する一連の設定オブジェクトです。たとえば、[Default Content (デフォルトコンテンツ)]パックに

は、Interactページ(カテゴリ、ダッシュボード、保存済みQuestion)および[Sensors (センサー)]、
[Packages (パッケージ)]、[Saved Questions (保存済みQuestion)]、[Scheduled Actions (ス
ケジュール済みアクション)]ページにある重要な設定オブジェクトが含まれています。

Tanium Serverは、使用可能なTaniumコンテンツパックのマニフェストを

content.tanium.comからダウンロードし、[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]
ページの[Tanium Content (Taniumコンテンツ)]セクションにそれらを表示します。このページに

は、2クラスのコンテンツ別にグリッドが表示されます。

l [Supported Solutions (サポート対象ソリューション)]：これは、エンドポイントのクエリおよ

びアクションの展開に必須のオブジェクトセットを含む本番のコンテンツです。

l ラボ：これは実験的な設定オブジェクトセットです。Tanium Serverのインストール時にラ

ボライセンスを指定した場合にのみ、ラボコンテンツを利用できます。ベストプラクティス

は、ラボ環境にあるオブジェクトをテストしてからそれらを本番環境にインポートすることで

す。
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インポートされたバージョンがコンテンツパックの最新の[Available Version (利用可能なバージョ

ン)]より遅れている旨がグリッドに表示された場合、そのアップグレードを行えます。

Tanium Serverのインストール後、Tanium Consoleに初めてアクセスすると、サーバは[Default
Content (デフォルトコンテンツ)]とInteractのコンテンツパックを自動でインポートします。モジュー

ルをインポートするために[Install with Recommended Configurations (推奨された設定でイ

ンストール)]ボタンをクリックした場合、サーバはいくつかの他の基本的なコンテンツパックを自

動でインポートします。

Tanium Serverはコンテンツを共有Taniumデータベースに書き込みます。したがって、高可用

性 展開内の任意の単一のTanium Serverにコンテンツをインポートすると、そのコンテンツはす

べてのTanium Consoleインスタンスで利用可能になります。

Taniumコンテンツパックを管理するには次の手順を実行します。

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

2. [Tanium Content (Taniumコンテンツ)]セクションまでスクロールします。

3. 実行したいアクションのコンテンツパックを選択するか、[Select All (すべて選択 )]をクリッ

クします。

ヒント：グリッドをフィルタリングし、アップグレードが可能なコンテンツパックのみを含

めたい場合、[View Available Upgrades (利用可能なアップグレードを表示 )]をク

リックします。

4. 実行したいアクションのグリッドの上のあるボタンをクリックします。インポート、再インポー

ト、アップグレード、アンインストール、またはコピー(グリッド情報をクリップボードにコピー)し
ます。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#default_content_packs
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インポートまたはアップグレードする場合、Tanium Consoleは、先に進む前に競合を解

決するよう求めます。詳細については、75ページの更新や設定のインポート時に競合を

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、Tanium Consoleのユーザインターフェイス(UI)モジュールを定期的に更新する可能

性があります。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、Tanium Console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。更新を初期化するために、Tanium Serverやブラウザセッションを再起動する必要は

ありません。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。

更新や設定のインポート時に競合を解決する

Taniumソリューションモジュールおよびコンテンツパックへの更新をインポートするか、コンテンツ

(例：センサーやパッケージ)を含むファイルをインポートする際、既存のコンテンツと競合が発生

することがあります。77ページのインポート時の競合を解決するためのベストプラクティスを確認

した後、次の手順を実行します。

1. 以下のいずれかについて、インポート、再インポート、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：65ページのTaniumモジュールを管理するを参照してください。

l コンテンツパック：73ページのTaniumのコンテンツパックを管理するを参照してくださ

い。

l JSON/XMLコンテンツファイル：まず、KeyUtility.exeを使用して、インポート

する前にファイルに署名し、関連する公開鍵を正しいフォルダにコピーします(コン
テンツファイルの認証を参照 )。いずれかの[Content (コンテンツ)]ページまたは

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

[Import Contentをクリックします。

競合がある場合、ダイアログに列挙されます。

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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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。

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ファイルに、コンテンツセットの定義が含まれていることがあり

ます。コンテンツセットを初めて確立する場合、コンテンツパックの設計者が意図したコン

テンツセットにコンテンツが割り当てられるように、[Include content set overwrite (コンテ

ンツセットの上書きを含める)]オプションを選択することがベストプラクティスです。独自の

RBACプランを実装し、使用するコンテンツセットにコンテンツを移動した後は、インポート

されるファイルに定義されている割り当てによってコンテンツセットの割り当てが上書きさ

れるため、このオプションは選択しないでください。

3. [Import (インポート)]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. ダイアログに[Import completed successfully (インポートは正常に完

了)]と表示されたら、[Close (閉じる)]をクリックします。
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インポート時の競合を解決するためのベストプラクティス

コンテンツのインポート時の競合に関する決定では､次の推奨事項に従うこと十分に理解し

てから行うことをお勧めします｡

推奨1： リリースノートを読む

必ず､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。

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。

https://kb.tanium.com/Category:Release_Notes
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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(197ページのセンサーのクローンを作成すると208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

定済みアクションが影響を受けることはありません｡

パラメータ化センサーを含むQuestionを保存すると、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
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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。
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パート5：Tanium ConsoleとInteractのカスタ
マイズ

Tanium ConsoleおよびInteractのホームページの外観と動作をカスタマイズできます。

Tanium Consoleの色をカスタマイズする

複数のTanium Server(ラボサーバ、テストサーバ、本番サーバなど)を使用して展開する場

合、Tanium Consoleヘッダーの背景色をカスタマイズすると、ユーザは現在のセッションにサイン

インしているサーバを識別しやすくなります。次の図は、カスタム色の例を示しています。

図2：Tanium Consoleヘッダーの色

注意：コンソールの色を管理する場合、ユーザには管理者予約済みロールが必要で

す。

1. [Configuration (設定 )] > [Miscellaneous (その他 )] > [User Configurations (ユーザ設

定 )]へ移動します。

2. [Console Color (コンソールの色 )]セクションで、[Current Color (現在のカラー)]セレクタ

を使用してカスタム色を選択するか、[No Color (無色 )] をクリックします。

3. [Save Change (変更を保存 )]をクリックし、プロンプトが表示されたら操作を確認しま

す。

4. 変更が適用されるまで2分程度待ち、ウェブブラウザを更新して新しい色が期待どおり

に表示されることを確認します。

ヒント：変更をすぐに適用するには、Tanium Serverサービスを再起動します。

381ページのTanium Serverサービスを管理するを参照してください。

Tanium Consoleヘッダーテキストを選択する

デフォルトでは、Tanium Consoleヘッダーは、左側にロゴのみを、右側に設定不可能なフィー

ルドのみを表示します。複数のTanium Server(ラボサーバ、テストサーバ、本番サーバなど)を
使用して展開する場合、ヘッダーテキストを追加すると、ユーザは現在のコンソールセッション
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にサインインしているサーバを識別しやすくなります。次の図は、本番サーバを識別する例を

示しています。

図3：Tanium Consoleヘッダーテキスト

注意：ヘッダーテキストを管理する場合、ユーザには管理者予約済みロールが必要で

す。

コンソールヘッダーテキストを追加、編集、削除するには次の手順を実行します。

1. [Configuration (設定 )] > [Miscellaneous (その他 )] > [User Configurations (ユーザ設

定 )]へ移動します。

2. [Console Header Text (コンソールヘッダーテキスト)]セクションにおいて、[Change
Header Text (ヘッダーテキストの変更 )]フィールドに新しいテキストを入力します。

ヒント：デフォルト (テキストなし)に戻す場合、[Reset (リセット)]をクリックします。

3. [Save Change (変更を保存 )]をクリックし、プロンプトが表示されたら操作を確認しま

す。

4. 変更が適用されるまで2分程度待ち、ウェブブラウザを更新してテキストが期待どおりに

表示されることを確認します。

ヒント：変更をすぐに適用するには、Tanium Serverサービスを再起動します。

381ページのTanium Serverサービスを管理するを参照してください。

Tanium Consoleタスクの確認プロンプトを選択する

ユーザがTanium Consoleで開始する多くのタスクでは、タスク続行前に確認プロンプトに応答

する必要があります。Tanium Consoleセキュリティ(パスワードプロンプト )またはユーザエクスペリ

エンス(はい/キャンセルのプロンプト )を最適化するか否かに基づいてプロンプトのタイプを選択し

ます。

注意：

確認プロンプトを管理できるのは､管理者予約済みロールを割り当てられているユーザ
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のみです。

SAML シングルサインオンを有効化する場合、Tanium Serverはプロンプトを自動で

[Yes/Cancel (はい/キャンセル)]プロンプトに変更します。詳しくは368ページのSAML IdPと
の統合を参照してください。

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。

Tanium ConsoleヘルプURLをカスタマイズする

デフォルトでは、Tanium Consoleの右上にある[Help (ヘルプ)]リンクをクリックすると、URL
https://docs.tanium.comを持つ新しいブラウザタブまたはウィンドウが開きます。その

URLがアクセス不可能な展開の場合 (例：Tanium Serverがインターネットアクセス権を保有し

ていない場合 )、ヘルプURLを変更することができます。

図4：Tanium Consoleヘルプリンク
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注意：コンソールのヘルプURLを管理する場合、ユーザには管理者予約済みロールが

必要です。

1. [Configuration (設定 )] > [Miscellaneous (その他 )] > [User Configurations (ユーザ設

定 )]へ移動します。

2. [Help URL (ヘルプURL)]セクションにおいて、[Change URL (URLの変更 )]フィールドに新

しいURLを入力します。

ヒント：元のデフォルトのヘルプURLに戻すには[Reset (リセット)]をクリックします。

3. [Save Change (変更を保存 )]をクリックし、変更が適用されるまで2分ほど待ち、ウェブ

ブラウザを更新します。

ヒント：変更をすぐに適用するには、Tanium Serverサービスを再起動します。

381ページのTanium Serverサービスを管理するを参照してください。

4. [Help (ヘルプ)]リンクをクリックし、新しいURLが開くことを確認します。

Tanium Consoleのロゴをカスタマイズする

Tanium Consoleのヘッダーに表示されるデフォルトのTaniumロゴを組織のロゴに変更できま

す。Taniumロゴファイルを画像サイズの目安として利用します。Tanium Consoleは、PNG、
JPG、SVGなど、ブラウザがサポートするすべての標準画像形式をサポートしています。最大

ファイルサイズは2MBです。Tanium Consoleはファイルを自動で高さ27ピクセルにサイズ変更

し、幅も比例的に調整します。

図5：Tanium Consoleロゴ

注意：コンソールのロゴを管理する場合、ユーザには管理者予約済みロールが必要

です。

1. 独自のロゴファイルを作成します。

2. [Configuration (設定 )] >  [Miscellaneous (その他 )] >  [User Configurations (ユーザ

設定 )]へ移動します。
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3. [Console Logo (コンソールロゴ)]セクションにおいて、[Choose File (ファイルを選択 )]をク

リックし、ロゴファイルを選択し、[Open (開く)]をクリックします。

ヒント：元のデフォルトのロゴに戻すには[Reset (リセット)]をクリックします。

4. [Save Change (変更を保存 )]をクリックします。

5. 変更が適用されるまで2分程度待ち、ウェブブラウザを更新して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：変更をすぐに適用するには、Tanium Serverサービスを再起動します。

381ページのTanium Serverサービスを管理するを参照してください。

Tanium Consoleユーザ設定を設定する

ユーザ設定は、ユーザごとにTanium Consoleの特定の動作を制御します。設定を変更する

と、アカウントに割り当てられているすべてのペルソナに影響を及ぼしますが、他のユーザには

影響を与えません。Tanium Serverは、ユーザがコンソールにログインする時にユーザの環境設

定を適用します。Tanium Consoleは、[Edit Preferences (環境設定の編集 )]ページ上の設

定を、にアクセスするユーザの有効なアクセス権限に基づいてフィルタリングします。たとえば、

ペルソナがQuestionを発行する権限を持たない場合、設定の多くは表示されません。アクセ

ス権限について詳しくは265ページのRBACの概要を参照してください。

1. Tanium Consoleの右上にある <username> <persona>の横にあるドロップダウンリストを

クリックし、[Preferences (環境設定 )]を選択します。
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2. 表11において説明されている設定を行い、[Save (保存 )]をクリックします。変更はすぐ

に適用されます。

設定 ガイドライン

Consider question results complete at
(Question完了と見なす結果の割合)

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)

デフォルトでは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)

デフォルトは10分です。この値は、管理者が

max_console_idle_seconds設定

([Administration (管理)] > [Global
Settings (グローバル設定)])を介して全ユー

ザに設定するタイムアウト以下でなければなり

ません。グローバル設定のデフォルトは3,600
秒(1時間)です。ユーザ設定をグローバル設

定より低い値に設定すると、Tanium Serverは
ユーザ設定を適用します。

表11：ユーザ設定
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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｡ [Questions
Results (Questionの結果)]グリッドについ

て、NULLまたはエラー値(例：[no results]や
[results currently unavailable])を省略した

い場合、このオプションを選択します。このオ

プションは、有用である可能性が高い回答の

みをグリッドが表示する場合に明確性をもた

らします。ただし、このオプションの場合、グリッ

ドは、全エンドポイントから受信した回答の完

全なセットを表示できなくなります。

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)
[Questionの結果 (Question Results)]グリッ

ドにおいて複数列による並べ替えを可能にす

るにはこのオプションを選択します。デフォルト

では、このオプションは無効化されており、1 つ

の列でのみ並べ替えが可能です。

言語 Tanium Consoleに表示されるテキストの言語

を選択します。[Default (デフォルト)]は、

Tanium Consoleへのアクセスに使用するブラ

ウザにおいて選択された言語です。

Taniumモジュールのホームページをカスタマイズする

Interactを含め、個々のTaniumモジュールにはホームページがあり、このページは、モジュールに

移動するか、モジュールのワークベンチ内のページから[Home (ホーム)]ページのリンクをクリック
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すると表示されます。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、あるいは展開のメトリックに関するレポートなどを含むセクションがありま

す。モジュールのホームページのセクションの表示、非表示、または順序の変更を行う場合、

次の手順を実行します。変更は、ユーザアカウントに割り当てられているすべてのペルソナに

適用されます。

1. モジュールのホームページの右上にある[Manage Home Page (ホームページの管理 )]リン
クをクリックし、[Home Page Management (ホームページの管理 )]ダイアログを開きます。

2. 必要に応じてセクションを選択 (表示 )し、選択解除 (非表示に)します。

ヒント：ホームページでセクションヘッダーにマウスカーソルを重ねてxをクリックするこ

とで、セクションを直接非表示にすることもできます。

3. それらを並べ替えるには、セクションをドラッグアンドドロップします。
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ヒント：Interactのホームページには、お気に入りとして選択したカテゴリ、ダッシュボー

ド、保存済みQuestionが表示されます。このページに表示されるコンテンツを変更する

には221ページのお気に入りによるフィルタリングを参照してください。



© 2020 Tanium Inc. All Rights Reserved 89ページ

パート6：Tanium Core Platformの設定

Tanium Core Platformの設定

Tanium Core Platformをインストールした後、Tanium Consoleを使用し、さまざまなプラット

フォームコンポーネントの動作に影響を与える設定を行えます。

l 1つ以上のTanium Core PlatformサーバおよびTanium Clientに適用されるグローバル設

定 (通常は、テクニカルアカウントマネージャが指示しない限り、これらの設定を修正する

ことはありません)

l Tanium Clientのダウンロードリクエスト用のホワイトリストURL

l プロキシサーバ設定 (展開においてプロキシサーバを使用する場合 )

l Tanium Client用の分離サブネットおよび隔離サブネット

l Tanium Clientに送信されるデータの帯域幅スロットル

l (Tanium展開の資格付与を有効化する)Tanium Serverライセンス

l Tanium Core Platformコンポーネント間の通信向けのTLSを有効化するTaniumのルート

鍵と従属する鍵

l アクティブ/アクティブ高可用性 (HA)展開におけるTaniumサーバ間の通信および、

Tanium Server、Zone Server、Zone Server Hub間の通信を有効化するための信頼承

認

l サーバと他のTanium Core Platformコンポーネントまたは外部サーバ間の通信を統制す

るTaniumサーバ(ローカル)設定

これらの設定に必要なユーザロールとアクセス権限については34ページのTanium Core
Platform設定のアクセス権限を参照してください。

Tanium Consoleが表示されないTanium Core Platform設定を行うには、その展開に適した

ガイドを参照してください。

l Windows用Tanium Core Platform展開ガイド

l Tanium Appliance展開ガイド

l Tanium Clientユーザガイド

l Tanium Core Platform展開参照ガイド (すべての展開 )

グローバル設定の管理

グローバル設定は、Tanium Client、Tanium Server、Tanium Consoleの動作に影響を与えま

す。

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/index.html
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/index.html
https://docs.tanium.com/client_management/client_management/index.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/index.html
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重要： テクニカルアカウントマネージャ(TAM)から指示されない限り、グローバル設定は

変更しないでください。

注意：グローバル設定を作成、編集、削除する場合、ユーザには[Write Global
Settings (グローバル設定の書き込み)](マイクロ管理者 )アクセス権限を持つロールが必

要です。管理者予約済みロールにはこのアクセス権限があります。

[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。

Tanium Server(ローカル)設定の管理

Tanium Serverは、サーバと他のTanium Core Platformコンポーネントまたは外部サーバ間の

接続の側面を制御します。この設定は、ログ記録およびTanium Clientピアリングなどの機能

も制御します。Tanium Core Platformサーバをインストールする場合、通常はこれらの設定の

ほとんどを設定しますが、必要に応じ、[Administration (管理 )] > [Local Settings (ローカル

設定 )]ページを使用してこれらの設定を変更できます。問題のトラブルシューティング時に

Taniumテクニカルアカウントマネージャ(TAM) またはTaniumサポートがこれらの設定を見直すか

確認するよう求める可能性があります。しかし、それらの変更が求められることはめったにあり

ません。設定に関する説明については、Tanium Core Platform展開参照ガイド： Tanium
Core Platformサーバ設定を参照してください。

重要：

高可用性 (HA)展開における個々のTanium Serverの設定を更新しなければなりませ

ん。つまり、サーバは設定の同期を行いません。

Tanium Serverの設定を構成するには、管理者予約済みロールが必要です。

Tanium Serverの設定を編集する

1. [Administration (管理 )] > [Local Settings (ローカル設定 )]に移動します。

2. 構成したい設定を選択し、[Edit (編集 )]をクリックします。

3. [Setting Value (設定値 )]を入力します。

4. [Value Type (値の種類 )]を文字列 (string)、数字 (number)または保護 (protected)

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/settings.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/settings.html
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(グリッドの値を隠す場合 )に設定します。

5. [Save (保存 )]をクリックし、プロンプトが表示されたら操作を確認します。

Tanium Serverの設定を作成する

1. [Administration (管理 )] > [Local Settings (ローカル設定 )]に移動し、[New Setting
(新規設定 )]をクリックします。

2. [Setting Name (設定名 )]と[Setting Value (設定値 )]を入力します。

3. [Value Type (値の種類 )]を文字列 (string)、数字 (number)または保護 (protected)
(グリッドの値を隠す場合 )に設定します。

4. [Save (保存 )]をクリックし、プロンプトが表示されたら操作を確認します。

保護されたTanium Serverの設定を表示する

セキュリティ上の注意事項として、一部の設定には[Value Type (値の種類 )]に保護

(protected)が設定されています。つまり、[Local Settings (ローカル設定 )]グリッドにその実際

の値ではなく保護された値が表示されます。ベストプラクティスとして、保護された設定は、コ

ンピュータモニタがその設定を閲覧できるアクセス権限を持つユーザにのみ表示される場合に

表示させるようにします。保護された設定を次のように表示します。

1. [Administration (管理 )] > [Local Settings (ローカル設定 )]に移動します。

2. 表示する設定を選択します。このページのグリッドの上部に[View Protected Value (保
護された値を表示 )]ボタンが表示されます。

3. [View Protected Value (保護された値を表示 )]をクリックし、確認プロンプトのOKをクリッ

クします。ポップアップウィンドウに値が表示されます。設定に値がない場合、ポップアップ

は空です。

ホワイトリストURLの管理

[Administration (管理 )] > [Whitelisted URLs (ホワイトリストURL)]ページにおいて構成する

URL式は、Tanium ClientがインターネットURLから要求するファイルダウンロードをTanium
Serverがどのような方法で処理するのかを制御します。Tanium Clientがコンテンツ(アクション

パッケージやセンサーなど)を実行すると、そのコンテンツに関連付けられたスクリプトはインター

ネットURLからファイルを要求することができます。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)に
対応するにはホワイトリスト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。
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ホワイトリストURL検査を通過したTanium Clientのファイルダウンロード要求をTanium Server
が初めて処理する時、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エンドポイントにファイルを配信できるようにします(Tanium Clientユー

ザガイド：ファイル配信を参照 )。ホワイトリストURL設定には、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および、サーバが一時ファイルをクリーンアップ

する頻度に影響を与える設定が含まれています。

注意：ホワイトリストURLの設定を作成、修正、削除するには、[Write Whitelisted
URLs (ホワイトリストURLの書き込み)](マイクロ管理者 )アクセス権限を持つロールの割り

当てが必要です。管理者予約ロールを割り当てられたユーザには、このアクセス許可

があります。

ホワイトリストURLを追加する

1. [Administrationi (管理 )] > [Whitelisted URLs (ホワイトリストURL)]へ移動します。

https://docs.tanium.com/client/client/overview.html#File_distribution
https://docs.tanium.com/client/client/overview.html#File_distribution
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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｡

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。

有効期限 失効したパッケージをクリアする間隔を指定します。デフォルトは7日です｡ つま

り、Tanium Serverがダウンロードしておらず、Tanium Clientが過去7日間に要

求していないファイルが削除されます。Tanium Clientが後にそのURLを要求する

と、Tanium Serverは再度ダウンロードし、更新チェックを再開します。正規表

現を用いて指定したURLの場合、Tanium Serverは一致するURLごとにタイマー

を維持します。

3. 構成を保存します。

ホワイトリストURL設定をインポートまたはエクスポートする

インポートおよび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 (ダウンロード)]フォルダにJSONファイルをエクスポートします。
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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 [Export All (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URLに加えて他の設定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 (アクセス権限 )]
ページに移動し、Tanium Consoleの右上の[Export [Content (コンテンツ)]をク

リックし、[Whitelisted URLs (ホワイトリストURL)]およびその他のオブジェクトタイプ

を選択し、[Export Format (フォーマットのエクスポート)](JSON またはXML)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 (ダウンロード)]フォルダにJSONファイルをエクスポートします。

設定をインポートする

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

1. コンテンツファイルの認証で説明されているように、コンテンツファイルにデジタル署名を行

い、公開鍵が定められていることを確認します。

2. いずれかの][Content (コンテンツ)]ページまたは[Permissions (アクセス権限 )]ページに

移動し、Tanium Consoleの右上にある 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。

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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プロキシサーバ設定を構成する

一部の組織では、プロキシサーバを内部サーバとインターネット間のトラフィックに使用していま

す。組織がプロキシを使用しており、そのセキュリティポリシーがTanium Core Platformサーバが

インターネットロケーションに直接アクセスすることを許可しない場合、プロキシを通してアクセス

を設定できます。Tanium Serverは、インターネットに接続して、Taniumからはコンテンツアップ

デートをダウンロードし、また他の信頼済みサプライヤーからは必要なファイルをダウンロードし

ます。Tanium Module Serverはインターネットに接続して、Taniumからモジュールソフトウェア

更新をダウンロードします。個々のTaniumモジュールも、インターネットにアクセスする必要があ

る可能性があります。

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だけです。

Tanium Core PlatformサーバがアクセスするサイトのリストについてはTanium Core
Platform展開参照ガイド：必要なインターネットURLを参照してください。

送信先サーバは、証明書認証やユーザ認証など、独自の要件を持つ可能性があり

ます。これらの要件に対する高度なオプションの構成については、Taniumサポート

KB：TDownloaderを参照してください。

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/internet_URLs.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/internet_URLs.html
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360021716371-Reference-TDownloader
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360021716371-Reference-TDownloader


© 2020 Tanium Inc. All Rights Reserved 96ページ

図6：プロキシサーバによるTanium展開

プロキシサーバの種類

Tanium Core Platformは、次の2種類のプロキシをサポートします。

l ベーシック: 厳密にIPアドレスベースのプロキシサーバは、リストに指定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およびModule 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
パスワードを設定してください。

l NTLM: プロキシサーバがMicrosoft NT LAN Manager(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アクセス権限を持つサービスアカウントのコン

テキストで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。

プロキシサーバ設定を構成してテストする

ほとんどの場合、ベストプラクティスは以下のようにしてTanium Consoleを使用し、プロキシ設

定を構成することです。ただし、Tanium Consoleにアクセスする前にプロキシ設定を構成する

必要がある場合、Tanium ServerまたはModule Serverホストのプロキシ設定を構成できま



© 2020 Tanium Inc. All Rights Reserved 97ページ

す。これについては、Tanium Core Platform展開参照ガイド：プロキシサーバの設定において

説明されています。

重要：プロキシサーバの構成は、Tanium Serverのホストの構成ファイルに保存されま

す。Tanium Serverは、高可用性 (HA)ピア間での設定ファイルを自動的に同期しませ

ん。高可用性展開でこれらの設定を変更する場合、必ずHAクラスタ上の両方の

Tanium Serverに対してこの手順を行ってください。

1. [Configuration (構成 )] > [Common (共通 )] > [Proxy Settings (プロキシ設定 )]に移

動します。

2. 以下のTanium Serverプロキシ設定を設定し、変更を保存します

プロキシサーバ プロキシサーバのIPアドレス。

プロキシのユーザID プロキシサーバとの接続に使用されるアカウントのユーザ名。

[Proxy Type (プロキシの種類)]が[Basic (ベーシック)]である場

合、このフィールドは必須です。NTLMプロキシは、Tanium Server
サービスを実行するユーザコンテキストの資格情報を使用します。

プロキシの種類 プロキシの種類を選択します。

l [None (なし)](プロキシサーバの設定を無効化します)

l ベーシック

l NTLM

ポート番号 プロキシサーバのポート番号。

プロキシのパスワード プロキシサーバとの接続に使用されるパスワード。パスワードは、レ

ジストリ内にクリアテキストで保存されます。

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/server_proxy_settings.html#proxy_settings_Windows
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プロキシ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。

CRLチェックホストリストをバ

イパス

この設定を使用して、証明書失効リスト (CRL)をチェックすることなく

Tanium Serverが信頼するサーバをリストします。このリストにサーバ

が指定されていない限り、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。

信頼済みホストリスト デフォルトでは、Tanium Serverは、接続を確立する時にリモート

サーバのSSL/TLS証明書を検証します。特定のサーバの証明書検

証をバイパスするには、そのFQDNまたはIPアドレスを入力します。

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。

高可用性(HA)展開で、HAクラスタ内の各Tanium ServerのIPアド

レスまたはFQDNを入力します。

重要：この設定を変更する前に、テクニカルアカウントマ

ネージャに相談してください。
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[Trusted Host List (信頼済

みホストリスト )]および

[Bypass CRL Check Host
List (CRLチェックホストリスト

をバイパス)]を除き、

Module Serverへのすべて

の変更をミラーします。

このオプションは、Module Serverが、Tanium Serverと共有されてい

ない専用ホスト上にある場合にのみ表示されます。Tanium Server
プロキシ設定の値を[Module Server Proxy Settings (Module
Serverプロキシ設定)]にコピーする場合、このオプションを有効化

します。コピーされていない唯一の値は、[Bypass CRL Check
Host List (CRLチェックホストリストのバイパス)]と[Trusted Host
List (信頼済みホストリスト)]です。

3. [Module Server Proxy Settings (Module Serverプロキシ設定 )]を設定し、変更を保

存します。

4. [Validate Proxy Settings (プロキシ設定の検証 )]フィールドを構成し、[Start
Download (ダウンロードを開始 )]して、設定をテストします。

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、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。

Tanium Consoleは、成功または失敗を示すメッセージを返します。テストで問題が発

生した場合は、プロキシサーバが動作しており、正しく構成されていることを確認してく

ださい。また、指定したTanium Consoleの設定が、プロキシサーバが想定している設定

と一致していることを確認します。TDownloaderのログには詳細なイベントメッセージが

記録されています(Tanium Core Platform展開参照ガイド：ログを参照 )

Tanium Clientサブネットの設定

分割サブネットおよび隔離サブネットは、Tanium Clientのデフォルトのピアリング動作の修正方

法になります。これらのサブネットを設定する前に、デフォルトの動作と変更による影響を確認

してください。Tanium Clientユーザガイド：Tanium Clientピアリングの設定を参照してください。

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/logs.html#logs_Windows
https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html
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重要：Tanium Serverは、サブネットの設定をホストコンピュータの設定ファイルに保存

し、高可用性 (HA)ピアとは自動的に設定を同期しません。高可用性 (HA)の展開でこ

れらの設定を変更する場合、HAクラスタの両方のTanium Serverでその手順を実行し

ます。

注意：[Configuration (設定 )] >[Tanium Server]> [Subnets (サブネット)]ページを表

示、使用する場合、ユーザには管理者予約済みロールが必要です。

分割サブネットを設定する

分割サブネットにあるTanium Clientは、同じサブネット内にある近接のクライアントとのみピアで

きます。クライアントは、Tanium Serverに接続するのかZone Serverに接続するのかに基づい

て、ピアリングのための分割サブネット構成を使用します。各サーバは、この構成を使用して、

このリストを介して登録するクライアントのピアリストを管理します。分割サブネットを構成した

後、Tanium ServerまたはZone Serverサービスを再起動する必要はありません。

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. ファイルを各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 )。
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隔離サブネットを設定する

VPNクライアント間のネットワーク通信の遅延はクライアントからサーバへの接続の場合よりもか

なり大きいため、各VPNクライアントサブネットに隔離サブネットを設定し、これらのサブネットに

おけるクライアントピアリングを抑止します。Tanium Clientは、Tanium Serverに接続するのか

Zone Serverに接続するのかに基づいて隔離サブネット設定を使用します。各サーバは、この

構成を使用して、それを介して登録するTanium Clientのピアリストを管理します。隔離サブ

ネットを構成した後、Tanium ServerまたはZone Serverサービスを再起動する必要はありませ

ん。

図7：隔離サブネット

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)。

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. ファイルを各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
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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

帯域幅スロットルの概要

スロットルを設定すると、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。

[Configuration (設定 )] > [Bandwidth Throttling (帯域幅スロットル)]ページを表示お

よび使用できるのは管理者予約済みロールを持つユーザだけです。

使用を開始する前に

スロットルを設定する場合は、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。そのため、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

ネットワークの以下の側面について見極めを行ってください。
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l 帯域幅の傾向：Tanium Serverがエンドポイントに送信するデータ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 サイトスロットル：ネットワークの残りの部分のスロットルより制限された個々のサブネットの

スロットルであるサイトスロットルが必要かどうかを決定します。たとえば、高い優先順位

のタスク専用のサイトまたはTanium以外のトラフィックが多いサイトのTaniumトラフィック

に低い帯域幅の制限を設定することもできます。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 重複しているIPアドレスの範囲：個別のスロットルが必要なサイトにオーバラップしている

IPアドレスがあるかどうかを確認してください。複数のサイトの範囲内のアドレスを保有す

るエンドポイントには、IPアドレスの範囲が最小のサイトのスロットルのみが適用されま

す。たとえば、サブネット192.168.2.0/24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。

グローバルスロットルを設定する

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。
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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設定する

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。

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
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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

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。
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図8：帯域幅スロットルに関連付けられているキュー遅延

Taniumライセンスの管理

Tanium™ライセンスファイル(tanium.license) は、展開における資格付与を可能にしま

す。こうした資格付与には、ライセンスの有効期間、管理されたエンドポイントの最大数、利

用可能なTaniumソリューション(モジュールなど)、Tanium Consoleへのアクセスに使用されるIP
アドレスまたは完全な資格を有するドメイン名が含まれています。[Configuration (設定 )] > 
[Tanium Server] > [Tanium License (Taniumライセンス)]を選択し、現在のライセンスに関す

る資格付与やその他の情報を表示するページを開きます。現在のライセンスの期限が間も

なく切れる場合、あるいは資格付与の変更がある場合、[Tanium License (Taniumライセン

ス)]ページを使用して新しいライセンスを適用します。

1. 新しいライセンスを取得するには、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。Tanium Serverをホストする物理デバイスまたは仮想デバイスのFQDN
またはIPアドレスを提供しなければなりません。

2. Tanium Consoleへのアクセスに使用するシステムからアクセス可能な場所に新しいライ

センスをコピーします。

3. (オプション)現在のライセンスをバックアップします。後日この手順を繰り返す場合に備

え、ベストプラクティスとしてファイル名に現在の日付を含めます

(例：tanium.license_2019-07-30)。

4. [Configuration (構成 )] > [Tanium Server] > [Tanium License (Taniumライセンス)]へ
移動します。

5. [Upload (アップロード )]をクリックし、新しいライセンスファイルを選択し、[Open (開く)]を
クリックし、[Yes (はい)]をクリックします。

Tanium Serverは数分後に新しいライセンスを自動的にアクティブ化します。



© 2020 Tanium Inc. All Rights Reserved 107ページ

ヒント：

新しいライセンスをすぐにアクティブ化するには、Tanium Serverサービスを再起動

します。381ページのTanium Serverサービスを管理するを参照してください。

Taniumライセンスに関連する詳細およびタスクについては、KB 記事：Taniumライ

センスの管理を参照してください。

Taniumの鍵の管理

Taniumの鍵の概要

TLS通信

TLSは、ネットワーク上で通信するクライアント・サーバアプリケーション間の認証、プライバシー、

データ整合性を提供するための、デジタル鍵を使用する暗号化プロトコルです。Tanium Core
Platformでは、以下のネットワーク接続 (図9の緑色のライン)においてTLS 1.2をサポートしてい

ます。

l Tanium ClientからTanium Server

l Tanium ClientからZone Server

l Tanium ClientとTanium Client間 (バージョン 7.4以降のみ)

l 高可用性 (HA)展開においてTanium ServerとTanium Server間

l Tanium ServerからZone Server Hub､Zone Server

https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360013476292-How-to-Managing-Tanium-licenses
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360013476292-How-to-Managing-Tanium-licenses
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図9：Tanium Core PlatformにおけるTLS通信

Tanium Core Platform 7.4以降をインストールまたはそれにアップグレードする場合、TLSはプ

ラットフォームサーバ上 (無効化できません)およびTanium Client上でデフォルトで有効化されま

す。TLSについて、およびバージョン7.3以前を実行しているクライアントまたはサーバ上のTLSを
有効化または無効化する手順について詳しくはTanium Core Platform展開参照ガイド：TLS
通信の構成を参照してください。

重要：Taniumの鍵は、Tanium Core Platformコンポーネント間の通信にのみ適用され

ます。組織の公開鍵インフラストラクチャ(PKI)は、Tanium Clientがインストールされてい

るか否かにかかわらず、ネットワークのエンドポイント間で非Tanium通信のセキュリティを

統制しています。

注意：

Taniumの鍵を管理するには管理者予約済みロールが必要です。

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/tls.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/tls.html
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ユーザシステムからTanium ConsoleまたはAPIへのHTTPS接続および、Tanium Serverと
Module Server間のHTTPS接続をセキュアに保護する鍵を管理するにはTanium Core
Platform展開参照ガイド：Tanium Console、API、Module Serverへのアクセスのセキュリ

ティ確保

Tanium Serverにインポートするコンテンツファイルの認証に使用される鍵について詳しく

は237ページのコンテンツファイルの認証を参照してください。

Tanium Core Platformは、さまざまなTaniumモジュールと共有サービスが必要とする追

加接続のTLSをサポートします。詳しくはTanium製品のユーザガイド

(https://docs.tanium.com)を参照してください。

ルート鍵

Tanium Serverをインストールすると、公開 /秘密ルート鍵ペアが自動的に生成されます。これ

らのルート鍵はTaniumの鍵インフラストラクチャの最上部にあり、Tanium Core Platformコン

ポーネント間をセキュアに接続するためのすべての従属する鍵に必要です。これらのコンポーネ

ントがTanium Serverとのセキュアな通信を行えるよう、インストールまたはアップグレード時に

Zone Server、Zone Server Hub、Tanium Clientにルート公開鍵を展開します。

Tanium Serverは、Tanium ClientとのTLS通信用の独立したルート鍵ペアを、そのバージョンに

基づいて使用します。新規インストールまたはアップグレード後の最初に、Tanium Client 7.4
以降ではサーバの値が<Tanium Server FQDN> Root(ルート) 0であるルート公開鍵を使用し

ます(図11を参照 )。バージョン7.4以降で作成する新しいルート公開鍵はそれぞれ、一意の

サーバ値 (<Tanium Server FQDN> Root (ルート) <#>)を持っています。Tanium Client 7.2のルー

ト公開鍵はサーバ値のlegacy-rootを有しています。バージョン7.2の場合、新しい鍵を作成で

きません。

従属する鍵

Tanium Server、Zone Server、Zone Server Hub、およびTanium Clientは従属する鍵をローカ

ルに生成し、個々の鍵ペアのデジタル署名を要求します。TLS通信には署名が必要です。

Tanium Core Platformは、図10に示すように、以下の従属する鍵を使用します。

l TLS鍵： 各Tanium Core PlatformサーバおよびTanium ClientはTLS鍵を使用して他の

サーバやクライアントとのTLS通信を行えるようにします。Tanium Serverはルート秘密鍵

を使用してサーバTLS鍵用の署名を生成します。

l メッセージ署名鍵：Tanium Serverはこれらの鍵を使用して、Tanium Clientに送信する

メッセージ(アクションパッケージ向けなど)に署名します。Tanium Serverはルート秘密鍵

を使用し、メッセージ署名鍵向けの署名を生成します。

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/ssl_certificates.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/ssl_certificates.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/ssl_certificates.html
https://docs.tanium.com/
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l 中間TLS鍵：中間TLS 秘密鍵は、Tanium ClientのTLS鍵の署名を生成するために使

用されます。中間TLS 鍵ペアは、(図10に示すように)ひとつを保有する展開のZone
Serverに存在し、そうでなければTanium Serverに存在します。サーバは、署名と中間

TLS公開鍵の両方を個々のクライアントに返し、TLS 通信を行えるようにします。この機

能のルート鍵の代わりに中間TLS鍵を使用すると、クライアントの登録がより速くなり、

CPU集中も抑制されます。セキュリティを確保するために、ルート鍵から切り離して中間

鍵をローテーションさせることができます。

図10：Taniumの鍵

注意：

ルート公開鍵のコピーは、Zone Server Hubのインストールディレクトリに存在します。(図
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10に示すように)Zone Server HubがTanium Serverと同じホストまたは専用ホストにイン

ストールされているか否かに関係ありません。

Tanium Core Platformサーバ間の通信を有効化するには、信頼も有効化する必要が

あります。詳しくは118ページのTanium Serverの信頼の管理および120ページのZone
Serverとハブの管理を参照してください。

鍵のローテーション

ルート鍵は期限切れにはなりませんが、ルート鍵をローテーションする、つまり、新しい鍵を生

成して古い鍵を破棄することができます。鍵のローテーションは、組織が鍵の定期的なロー

テーションに関するポリシーを策定している場合、あるいはアクティブな鍵のセキュリティが疑わし

い場合に役立ちます。組織に鍵のローテーションに関するポリシーがない場合、ベストプラク

ティスは年に1回以上、6か月に1回未満でルート鍵のローテーションを行うことです。アクティブ

なルート鍵のセキュリティが疑わしい場合、ローテーションをすぐに行ってください。

注意：Tanium Client 7.2のルート鍵のローテーションは行えません。Tanium Consoleは
7.2のルート鍵をサーバの値であるlegacy-rootを用いて同定します(図11を参照 )。

ルート秘密鍵のセキュリティを確保するため、Tanium Consoleはルート公開鍵のみを表示しま

す。ただし、公開鍵を生成するか無効化すると、Tanium Serverは自動的に秘密鍵を生成

および無効化します。さらに、ルート鍵をローテーションさせると、Tanium Core Platformは自

動的にすべての従属する鍵をローテーションさせます。ルート鍵をローテーションさせるか否かに

関係なく、従属する鍵は自動的に設定可能な間隔でローテーションされます。

次の手順は、鍵のローテーションに関するワークフローをまとめたものです。

1. (オプションのベストプラクティス)個々のTanium Serverにおいて、ルート鍵、Tanium
ServerのTLS鍵、メッセージ署名鍵を含むpki.dbファイルを暗号化します。これは、鍵

への不正アクセスを防ぐために実行する1回限りのタスクです。113ページのルート鍵デー

タベースを暗号化するを参照してください。

2. (オプションのベストプラクティス)サーバが後に回復不可能な損傷に見舞われる場合に

備え、個々のTanium Serverに存在するpki.dbファイルをバックアップします。ルート鍵

をローテーションさせる場合には必ずこれを行ってください。114ページのルート鍵をバック

アップするを参照してください。

3. 組織が鍵ローテーションポリシーを策定している場合、従属する鍵がポリシーに適合す

るように自動的なローテーションを設定してください。これは、ポリシーが変更されない限
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り、1回限りのタスクです。116ページの従属する鍵の自動ローテーションを設定するを参

照してください。

4. 新しいルート公開鍵を生成します。Tanium Serverは対応する新しい秘密鍵を自動で

生成し、従属する新しい鍵の作成をトリガーします。114ページのルート鍵を生成するを

参照してください。

ベストプラクティスとして、古いルート鍵を取り消す前に1週間待ち、すべてのTanium
Core Platformコンポーネント用の新しい鍵の生成プロセスが終了するのを確認します。

取り消すと、このプロセスを終了しなかったすべてのコンポーネントについて、新しい鍵を

生成するためにさらに多くの処理リソースとネットワークトラフィックが費やされることになり

ます。ただし、ルート鍵のセキュリティが疑わしい場合、新しい鍵の生成後すぐに古い

キーを取り消します。

5. 古いルート公開鍵を取り消します。Tanium Serverは、関連する秘密鍵を自動的に取

り消し、古いルート鍵および従属する鍵に関する取り消し指示をすべてのTanium Core
Platformコンポーネントに伝えます。詳細については115ページのルート鍵を取り消すを

参照してください。

ルート鍵の情報を表示する

[Configuration (設定 )] > [Tanium Server] > [Root Key Management (ルート鍵の管理 )]
ページにはアクティブな個々のルート公開鍵のタイルが表示され、また、取り消された鍵の取

り消し詳細をリストアップしたグリッドも表示されます。高可用性展開では、このページに両方

のTanium Serverの鍵が、それらの間の信頼が承認された後にのみ表示されます(118ページ

のTanium Serverの信頼の管理を参照 )。鍵は、その鍵のハッシュダイジェストである個々の

[Fingerprint (指紋 )]によって、また、サーバの値によって同定できます。Tanium Serverが
Tanium Client 7.2とのTLS通信に使用するルート公開鍵はlegacy-rootのサーバ値を有してい

ます。他のすべての鍵は、Tanium Core PlatformサーバとTanium Client 7.4以降とのTLS通信

に使用されます。
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図11：Taniumルート公開鍵

ルート鍵データベースを暗号化する

不正アクセスを防止するためのベストプラクティスとして、Tanium Serverがpki.dbファイルに

保存しているルート鍵を暗号化するパスワードを指定します。高可用性展開の場合、各

Tanium Server上でこのタスクを実行します。

ヒント：Tanium Consoleは、設定するほとんどの設定の値を表示します。ただし、セキュ

リティを確保するため、コンソールは暗号化パスワードを表示しません。ただし、手動で

明らかにする場合を除きます。91ページの保護されたTanium Serverの設定を表示す

るを参照してください。

暗号化パスワードを設定する

PKIDatabasePassword設定を追加してルート鍵を暗号化します。
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1. [Configuration (設定 )] > [Tanium Server] > [Local Settings (ローカル設定 )]へ移動

し、[New Setting (新しい設定 )]をクリックします。

2. [Setting Name (設定名 )]にはPKIDatabasePasswordを入力します。

3. [Setting Value (設定値 )]にはパスワードを入力します。

4. [Value Type (値の種類 )]を[保護 (protected)]に設定します。

5. [Save (保存 )]をクリックし、プロンプトが表示されたら操作を確認します。

ヒント：ベストプラクティスとして、パスワードを安全な場所に保管します。

暗号化パスワードを変更する

PKIDatabasePassword設定を追加した後に、以下の方法でパスワードを変更することができ

ます。

1. [Configuration (設定 )] > [Tanium Server] > [Local Settings (ローカル設定 )]へ移動

します。

2. PKIDatabasePassword設定を選択します。

3. [Edit (編集 )]をクリックし、[Setting Value (設定値 )]に新しいパスワードを入力します。

4. [Save (保存 )]をクリックし、プロンプトが表示されたら操作を確認します。

ルート鍵をバックアップする

ルート鍵をローテーションさせる際のベストプラクティスとして、最初にルート鍵を含むpki.db
ファイルをバックアップし、さらに、そのファイルを暗号化した場合にはその関連パスワードもバッ

クアップします。Tanium Serverに障害が発生した場合、このバックアップを使用できます。

<Tanium_Server>/backupsフォルダのpki.dbファイルを、バックアップを保管しているホ

ストにコピーし、安全な場所にパスワードを保存します。高可用性 展開の場合、各Tanium
Server上でこのタスクを実行します。

また、Tanium Server上でバックアップpki.dbを復元する場合、関連するTaniumデータベー

スも復元してTanium ClientがそのTanium Serverに接続できるようにしなければなりません。し

たがって、pki.dbをバックアップする際には必ずTaniumデータベースをバックアップしてくださ

い。

ルート鍵を生成する

Tanium Serverごとに最大で2つのアクティブな公開 -秘密ルート鍵ペアを生成できます。高可

用性 展開の場合、各Tanium Server上でこのタスクを実行します。
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1. [Configuration (設定 )] > [Tanium Server] > [Root Key Management (ルート鍵の管

理 )]へ移動します。

2. 新しい公開 -秘密ルート鍵ペアが要求されるTanium Serverの名前の横にある[Create
Key (鍵を作成 )]をクリックします。[Root Key Management (ルート鍵の管理 )]ページに

は、ルート公開鍵の詳細が新しいタイルに表示されます。

ルート鍵を取り消す

Tanium Core Platformコンポーネント間の通信が中断しないようにするために、最初に新しい

鍵ペアを生成して置き換えるまでルート鍵ペアを取り消すことはできません。古いルート鍵ペア

を取り消す前にキーのローテーションのワークフローを確認してください。高可用性 展開の両

方のTanium Server上で鍵を取り消さなければなりません。次の方法で鍵を取り消します。

1. (高可用性展開の場合のみ)鍵を取り消すTanium Serverがアクティブなルート鍵ペアを

ひとつのみ持っている場合、その鍵を取り消す前に当該サーバの信頼を取り消さなけ

ればなりません。119ページの信頼を取り消すを参照してください。

2. [Configuration (設定 )] > [Tanium Server] > [Root Key Management (ルート鍵の管

理 )]へ移動します。

3. [Active Root Keys (アクティブなルート鍵 )]セクションで、公開鍵のタイルの[Revoke (取
り消し)]をクリックし、プロンプトが表示されたら操作を確認します。

インフラストラクチャ設定ファイル(鍵 )をダウンロードする

Zone Server、Zone Server Hub、Tanium Clientは、Tanium Serverを認証してTanium Server
との通信を有効化しなければなりません。サーバおよびクライアントのバージョン7.4は、認証に

向けた初期化バンドル(tanium-init.dat)内にある鍵 (ルート公開鍵を含む)を使用しま

す。Tanium Clients 7.2以前では、認証に向けてルート公開鍵 (tanium.pub)のみを使用し

ます。Tanium Serverから初期化ファイルまたは公開鍵ファイルをダウンロードすることにより、

Tanium Client、Zone Server、Zone Server Hubにファイルを展開できます。

注意：サーバおよびクライアントのバージョン7.4以降の場合、新しいインストールには初

期化バンドルが必要です。アップグレード済みであり、7.2クライアントを増やして展開す

る計画である場合、公開鍵を使用します。アップグレード済みであり、新しい7.4クライ
アントを展開する計画である場合、初期化バンドルの使用がベストプラクティスです。

1. (高可用性展開の場合のみ)高可用性 展開においてTanium Server間の信頼を有効

化します(まだ有効化していない場合 )。信頼の確立にあたり、サーバは必要な鍵を交

換し、各サーバ上のtanium-init.datファイルに両サーバの公開鍵が含まれるよう

にします。詳しくは118ページのTanium Serverの信頼の管理を参照してください。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_keys_management.html#key_rotation
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2. [Configuration (設定 )] > [Tanium Server] > [Infrastructure Configuration Files (イン

フラストラクチャ設定ファイル)]へ移動します。

3. どのファイルが必要であるかに基づき、クライアントv7.4+およびZone Serverまたはクライア

ントv7.2およびv6.xセクションの[Download (ダウンロード )]をクリックします。

4. オプションで、デフォルトのファイル名を変更し、OKをクリックします。ファイルは、Tanium
Consoleへのアクセスに使用するシステムのDownloadsフォルダに表示されます。

tanium-init.datまたはtanium.pubを展開するには、関連するユーザガイドを参照し

てください。

l Tanium Client：Tanium Client Managementユーザガイドを参照してください。

l Zone Serverおよびハブ：https://docs.tanium.comへアクセスし、[Tanium Core Platform
Servers (Tanium Core Platformサーバ)]を検索して展開ガイドを見つけます。Zone
ServerとHubのインストールまたはアップグレードに関連するタスクを実行します。

従属する鍵の自動ローテーションを設定する

Tanium Core Platformのコンポーネントは、ローテーションの時期が到来したら従属する新しい

鍵ペアを自動で生成します。たとえば、Tanium Clientは、デフォルトでそれぞれ7日間の有効

期間 (有効期限の間隔 )が終了する4時間前 (更新ウィンドウ)に個々のTLS鍵を更新しま

す。更新ウィンドウによって、コンポーネントが最新の鍵の有効期限切れ前にTanium環境に

おける信頼を再確立できる十分な時間を確保できます。有効期間と更新ウィンドウを設定

し、組織のポリシーに一致させます。組織においてポリシーが策定されていない場合、デフォル

トのウィンドウと有効期間を使用することがベストプラクティスです。各タイプの従属する鍵ペア

について次の手順を実行します。

1. [Administration (管理 )] > [Global Settings (グローバル設定 )]へ移動し、グリッド内の

設定を選択します(表12を参照 )。

2. [Selected System Setting (選択されたシステム設定 )]ペインで[Edit (編集 )]をクリック

します。

3. [Setting Value (設定値 )]において、適切な有効期間または更新ウィンドウを入力しま

す。

4. [Affects (影響 )]ドロップダウンリストにおいて、設定に基づきオプションを選択します。

l PKIClientTLSKeyRenewalWindowHours：[Client (クライアント)]を選択します。

l その他のすべての設定：[Server (サーバ)]を選択します。

5. [Save (保存 )]をクリックします。

https://docs.tanium.com/client_management/client_management/index.html
https://docs.tanium.com/
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設定 ガイドライン

pki_server_tls_key_duration_days Tanium Serverが別の(高可用性 展開の)Tanium Server、
Zone Server Hub、(Zone Serverなしの展開における)Tanium
ClientとのTLS通信に使用する鍵ペアの有効期間。デフォルト

は7日です｡

pki_server_tls_key_renewal_window_
hours

Tanium Serverが別の(高可用性 展開の)Tanium Server、
Zone Server Hub、(Zone Serverなしの展開における)Tanium
ClientとのTLS通信に使用する鍵ペアの更新ウィンドウ。デフォ

ルトは4時間です。

pki_message_signing_key_duration_
days

Tanium Serverが、Tanium Clientに送信する(アクションパッ

ケージ向けなどの)メッセージに署名するために使用する鍵ペ

アの有効期間。デフォルトは180日です｡

pki_message_signing_key_renewal_
window_hours

Tanium Serverが、Tanium Clientに送信する(アクションパッ

ケージ向けなどの)メッセージに署名するために使用する鍵ペ

アの更新ウィンドウ。デフォルトは4時間です。

pki_hub_tls_key_duration_days Zone Server HubがTanium ServerとZone ServerとのTLS通信

に使用する鍵ペアの有効期間。デフォルトは60日です｡

pki_hub_tls_key_renewal_window_
hours

Zone Server HubがTanium ServerとZone ServerとのTLS通信

に使用する鍵ペアの更新ウィンドウ。デフォルトは4時間です。

pki_zoneserver_tls_key_duration_
days

Zone ServerがZone Server HubとTanium ClientとのTLS通信

に使用する鍵ペアの有効期間。デフォルトは60日です｡

pki_zoneserver_tls_key_renewal_
window_hours

Zone ServerがZone Server HubとTanium ClientとのTLS通信

に使用する鍵ペアの更新ウィンドウ。デフォルトは4時間です。

pki_client_tls_ca_key_duration_days Zone Serverまたは(Zone Serverなしの展開における)Tanium
Serverが新しいTLS鍵ペアの生成時にTanium Client向けにデ

ジタル署名を提供するために使用する鍵ペアの有効期間。デ

フォルトは180日です｡

pki_client_tls_ca_key_renewal_
window_hours

Zone Serverまたは(Zone Serverなしの展開における)Tanium
Serverが新しいTLS鍵ペアの生成時にTanium Client向けにデ

ジタル署名を提供するために使用する鍵ペアの更新ウィンド

ウ。デフォルトは168時間(7日間)です。

pki_client_tls_key_duration_days Tanium Clientが相互に、および(Zone Serverなしの展開にお

ける)Zone ServerまたはTanium ServerとのTLS通信に使用す

る鍵ペアの有効期間。デフォルトは7日です｡

表12：鍵のローテーションの設定
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設定 ガイドライン

PKIClientTLSKeyRenewalWindowHours Tanium Clientが相互に、および(Zone Serverなしの展開にお

ける)Zone ServerまたはTanium ServerとのTLS通信に使用す

る鍵ペアの更新ウィンドウ。デフォルトは4時間です。

Tanium Serverの信頼の管理

同期およびフェイルオーバーに向けた通信を行えるよう、アクティブ/アクティブHA(高可用性 )ク
ラスタにおいてTanium Server間の信頼を有効化しなければなりません。以下のユースケース

に対応するために信頼を有効化します：

l Tanium Core Platform 7.3以前のバージョンからアップグレードしましたが、信頼を有効

化してマッピングを設定しなければなりません。なぜなら、バージョン7.4以降において

サーバでそれらが要求されるからです。

l Tanium Serverの新規インストールを完了させ、それらの間で信頼を有効化する必要

があります。

l 最初にTanium Serverをスタンドアロン(非HA)設定に展開したものの、現在、2番目の

サーバを展開して高可用性を実現したいと考えています。

l 高可用性展開においてTanium Serverの1つを置き換える必要があります。この場合、

古いサーバの信頼状態を取り消し、新しいサーバ向けの信頼を有効化する必要があ

ります。

[Configuration (設定 )] > [Tanium Server] > [Trusted Tanium Servers (信頼済みTanium
Server)]ページにアクセスすると、有効化された、および取り消された信頼状態に関する詳細

が[Trust History (信頼履歴 )]グリッドに表示されています。

注意：Tanium Serverの信頼を管理するには[Administrator (管理 )]予約済みロール

が必要です。

Tanium Server間の信頼を有効化する

使用を開始する前に

l 両方のTanium ServerをHAクラスタにインストールします。手順については、Tanium Core
Platform Servers (Tanium Core Platformサーバ)の下にあるTaniumインフラストラクチャ

に関する展開ガイドを参照してください。2番目のTanium Serverを追加すると、サーバ

は両方ともTaniumデータベースを通じて自動的にもう片方のサーバの存在を検出し、

[Configuration (設定 )] > [Tanium Server] > [Trusted Tanium Servers (信頼済み

Tanium Server)]ページに表示します。

https://docs.tanium.com/
https://docs.tanium.com/
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l 個々のTanium Serverにおいてアクティブなルート公開鍵のフィンガープリントを記録しま

す。そのフィンガープリントを使用してサーバのIDを確認します。フィンガープリントを表示

するには、各サーバのTanium Consoleにログインし、[Configuration (設定 )] > [Tanium
Server] > [Root Key Management (ルート鍵の管理 )]を選択します。

信頼を承認する

1. Tanium ServerのTanium Consoleにログインします。

コンソールの最上部にメッセージが表示され、ログインしたサーバの高可用性ピアである

Tanium Serverにおいて信頼の承認が要求されることを示します。

2. [Configuration (設定 )] > [Tanium Server] > [Trusted Tanium Servers (信頼済み

Tanium Server)]へ移動します。

このページには、ログインしたサーバに関連する信頼が要求されるTanium Serverに関

する情報が表示されます。

3. その信頼を要求するTanium ServerのIDを、その[Root Key Fingerprint (ルート鍵のフィ

ンガープリント)]と[IP Address (IPアドレス)]で検証します。

注意：Tanium Serverの識別子が誤っている場合、そのサーバを廃止してから信

頼を拒否します。拒否された信頼は、Tanium Serverの特定のインスタンスにお

いて不可逆的です。その後、信頼を承認するには、サーバをアンインストールして

再インストールし、新しいルート鍵ペアを生成できるようにします。

4. [View More (詳細を表示 )]をクリックし、信頼承認ワークフローを開始します。

5. [Accept (承認 )]をクリックし、プロンプトが表示されたら操作を確認します。

[Trust Status (信頼状態 )]は、もう片方のTanium Serverの信頼が有効化されるまで

は[Pending (保留中 )]のままです。

6. もう片方のTanium Server上でこれと同じ手順を繰り返す必要があります。終了する

と、[Trust Status (信頼状態 )]は[Trusted (信頼済み)]に変更されます。

信頼を取り消す

高可用性展開内のTanium Serverのひとつを置き換える場合、古いサーバの現在の信頼状

態を以下の手順で取り消してから新しいサーバの信頼を有効化します。

1. 現在は信頼されていて取り消すTanium ServerのTanium Consoleにログインします。

2. [Configuration (設定 )] > [Tanium Server] > [Trusted Tanium Servers (信頼済み

Tanium Server)]へ移動します。

3. 信頼を取り消すTanium Serverのタイルで、[Revoke (取り消し)]をクリックし、プロンプト

が表示されたら操作を確認します。
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Zone Serverとハブの管理

個々のTanium ServerとTanium Zone Server Hub間の信頼を有効化し、通信できるようにし

なければなりません。また、個々のTanium Zone ServerをZone Server Hubにマップし、信頼

済みのZone Serverのみがハブと通信できるようにする必要もあります。高可用性 (HA)展開で

は、個々のTanium ServerおよびZone Server Hubについて信頼を有効化し、マッピングを設

定することができます。これらの手順は以下のユースケースに対応しています。

l Tanium Core Platform 7.3以前のバージョンからアップグレードしましたが、信頼を有効

化してマッピングを設定しなければなりません。なぜなら、バージョン7.4以降において

サーバでそれらが要求されるからです。

l Tanium Server、Zone Server、Zone Server Hubの新規インストールを完了させており、

現在、信頼を有効化してマッピングを設定する必要があります。

l Zone ServerまたはZone Server Hubを既存の展開に追加しなければなりません。

l Zone ServerまたはZone Server Hubを置き換える必要があります。この場合、信頼状

態を取り消し、古いハブのマッピングを削除し、新しいハブの信頼を有効化してマッピン

グを設定する必要があります。

注意：Zone Serverとハブ間の信頼とマッピングを管理するには、[Administrator (管理

者 )]予約済みロールが必要です。

信頼を有効化し、マッピングを設定する

使用を開始する前に

Tanium Server、Zone Server、Zone Server Hubをインストールします。手順については、

Tanium Core Platform Servers (Tanium Core Platformサーバ)の下にあるTaniumインフラスト

ラクチャに関する展開ガイドを参照してください。Zone Server Hubを追加すると、Tanium
Consoleはそれを、[Configuration (構成 )] > [Tanium Server] > [Zone Server Hub Trusts
(Zone Server Hubの信頼 )]ページにタイルとして自動で表示します。

高可用性 展開において、以下のタスクを個々のTanium Serverにおけるシーケンスで実行し

ます。

ZONE SERVER HUBの信頼を承認する

各Zone Server Hubに対して、次の手順を実行します。

https://docs.tanium.com/
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注意：Zone Server Hubをバージョン7.3以前からアップグレードした場合、そのハブは信

頼が承認された後にZoneServerList.txtファイルをZone Serverマッピングに移行

させます。

1. Zone Server HubをインストールしたホストのCLIにログインします。

2. Zone Server Hubインストールディレクトリ(例：\Program Files
(x86)\Tanium\Tanium ZoneServer)に移動します。

> cd <Zone Server>

3. Zone Server Hubの登録フィンガープリントを表示します。

> TaniumZoneServer pki show-registration-fingerprint

4. Tanium ServerのTanium Consoleにログインします。

5. [Configuration (構成 )] > [Tanium Server] > [Zone Server Hub Trusts (Zone Server
Hubの信頼 )]へ移動します。

このページにはインストールした個々のZone Server Hubのタイルが表示されます。

6. [Fingerprint (フィンガープリント)] およびそのIP アドレスまたはFQDNで個々のZone
Server HubのIDを検証します。

注意：Zone Server Hubの識別子が誤っている場合、そのハブを廃止してからそ

の信頼を拒否します。拒否された信頼は、ハブの特定のインスタンスにおいて不

可逆的です。その後、信頼を承認するには、ハブをアンインストールして再インス

トールし、新しいフィンガープリントを生成できるようにします。

7. [Zone Server Hub (Zone Serverハブ)]タイルにおいて[Accept/Deny (承認 /拒否 )]をク

リックし、信頼承認ワークフローを開始します。

8. そのハブの詳細が正しいことを確認し、[Accept (承認 )]をクリックし、ログインパスワード

を入力し、OKをクリックします。

[Zone Server Hub (Zone Serverハブ)]タイルにおいて、信頼の[Status (ステータス)]は
[Approved (承認済み)]に変更されます。

ZONE SERVERからZONE SERVER HUBへのマップ

Zone Server Hubの信頼を承認したら、各Zone Serverについて次の手順を実行します。
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1. Zone Server CLIにログインします。

2. Zone Serverのインストールディレクトリに移動します(例：\Program Files
(x86)\Tanium\Tanium ZoneServer)。

> cd <Zone Server>

3. Zone Serverの登録フィンガープリントを表示します。

> TaniumZoneServer pki show-registration-fingerprint

4. Tanium Consoleにログインします。

5. Zone Server Hubタイルにおいて[Add Zone Server (Zone Serverの追加 )]をクリックしま

す。

6. Zone ServerのIP アドレスまたはFQDNを入力します。Zone Server Hubからのトラフィック

に向けてデフォルトの17472ではないポートを使用するようにZone Serverを設定した場

合、そのポートを<[FQDN] | [IP address]>:<port>の形式で指定しなければなりませ

ん(例：zs1.example.com:17473または192.168.2.1:17473)。

ヒント：Zone Server HubとTanium Clientからのトラフィックに別々のポートを設定

することは、Zone Serverのセキュリティを改善するためのベストプラクティスです。詳

しくはWindows用Tanium Core Platform展開ガイド：Zone Server Hubおよび

Tanium Clientからのトラフィックのポートを設定するを参照してください。

7. [OK]をクリックし、ログインパスワードを入力し、もう一度 [OK]をクリックします。

Tanium Consoleは、マッピングの表示に数分かかる場合があります。すると、Zone
Serverタイルにおいて、マッピングの[Status (ステータス)]に(Pending [保留中 ])が表示

されます。マッピングはまた、[Zone Servers to Zone Server Hub Mappings (Zone
ServerからZone Server Hubへのマッピング)]グリッドにも表示されます。

8. [Zone Server]タイルにおいて[Accept/Deny (承認 /拒否 )]をクリックし、マッピングのワーク

フローを開始します。

9. [Fingerprint (フィンガープリント)] およびそのIP アドレスまたはFQDNで個々のZone
ServerのIDを検証します。

注意：Zone Serverの識別子が誤っている場合、そのサーバを廃止してからその

信頼を拒否します。

10. [Accept (承認 )]をクリックし、ログインパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

[Zone Server (Zone Server)]タイルにおいて、マッピングの[Status (ステータス)]は
[Approved (承認済み)]に変更されます。

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/installing_tanium_zone_server.html#ZS_separate_ports
https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/installing_tanium_zone_server.html#ZS_separate_ports


© 2020 Tanium Inc. All Rights Reserved 123ページ

信頼を取り消し、マッピングを削除する

Zone Server Hubのひとつを置き換える必要がある場合、古いハブの信頼状態とZone Server
のマッピングを取り消し、新しいハブの信頼とマッピングを確立します。Zone Serverを置き換え

る必要がある場合、そのハブのマッピングを削除し、新しいZone Serverのマッピングを作成し

ます。高可用性 展開の場合、各Tanium Server上でこれらのタスクを実行します。

ZONE SERVER HUBを取り消す

1. Tanium ServerのTanium Consoleにログインします。

2. [Configuration (構成 )] > [Tanium Server] > [Zone Server Hub Trusts (Zone Server
Hubの信頼 )]へ移動します。

このページには個々のZone Server Hubのタイルが表示されます。

3. Zone Server Hubタイルにおいて、[Revoke (取り消し)]をクリックし、ログインパスワードを

入力し、[OK]をクリックします。

Zone Server Hubセクションにそのハブのタイルは表示されなくなります。

ZONE SERVERを取り消す

1. Tanium ServerのTanium Consoleにログインします。

2. [Configuration (構成 )] > [Tanium Server] > [Zone Server Hub Trusts (Zone Server
Hubの信頼 )]へ移動します。

このページには個々のZone Serverのタイルが表示されます。

3. Zone Serverタイルにおいて、[Revoke (取り消し)]をクリックし、ログインパスワードを入力

し、[OK]をクリックします。

Zone Serverセクションにそのハブのタイルは表示されなくなります。

ZONE SERVER HUBからZONE SERVERへのマッピングを削除する

1. Tanium ServerのTanium Consoleにログインします。

2. [Configuration (構成 )] > [Tanium Server] > [Zone Server Hub Trusts (Zone Server
Hubの信頼 )]へ移動します。

[Zone Servers to Zone Server Hub Mappings (Zone ServerからZone Server Hubへの

マッピング)]グリッドは各マッピングのエントリを持っています。

3. マッピングを選択し、[Delete Mapping (マッピングを削除 )]をクリックし、ログインパスワー

ドを入力し、[OK]をクリックします。
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パート6：Questionを実行する

Tanium Interactを使用してQuestionをすると、エンドポイントから情報を取得できます。たとえ

ば、エンドポイントで重要なセキュリティパッチが存在しないかどうかを判定するQuestionをする

ことができます。エンドポイントが返すQuestionの結果に基づいて、セキュリティパッチのインス

トールといったアクションを展開できます。Questionの発行に必要なユーザロールとアクセス権

限については37ページのTanium Interactのアクセス権限を参照してください。

Questionとは？

TaniumのQuestionは、Tanium Serverからマネージドエンドポイントに発行するクエリです。ダイ

ナミックQuestionは、Interactの[Ask a Question (Questionの実行 )]またはQuestion Builder
(Questionビルダ)]機能を通じて作成および発行します。保存済みQuestionは、これらの機

能を使用して再構成することなく、Questionを再発行することができる設定オブジェクトです。

[Ask a Question (Questionの実行 )]機能は、自然言語パーサ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｡ パーサは入力内容を解釈し、有効なクエリ数を提案する

ため､それらクエリを利用してTanium Clientに送信するQuestionを一定の形式にすることがで

きます｡ Interactは、InteractのホームページおよびInteractコンテンツページの上部にある

[Question Bar (Questionバー)]のテキスト入力フィールドとして、[Ask a Question (Questionの
実行 )]機能を提供します。

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。

図12：自然言語パーサ
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Questionには取得する情報を指定するget句と対象エンドポイントを指定するfrom句があり

ます。基本的なQuestionには、以下が含まれます。

l get句の1つ以上のセンサー名 (例 :最後にログインしたユーザ)

l from句のFrom all machines(Tanium Clientをホストするすべてのエンドポイント )

高度なQuestionには、フィルタ句とパラメータ化センサーを含みます。

Question構文の詳細については、387ページの参照： Questionの例および391ページの関連

情報：高度なQuestion構文 を参照してください。

センサーとは？

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。Tanium Serverは、Tanium Clientの登録中にセンサーをエンドポイントに分散し

ます。センサーでは、以下のような情報を収集するQuestionを実行ができます。

l ハードウェア/ソフトウェアのインベントリと設定を取得する

l 実行中のアプリケーションとプロセス

l ファイルとディレクトリ

l ネットワーク接続

Tanium Serverのインストールプロセスは、センサーを含むデフォルトのコンテンツパックを自動的

にインポートします。インポートするその他のTaniumソリューションは、インポートするTaniumコン

テンツパックまたはTaniumソリューションモジュールに応じて、より多くのセンサーを追加する場

合があります。Taniumが提供するコンテンツ内に必要なセンサーが見つからない場合は、カス

タムセンサーを作成できます。

詳しくは194ページのセンサーの管理を参照してください。

計数Questionと非計数Question

計数Questionは、特定の回答文字列が複数のエンドポイントに対して同じになる可能性が

ある結果を返します。[Question Results (Questionの結果 )]グリッドには、各共通回答のエ

ンドポイント数を示すカウント列が表示されます。計数Questionには、センサーを1つだけ含め

ることができます｡ Get Tanium Client Logging Level from all machinesは、

LogVerbosityLevel設定の値を返すセンサーを持つ計数Questionの例です。エンドポイントで

回答メッセージに回答を追加するよう促すメッセージが表示されると、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、多くのエンドポイントは一般的な回答をいくつか提供

するだけなので、Tanium ServerでのQuestionのフットプリントは比較的小さくなります。
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図13：計数Question

非計数Questionには、各エンドポイントから一意の文字列を返すセンサーがあります。たとえ

ば、Get Tanium Client IP Address from all machines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Questionのデータフットプリントは大きくなる

ことがあります。

図14：非計数Question

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

数Questionがtoo many resultsという回答を返す場合のために、計数Question
を非計数Question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

Questionを作成すると、get句のAND演算子を使用して、複数のセンサーを指定することがで

きます。[Question Results (Questionの結果 )]ページは、次の例に示すように、最初のセン

サー、次のセンサーというように結果をグループ化します。

図15：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を使用すると、[Question Bar (Questionバー)]または[Question Builder
(Questionビルダ)]にQuestionを入力するときに指定した値を使用します。次の例は、File
Existsセンサーについて説明しています。Tanium Consoleは、ファイルパスとファイル名を指定す

るよう促します｡
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図16：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つのプロセスを確認しよ

うとしているとします。Questionの構文は以下のようになります｡

Get High CPU Process[5] from all machines

複数のパラメータを持つセンサーの場合は、コンマで区切ったパラメータの順序付きリストを渡

すことができます。たとえば、ID1を使用したアクションのアクションログから最初の10行を表示す

るには、次のようにパラメータリストを指定します。

Get Tanium Action Log[1,10] from all machines

フィルタを使用するQuestion

フィルタを使用すると、デフォルトの「all machines」より少ないエンドポイントに絞り込んだ

Questionを作成できます。たとえば、次の高度なQuestionは、特定のプロセス名または値を

持つエンドポイントのみを対象としています。

図17：Questionのフィルタ

左側 (get句 )は完全で有効なクエリです。右側には「from all machines with 」条件を使

用したフィルタがあります。from句のフィルタは、エンドポイントによって処理されるQuestionの
最初の部分です。エンドポイントデータがこのフィルタに一致しない場合、エンドポイントはそれ

以上Questionを処理しません。Questionに複数のフィルタがある場合、エンドポイントは各フィ

ルタを評価します。フィルタ条件は、ブール値のtrueまたはfalseで評価されます。たとえば、

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。フィルタが
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trueに評価される場合、エンドポイントはQuestionの左側にセンサーを実行し、結果を返しま

す。

[File Exists[]]のようなパラメータ化センサーは、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

ルタ式にセンサーを入力する際は、注意が必要です。

図18：例：パラメータ化センサーを使用したQuestion

フィルタ式with File Exists["C:\Program Files\PuTTY\putty.exe"] containing

"Exists"は、結果がFile Exists: C:\Program Files\PuTTY\putty.exeの場

合 true、結果がFile does not existではfalseと評価され、回答セットをフィルタリング

するために使用できます。
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図19：例：パラメータ化センサーを使用したフィルタリング

フィルタ式は文字列または正規表現のどちらでも一致検索できます。下表に、[Question
Builder (Questionビルダ)]を使用するときに表示される通りのサポートされているフィルタ演算

子を示します。[Question Builder (Questionビルダ)]から読み込まれた、または[Question Bar
(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 使用方法

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"

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"

表13：フィルタ演算子
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フィルタ演算子 使用方法

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 (リストの1つに一

致)
センサー値が指定された文字列の1つに一致する。文字列は空白なしでコンマ区

切りします。Questionを読み込むと、Question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。

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

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

http://www.boost.org/doc/libs/1_54_0/libs/regex/doc/html/boost_regex/syntax/perl_syntax.html
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数列センサーのQuestionを含む複雑なフィルタ式の例については、391ページの関連情報：高

度なQuestion構文 を参照してください。

QuestionバーからQuestionを発行する

InteractのQuestionバーには、Questionをすばやく作成するために使用できるテキスト入力

フィールドがあります。Questionバーは、シンプルなQuestionを発行する場合、またはフィルタ、

正規表現、または演算子を含む高度なQuestionを手動で入力するのに十分なTaniumの

Question構文を理解する場合に特に役立ちます。

ヒント：Question作成中にガイダンスを作成したい場合は、133ページのQuestionビルダ

を通してQuestionを送信するを参照してください。Question構文の詳細については、

387ページの参照： Questionの例および391ページの関連情報：高度なQuestion構文

を参照してください。Questionの結果に関連する詳細とタスクについては144ページの

パート7：Questionの結果を管理するを参照してください。

1. Tanium Consoleホームページ、Interactのホームページ、またはInteractコンテンツページ

に移動します。

2. (Interactコンテンツページのみ)折りたたまれた [Question Bar (Questionバー)]を開い

て、[Ask a Question (Questionの実行 )]フィールドを表示します。

3. ページ上部の[Ask a Question (Questionの実行 )]フィールドにQuestionを入力します。

Interactは自然言語パーサを使用して入力情報を解釈します。Questionテキストには

自然な英語で、完全な文章、大文字と小文字の区別、厳密に正しいスペルは必要

ありません。

Questionでfrom句を指定しない限り、Interactはデフォルトのfrom all machinesを使

用します。このデフォルト値は、コンピュータグループの管理権限があるすべてのマネージ

ドエンドポイントがQuestionに答えを返すよう指定します。

4. [Search (検索 )]をクリックします。

Interactは、一連の提案されたQuestionを有効な構文で、Questionテキストにどれだけ

近いかという順序で上から下にリストします。たとえば、last logged in Userを指定し

た場合、最上位のQuestionはGet Last Logged In User from all machinesになり

ます。
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Questionテキストにパラメータ化されたセンサーが含まれている場合、Interactは提案さ

れた各Questionのパラメータ数を示します。

5. 提案されたQuestionをクリックして問題を解決します。Questionがパラメータ化されたセ

ンサーを持っている場合は、[Expand (拡張 )] をクリックします。パラメータ値を入力し、

[Go]をクリックして、Questionを発行します。

[Question Results (Questionの結果 )]ページが開き、エンドポイントから回答が表示さ

れます。

Questionビルダを通してQuestionを送信する

[Question Builder (Questionビルダ)]は、ダイナミックQuestionを作成するためのガイド付き方

法を提供します。フィルタをはじめとして､get文とfrom句を完成するのに役立つフォームフィー

ルドがあります。

図20：Questionビルダ
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1. [Question Builder (Questionビルダ)]ページを開きます。

l 新しいQuestionを作成するには、[Ask a Question (Questionの実行 )]ボックスの

右上にある[Question Builder (Questionビルダ)]をクリックします。

l 既に発行したQuestionに絞り込むには、Questionフィールドの下にある[Copy to
Question Builder (Questionビルダにコピー)]をクリックします。

2. +と次のデータを入手するをクリックして、get文を作成します。センサー名を入力するため

のテキストフィールドを含む行が表示されます。

3. センサー名フィールドに入力を開始し、タイプヘッドを使用してセンサーを選択し、

[Apply (適用 )]をクリックします。
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あるいは、センサー名フィールドの下にある[Browse all Sensors (すべてのセンサーのブラ

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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4. 複数の[Question Results (Questionの結果 )]列にデータを配信するセンサーでは、列

データの一致に基づいてフィルタを追加できます。[Question 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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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。

5. (オプション)次のデータを入手するまたはコンピュータからセクションでフィルタを追加する場

合、フィルタの下の高度なセンサーオプションをクリックして、次の設定を構成します。
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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14：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、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。

6. コンピュータからの横の+をクリックし、次のいずれかのオプションを選択して、from句を作

成し、[Apply (適用 )]をクリックします。

l Add Row (行を追加 ): エンドポイントが一致する必要がある1つ以上の条件を追

加します。センサーまたはコンピュータグループ(管理グループまたはフィルタグルー

プ)に基づいたマッチング(フィルタタイプ)をベースにすることができます。

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な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。

入れ子のフィルタをはじめとして、複数のフィルタを構成できます。たとえば、コンピュータ

にインストールされているウェブブラウザを調査する場合は、from句で Boolean ANDおよ

び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。
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7. (オプション)[Advanced Question Options (高度なQuestionオプション)]をクリックして、

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

ンピュータIDを含めさせることで、計数Questionと非計数Question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。

非計数Questionでは、Tanium Consoleは報告している各Tanium Clientの結果を集

計します。

計数Questionについては、Tanium Consoleは、各ユニークな結果の行を表示します。

8. [Ask Question (Questionの実行 )]をクリックして、Questionを発行します。

[Question Results (Questionの結果 )]ページが開き、エンドポイントから回答が表示さ

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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れます。

Questionの有効期限

ダイナミックまたは保存済みQuestionを発行すると、Tanium ServerはQuestionIDをQuestion
に割り当てます。ウェブブラウザのURLフィールドにQuestionIDが表示されます。QuestionIDは
10分後に「期限切れ」となり、そのURLは無効になります。つまり、ページを更新したり、リンク

を共有したりできるのは、その10分間だけです。

図21：Question ID

10分後にURLに移動すると、InteractはQuestionの期限が切れたことを示すメッセージを表

示し、[Question Bar (Questionバー)]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。

図22：Questionの有効期限切れメッセージ



© 2020 Tanium Inc. All Rights Reserved 142ページ

Question履歴

[Administration (管理 )] > [Question History (Questionの履歴 )]ページで次のタスクを実行

します。

注意：[Question History (Questionの履歴ページ)]を表示するには、ユーザには履歴

の読み取り(マイクロ管理者 )のアクセス権限を持つロールが必要です。ただし、このアク

セス権限は、[Question History (Questionの履歴ページ)]ページからQuestionを読み

込むことはできません。管理者予約ロールを持つユーザは、[Question History
(Questionの履歴ページ)]ページを表示し、そのページからQuestionを読み込むことがで

きます。

l 発行されたQuestionの時系列とその構文やその他の詳細 (発行者や有効期限のタイ

ムスタンプなど)を確認します。デフォルトでは、Tanium Serverは、クローニングの

Questionのエントリを7日間保持します。

注意：ペルソナ列は、Questionの発行時にユーザが使用する代替ペルソナのみ

を示します。列はデフォルトのペルソナに対して空白です。

l 発行されたQuestionを[Question Bar (Questionバー)]にコピーして再発行します。

 Questionを選択して[Load (読み込み)]をクリックします。

l クリップボードに選択した時系列エントリをコピーします。
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保存済みQuestion

Questionの発行後、[Question Bar (Questionバー)]の下にある[Save this question (この
Questionを保存 )]をクリックし、関連する設定を持つ設定オブジェクトとしてQuestionの構文

を保存できます。その後、[Question Bar (Questionバー)]において、Questionを再作成するこ

となくQuestionを再発行できます。インポートするTaniumコンテンツパックは、定義済みの保

存済みQuestionを提供します。設定可能なスケジュールに基づいて保存済みQuestionを手

動で発行できます。Tanium XML APIを使用するTaniumモジュールやカスタムアプリケーションを

使用して保存済みQuestionを発行することもできます。詳細については、213ページの保存

済みQuestionの管理を参照してください。
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パート7：Questionの結果を管理する

Questionの結果の概要

Tanium Interactを使用してダイナミックQuestionを発行した後、[Question Results (Question
の結果 )]ページが開き、エンドポイントからの回答 (結果 )をグリッドに表示します。このページで

は、ライブ更新、フィルタ、チャートなどの表示オプションを提供することにより、結果の分析を

促進します。ページを使用して、Questionをマージし、結果にドリルダウンすることによって、エ

ンドポイントから追加情報を取得することもできます。保存済みQuestionを発行すると、

Tanium Consoleで[Saved Question Results (保存済みQuestionの結果 )]ページが開きま

す。このページには同様の表示オプションがあります。保存済みQuestionのダッシュボードを発

行すると、Tanium Consoleはダッシュボード結果ページを開きます。これも[Question Results
(Question結果 )]ページに似ていますが、追加のオプションがあります。保存済みQuestionの
ダッシュボードを発行するを参照してください。

[Question Results (Questionの結果 )]グリッドの各行は、同じ回答を報告したエンドポイント

の集計情報です。計数Questionについては、[Count] 列には、その回答を持つTanium
Clientの数が表示されます(詳細は125ページの計数Questionと非計数Questionを参照して

ください)。

図23：Questionの結果グリッド

Questionの結果グリッド内の行数を設定する

Questionを発行した後、[Question ResultsQuestionの結果 )]グリッドは、デフォルトで最初の

100行に回答行を表示します。行数を変更する場合は、次の手順を実行します。

1. Tanium Consoleの右上にあるログイン: <username>の横にあるドロップダウンリストを開

いて、[Preferences (環境設定 )]を選択します。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#issue_dashboard
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#issue_dashboard
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2. Number of answer rows to load per requestを入力して、[Save (保存 )]をクリックしま

す。

ライブアップデートを有効/無効にする

[Question Results (Questionの結果 )]グリッドツールバーの[Live Updates (リアルタイム更新 )]
フィールドに結果の報告があったTanium Clientの割合が表示されます。デフォルトでは、

Tanium ConsoleはグリッドをよりTanium Clientレポートの結果として更新します。

[Pause (一時停止 )] をクリックして、グリッドの更新を停止し、[Play (再生 )] をクリックして

更新を再開できます。

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]

この結果は、Tanium Clientが回答するように指示されたものの、センサーフィルタと一致

する値がないことを示します。これは、フィルタをfrom句ではなく、get句に適用した場合

に生じます。たとえば、Get IP Address ending with 2 from all machinesの

Questionを作成した場合、すべてのエンドポイントが回答を報告しますが、IPアドレスの

最後の数字が2でないエンドポイントは結果を報告しません[no results]。ベストプ

ラクティスとして、from句にフィルタを配置します。たとえば、Get IP Address from all

machines where IP Address ends in 2と入力すると､想定外の[no results]行
は返されません。センサーから値が返されなかったり、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]

エンドポイントによるセンサーの評価に通常よりも長い時間がかかった場合は、

[current results unavailable]をそのピアに渡す場合があります。センサー

プロセスはエンドポイント上で実行を継続し、完了すると、エンドポイントから更新した

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。
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現在または最近のQuestionの結果を表示する

[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、ダイナミック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だけで構成さ

れます。オンラインエンドポイントからのデータに加え、最近のデータには、それらの回答が

Tanium Serverキャッシュに依存している場合にオフラインエンドポイントからの応答が含まれま

す。デフォルトでは、Tanium Serverは応答を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の場合、Tanium Serverはそのエンドポイ

ントのキャッシュされた値を結果グリッドに渡します。

Questionの結果をフィルタリングする

[Question Results (Questionの結果 )]グリッドのヘッダーのフィルタコントロールを使用して、指

定した基準に一致する結果のみを表示します。

図24：Questionの結果グリッドのフィルタ

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。Tanium Serverは、フィルタをBoolean ANDと組み合わせます。たとえ

ば、コンピュータグループフィルタを選択し、高度なフィルタも設定した場合、サー

バは両方のフィルタの論理を組み合わせます。

テキストフィルタを使用する

[Filter By Text (テキストでフィルタ)]フィールドを使用する場合、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。
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コンピュータグループのフィルタを使用する

ドロップダウンリストから[Computer Group (コンピュータグループ)]を選択すると、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：[Computer Group (コンピュータグループ)]ドロップダウンリストは、割り当てまたは

継承 (管理グループ)を介してユーザアカウントに使用できるグループ、または、アカウント

がロールアクセス権限を持っているコンテンツセットに割り当てられているグループ(フィルタ

グループ)のみが表示されます。詳細については、315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。保存することはできません。

1. [Question Results (Question結果 )]グリッドのヘッダーで、[Computer Group (コンピュー

タグループ)] > [Create Ad Hoc Filter (アドホックフィルタの作成 )]を選択します。

[Group Builder (グループビルダ)]のダイアログが表示されます。

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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[Filter Bar (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。

[Filter Builder (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
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and IP address from all machinesとfrom句にフィルタを追加した構文になります｡



© 2020 Tanium Inc. All Rights Reserved 150ページ

[Manual List (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

高度なフィルタを使用して、列値を含めて、条件に一致するQuestionの結果をフィルタリング

します。

1. [Question Results (Questionの結果 )]グリッドのヘッダーで、高度なフィルタリングをクリッ

クします。

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な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 )]をクリックした後、グリッドが更新されます。
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Questionの結果の行の並べ替えと列を管理する

[Question Results (Questionの結果 )]グリッドで行の並べ替えと列の表示 /非表示のメニュー

を表示するには、列ヘッダーのメニューアイコン をクリックします。[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25：[Question Results (Questionの結果 )]グリッド行と列コントロール

Questionの結果をチャートに表示する

デフォルトでは、[Question Results (Questionの結果 )]ページがグリッドとして結果を表示しま

す。[View (表示 )]ボタンバーを使用して、結果の円グラフまたは棒グラフ表示を追加し、グ

リッドを非表示にします。
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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26：円グラフ

図27：棒グラフ

Questionの結果をエクスポートおよびコピーする

[Question Results (Questionの結果 )]ページには、結果グリッドの内容をコピーおよびエクス

ポートするためのいくつかのオプションがあります。次の図は、これらの操作のボタンおよびメ
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ニューオプションを示しています。詳細メニュー(図の番号1)を使用して、特定の結果をコピー

またはエクスポートします。グリッド内容全体をキャプチャするには、 (図のアイコン番号2)をク

リックしてエクスポートするか、または (図のアイコン番号3)をクリックしてコピーします。

図28：Questionの結果のコピーまたはエクスポート

Questionの結果をクリップボードにコピー

Questionの結果をクリップボードにテキスト形式でコピーすることができます。コピーされたテキス

トにセンサー名 (列ヘッダーとしてグリッドに表示 )を含めるには、Tanium Consoleユーザ設定を

指定するを参照してください。

l 特定の結果をコピーするには、行を選択し、詳細 > コピーの順に選択します。

l 完全な結果をコピーするには、[Copy Table (テーブルのコピー)] をクリックします。

l グリッドセルの内容をコピーするには、[Alt]キー(Windows)または[Option]キー(macOS)を
押しながらコピーするグリッドセルをクリックします。Tanium Consoleは、クリップボードにセ

ル内容のコピーがあることを示すメッセージを表示します。この操作は、Tanium Console
のほとんどのグリッドで使用できます。

Questionの結果をエクスポートする

Questionの結果を.csvファイルにエクスポートできます。

1. 次のエクスポートオプションのいずれかを選択します。

l 特定の結果をエクスポートするには、目的の結果行を選択し、詳細 > エクスポー

トの順に選択します。完全な結果をエクスポートする場合にのみ使用できるオプ

ションを説明する残りの手順をスキップします。

l 完全な結果をエクスポートするには、[Export Table (テーブルのエクスポート )] を

クリックします。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_customizations.html#User_preferences
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_customizations.html#User_preferences


© 2020 Tanium Inc. All Rights Reserved 154ページ

2. .csvファイルのファイル名を入力します。

3. 列名を.csvファイルに含めるには、[Include Table Headers (表見出しを含める)]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、Tanium Console
ユーザ設定を指定するを参照してください。

4. .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つのセンサーだけ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。

5. [OK]をクリックしてエクスポートを続行します。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_customizations.html#User_preferences
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_customizations.html#User_preferences
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Questionをマージする

結果が別のQuestionにつながることはよくあることです。たとえば、コンピュータ名と実行中のプ

ロセスのリストを要求したところ、一部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によりマージQuestionに関連付けら

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、以下の手順に従います。

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 (マージするQuestionの選択 )]ダイアログが表示さ

れます。

2. いずれかのタブを使用してQuestionを追加し(複数追加可 )､[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権限を受

けている保存済み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 (Questionの結

果 )]グリッドで選択された行からfrom句が作成されます。

[Merge (マージ)]をクリックすると、[Question Results (Questionの結果 )]グリッドが更新

された結果を表示します。グリッドヘッダーは、[Edit Merge (マージの編集 )]ボタンを使
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用して、マージ設定を変更できます。

結果にドリルダウンする

[Question Results (Questionの結果 )]グリッドでは、選択した結果にドリルダウンして、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､ドリルダウン型の

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｡ 典型的なユースケースは、ア

クションのエンドポイントのより小さなグループを標的としています。たとえば、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。その結果にドリルダウンして、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｡

1. [Question Results (Questionの結果 )]グリッドで、追加情報を必要とする結果を選択

します。[Drill Down (ドリルダウン)]ボタンがグリッド上に表示されます。

2. [Drill Down (ドリルダウン)]をクリックして、[Select Drilldown Question (ドリルダウン型

Questionの選択 )]ダイアログを開きます。

[Saved Questions (保存済みQuestion)]タブには、[Read Saved Question (保存済み

Question)]の読み取りアクセス権限を持つ保存済みQuestionのリストが含まれていま
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す。

[Create a Question (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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[Build a Question (Questionのビルド )]タブには、ドリルダウン型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. ドリルダウン型Questionを選択または設定して、[Drill Down (ドリルダウン)]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。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 Bar (Questionバー)]や[Question Builder
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(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｡

エンドポイントのAsset詳細を表示

Tanium™ Assetは、運用やモニタリング活動に役立つ可能性がある各エンドポイントに関する

多数の詳細を保存します。たとえば、アクションをデプロイする前に、エンドポイントに関する

CPUとストレージの詳細を表示することができます。Assetバージョン1.7以降をインストールして

いる場合は、Assetレポート読み取りアクセス権限を持つユーザとしてTanium Consoleにログイ

ンすることができます。さらに多くの帯域幅およびプロセッサリソースを消費する追加のQuestion
を発行することなく、[Question Results (Questionの結果 )]グリッドを通じてこれらの詳細を確

認できます。以下のセンサーのいずれかを含むQuestionを発行すると、グリッドにエンドポイント

のAssetアイコンが表示されます。

l コンピュータ名

l コンピュータID

l Tanium ClientのIPアドレス

l Assetコンピュータのシリアル番号

l Assetプライマリユーザの詳細
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エンドポイントのAssetの詳細のサマリを表示するには、グリッドのAssetアイコンをクリックして、

Assetの詳細ポップアップを表示します。Assetデータベースが同じエンドポイントに複数のエント

リを持っている場合は、ポップアップの上部にある[Multiple results found (複数の結果が見つ

かりました)]矢印をクリックして、特定のエントリのAssetの詳細を検索します。

図29：Assetの詳細

エンドポイントのすべてのAssetの詳細を表示するには、[Asset Details (Assetの詳細 )]ポップ

アップで[View Details in Asset (Assetの詳細を表示 )]をクリックします。次に、Assetはエンドポ

イントのコンピュータのAssetレポートを開きます。
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図30：コンピュータAssetレポート

Assetデータベースが同じエンドポイントに複数のエントリを持つ場合は、[Asset Details (Asset
の詳細 )]ポップアップで[View all result matches in Asset (Assetのすべての結果一致を表

示 )]をクリックできます。Assetが開いて、そのエンドポイント用にフィルタされたすべてのAssetレ
ポートが表示されます。次に、各エントリのコンピュータ名をクリックして、対応するコンピュータ

Assetレポートを開きます。
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図31：すべてのAssetレポート
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パート9：アクションの管理

Taniumのアクションの概要

Tanium Interactを使用してQuestionを発行し、Question結果を分析し、管理アクションが必

要なエンドポイントを決定すると、これらのエンドポイントにパッケージをデプロイして、Tanium
Clientが関連するアクションを実行できるようにすることができます。Taniumの展開において、

パッケージは管理対象のエンドポイントに対するアクションの実行に必要なコマンド1つ、スクリ

プト1つ、関連ファイルで構成されています。たとえば、[Clean Stale Tanium Client Data (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。Tanium Serverは、Tanium
Clientのリニアチェーンに基づいてパッケージファイルをエンドポイントに分散させます(詳しくは、

Tanium Clientユーザガイド：ファイルディストリビューションを参照 )。エンドポイントでは、アクショ

ンのすべてのパッケージファイルが<Tanium_Client>/Downloads/Action_<ID>フォル
ダに保存されます。<ID>はアクションIDです。アクションを実行すると、Tanium Consoleにおいて

監視できるステータスインジケータが生成され、障害のトラブルシューティングに使用できるクラ

イアント側ログが生成されます。パッケージの詳細については206ページのパッケージの管理を

参照してください。

注意：アクションの管理に必要なユーザロールのアクセス権限については49ページのアク

ション管理のアクセス権限を参照してください。

以下は、アクションに関連する主要な条件と概念です。

アクショングループ

アクショングループは、Tanium Serverがアクションを適切なコンピュータ管理グループにの

み発行するようアクションの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コマンドを使用するパッケージを展開

するようにスケジュール済みアクションを設定する場合、Tanium ServerがWindowsコマン

ドのアクショングループにのみアクションを発行するよう指定することができます。

アクションロック

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_packages.html
https://docs.tanium.com/client/client/index.html#File_distribution
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html#action_status
https://docs.tanium.com/client/client/troubleshooting.html#Action_logs
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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

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。

スケジュール済みアクション

スケジュール済みアクションは、Tanium Serverが特定の期間にわたり一定間隔で自動

的に再発行するアクションです。多くのスケジュール済みアクションはサイバーハイジーン

(衛生管理 )、つまり、エンドポイントにおけるシステムの健全性とセキュリティを促進する

ように設計されています。たとえば、Client Maintenance(クライアントメンテナンス)コンテン

ツパックのインポート後、Tanium Serverは指定されたアクショングループに対して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
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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。

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 (Question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。

アクションのデプロイ

Tanium Interactを使用してQuestionを発行し、Questionの結果を分析して、管理アクション

が必要なエンドポイントを決定すると、それらのエンドポイントへのアクションを展開できます。

注意：アクションの展開に必要なユーザロールのアクセス権限については49ページのアク

ション管理のアクセス権限を参照してください。

重要：アクションの範囲、個々のエンドポイントへの影響、および対象となるエンドポイ

ントの数を考慮した環境への影響を完全に理解してから、アクションをデプロイしてくだ

さい。さらに、組織からアクションを実行する許可を与えられていることを確認してくださ

い。組織によっては、アクションの確認と承認のために2人目の管理者が必要になりま

す。詳細については、189ページのAction Approvalの管理を参照してください。
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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する場合は、ダイナミックQuestionではなく保

存済みQuestionを発行します。

2. [Question Results (Questionの結果 )]グリッドで、アクションを必要とするエンドポイント

の行を選択して[Deploy Action (アクションをデプロイ)]をクリックします。

Interactでは[Deploy Action (アクションをデプロイ)]ページを表示します。

3. [Deployment Package (デプロイパッケージ)]検索ボックスのインクリメンタル検索機能を

使用してパッケージを選択します。

あるいは、[Browse Packages (パッケージ参照 )]をクリックしてパッケージの説明をレ

ビューしてパッケージを選択することもできます。

4. [Action Details (アクションの詳細 )]セクションを完了します。

設定 ガイドライン

名前 アクションを識別する名前を指定します。指定した名前は、予定済みア

クション、アクション履歴、およびアクションの承認ページのアクション履歴

に表示されます。

説明 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。

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。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_overview.html#policy_action
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html
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5. [Schedule Deployment (デプロイのスケジュール)]セクションを完了します。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。

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

期限を越える値である必要があります。これは、以下の計算結果の

大きい方です：

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。

保存済み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 (Questionの開始 )]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、影響を受ける

エンドポイントを確認し、[Deploy Action (アクションをデプロイ)]をクリックします。
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8. 影響を受けるエンドポイントの推定番号が構成済みのしきい値 (デフォルトは100)を超

えている場合は、その番号を入力します。Tanium Serverは、この確認手順を実施し

て、アクションがネットワークに与える影響を理解していることを確認します。

ヒント：Tanium Consoleがユーザに推定番号の入力を求めるかどうかを制御する

しきい値を変更するには、prompt_estimate_threshold設定 (管理 > グローバル

設定 )を編集します。値を0に変更すると、影響を受けるエンドポイント数にかか

わらず、Tanium Consoleがアクションをデプロイするたびにユーザにプロンプトを表

示することに注意してください。

ページが読み込み直されて、アクションステータスを示す[Action Summary (アクションサ

マリ)]ページが表示されます。詳細については、アクションサマリとステータスの表示を参

照してください。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html#action_status
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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スケジュール済みアクション構成オブジェクトが作

成され、Tanium Consoleのスケジュール済みアクション、アクション履歴、および(該当する場
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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、スケジュール済みア

クションと履歴の管理を参照してください。

スケジュール済みアクションとアクション履歴の管理

スケジュール済みアクションは、Tanium Serverが特定の期間にわたり一定間隔で自動的に

再発行するアクションです。スケジュール済みアクションの設定には以下のコンポーネントがあり

ます。

l パッケージ

l 開始時間、終了時間、再発行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 Results (Questionの結果 )]グリッドからアクションを展開して再発行間隔を指定す

ると、Tanium Serverはスケジュール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、デフォルトコンテンツパックをインポートする間に一連のスケジュール済みアクションが自

動的に作成されます。これらの定義済みアクションは、Tanium環境のハイジーンに関連して

います。その他の特定の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。

注意：スケジュール済みアクションの管理およびアクション履歴の確認に必要なユーザ

ロールアクセス権限については49ページのアクション管理のアクセス権限を参照してくだ

さい。

スケジュール済みアクションを管理する

既に定義されているスケジュール済みアクションを管理するには、次の手順を実行します。新

しいスケジュール済みアクションを作成するには167ページのアクションのデプロイを参照してくだ

さい。

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. 管理するアクションを選択します。グリッドの上に管理タスクのアクションボタンが表示さ

れます。利用可能なボタンは選択した行によって異なります。たとえば、ラベルなしのス

テータス列には、アクションが有効であれば緑色のチェックマーク、アクションが無効であ

れば赤色のマイナス が表示されます。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/actions_scheduled.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html
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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3. ボタンをクリックすると、次のタスクのいずれかを実行できます。

ボタン/タスク ガイドライン

再実行 [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。

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。

パッケージステー

タス

パッケージの詳細を表示します。古いファイルで問題が発生した場合、このダ

イアログを使用してパッケージファイルを再度ダウンロードできます。208ページ

のパッケージファイルを再ダウンロードするを参照してください。

[More (その他)] >
[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。

[More (その他)] >
[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管理グループが含まれます。
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ボタン/タスク ガイドライン

[More (その他)] >
[Copy Action (ア
クションのコピー)]

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。

[More (その他)] >
[Copy Text (テキ

ストのコピー)]

グリッド行のデータをクリップボードにコピーします。

[More (その他)] >
[Export (エクス

ポート )]

選択した項目の設定の詳細をJSONファイルとしてエクスポートします。

[More (その他)] >
[Delete (削除)]

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

を確認することができます。

完了した、または進行中のアクションを管理する

アクション履歴ページには、開始、完了、およびスケジュール済みアクションが時系列で表示

されます。このページを使用して、アクションの詳細 (ステータスや発行者など)やアクションログ

データの表示、進行中のアクションの停止、アクションの再発行も行えます。

注意：[Persona (ペルソナ)]列は、アクション展開時にユーザが使用した代替ペルソナ

のみを示します。この列はデフォルトのペルソナの場合には空白です。

1. [Actions (アクション)] > [Action History (アクション履歴 )]へ移動します。このページには

各アクションのステータスが表示されます。

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。

2. 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します。
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3. 管理するアクションを選択します。グリッドの上にアクションボタンが表示され、選択した

アクション向けに実行できる管理タスクが示されます。

4. ボタンをクリックすると、次のタスクのいずれかを実行できます。

ボタン/タスク ガイドライン

ステータスの表示 [Action Summary (アクションサマリ)]ページを表示して追加的なステータス

の詳細を確認し、アクションログから情報を取得します。176ページのアクショ

ンサマリとステータスを表示するを参照してください。

停止 アクションを停止します。

再実行 [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。

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15：アクション履歴の管理タスク

アクションサマリとステータスを表示する

[Action Summary (アクションサマリ)]ページはスケジュール外のアクションを展開すると自動的

に開き、このページでその進捗状況を追跡できます。また、[Actions (アクション)] > [Action
History (アクション履歴 )]ページからアクションを選択し、[Show Status (ステータスを表示 )]を
クリックしてもこのページを開くことができます。[Action Summary (アクションサマリ)]ページには、

完了した、または進行中のアクションに関する詳細が表示され、このページでパッケージファイ

ルの再ダウンロードおよびアクションログの閲覧が可能です。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_packages.html#Re-download_Package_files
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_packages.html#Re-download_Package_files
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html#view_action_logs
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図32：[Action Summary (アクションサマリ)]ページ

アクションの状態

Tanium Clientは、アクションに関する以下の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｡ こ

の状態は、アクションにおいてダウンロードするファイルがある場合にのみ適用されます。

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。
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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。

この状態は、アクションにおいてダウンロードするファイルがある場合にのみ適用されま

す。

アクション関連の問題を調査する

Tanium Clientはアクションログを生成し、アクションコマンドに関連付けられたCLI出力を記録

します。ログレコードを表示し、アクションに関連する問題を調査できます。レコードを表示す

るには、[Client Management (クライアント管理 )]コンテンツセット上の[Read Sensor (センサーの

読み取り)]の高度なアクセス権限が必要です。次の手順を実行して、アクションのログレコー

ドを表示します。

1. [Actions (アクション)] > [Action History (アクション履歴 )]へ移動してアクションを選択

し、[Show Status (ステータスを表示 )]をクリックして[Action Summary (アクションサマリ)]
ページを開きます。

2. [Show Client Status Details (クライアントステータスの詳細を表示 )]をクリックしてプレ

ビューリストで50個以内のエンドポイントを選択し、[Get action log for selected
machines (選択したマシンのアクションログを取得 )]をクリックします。

Tanium Serverはその後、InteractのQuestionバー経由でQuestion[Get Computer
Name and Tanium Action Log[<action_ID>, 100] from all machines with
(Computer Name equals <computer_name>) (に等しいコンピュータ名)を持つすべてのマシンか

らComputer NameとTaniumアクションログ[, 100]を取得]を発行します。アクションを実行し

たエンドポイントは、対応するアクションログの最初の100行に対応します。アクションを

実行しなかったエンドポイントについては、[Error: Cannot read Action_
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<ID>.log (エラー：Action_.logを読み込めません)]で応答します。

アクションIDを追跡する

Tanium Serverは、デプロイされる各アクションにアクションIDを割り当てます。IDを知っておくと、

アクションの詳細を確認する際に役立ちます。たとえば、アクションに関連する予期しない結

果 (実行に失敗したパッケージスクリプトなど)を調査する場合は、アクションIDを使用してアク

ションログとアクション履歴ログのエントリを探して確認できます。Tanium Consoleは、複数の

場所にアクションIDを表示します。

l [Actions (アクション)] > [Actions History (アクション履歴 )]ページには、アクションID列が

表示されます。
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l [Action Summary (アクションサマリ)]ページでは、[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(176ページのアクションサマリとステータス

を表示するを参照 )。

管理対象エンドポイントでは、Tanium ClientはアクションIDをアクションステータスファイルとログ

ファイルに表示します。

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
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ます。

l <ClientInstallationFolder>\Downloads (ダウンロード)フォルダでは、各

アクションログにそ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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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。

スケジュール済みアクション設定をインポートまたはエクスポートする

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。
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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 (アクセス権限 )]ページから、Tanium
Consoleの右上にある[Export [Content (コンテンツ)]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 Format (エクスポート形式 )]
(JSON またはXML)を選択して[Export (エクスポート)]をクリックします。

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 (ダウンロード)]フォルダにJSONファイルをエクスポートします。

アクションの設定をインポートする

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

1. コンテンツファイルの認証で説明されているように、コンテンツファイルにデジタル署名を行

い、公開鍵が定められていることを確認します。

2. いずれかの][Content (コンテンツ)]ページまたは[Permissions (アクセス権限 )]ページに

移動し、Tanium Consoleの右上にある 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。

アクショングループの管理

アクショングループは、アクション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。アクショングループを作成、編集、削除する前に、関連付けられている185ページのベ

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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ストプラクティスを確認します。

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Tanium™ コンテンツパッケージを広範なエンドポイントに展開できました。

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に求めることにしました。

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

のアクショングループを表示するにはRead Action Group(アクショングループの読み取り)
(マイクロ管理者 )アクセス権限が必要です。アクショングループを作成、編集、削除す

るにはWrite Action Group(アクショングループの書き込み)(マイクロ管理者 )アクセス権限

が必要です。管理者予約済みロールにはこれらのアクセス権限があります。

アクショングループを作成する

コンピュータ管理グループおよびフィルタグループはアクショングループの基本要素です。したがっ

て、以下の手順を実行する前に必要なコンピュータグループ(315ページのコンピュータグループ

の管理を参照 )を作成しなければなりません。

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。
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アクショングループ割り当てを変更する

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)]ダイアログが開いたら、[Migrate existing scheduled actions to below
selected action group (既存のスケジュール済みアクションを以下に選択したアク

ショングループに移動 )]ドロップダウンリストで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™デフォルトコンテンツおよびTanium™ Clientメンテナンスコンテンツパックとその他の

Taniumソリューションには、展開されたセンサーおよびパッケージの機能を実行する上で必要

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スケジュール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。初期展開後に[All Computers (すべて
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のコンピュータ)]を含むアクショングループを作成し、デフォルトコンテンツとクライアントメンテナン

スのスケジュール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管理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、次にオペレーティングシステムタイプグループま

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。

アクションロックの管理

Tanium Clientが特定のエンドポイントに対してTaniumパッケージスクリプトを実行しないように

する場合は、アクションロックをデプロイできます。アクションロックは、[Ignore action lock (アク

ションロックを無視 )]オプションが有効化されたパッケージに関連するものを除くすべてのアクショ

ンの実行を抑止します(209ページのパッケージを作成するを参照 )。デフォルトコンテンツパック

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。[Action Summary (アクションサマリ)]ペー

ジが開き、アクションステータスが表示されます。

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、[Action Summary (アクション

サマリ)]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
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表示される[Action ID (アクションID)]が含まれます。

4. アクションをエンドポイントにデプロイします(167ページのアクションのデプロイを参照 )。
[Action Summary (アクションサマリ)]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。[Action Summary (アクションサマリ)]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、[Action Summary (アクション
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サマリ)]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。

Action Approvalの管理

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

するアクションは、別のユーザが承認するまで実行できないことを意味します。保留中のアク

ションは、開始されているもののまだ承認されていないアクションです。承認者には、完全な管

理者ロールを保有するユーザ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。

アクション承認者のロールを作成する

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。

「アクションの承認をバイパス」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。このアクセス権限を持つユーザによって作成されたアク

ションは承認要件を免除されます｡

3. 構成を保存します。

Action Approvalとバイパスのロールを割り当てる

ペルソナ、ユーザ、ユーザグループに対してAction Approvalとバイパスのロールを割り当てること

ができます。

l 349ページのロールをペルソナに割り当てる

l 332ページのユーザにロールを割り当てる

l 340ページのユーザグループの管理

Action Approvalを有効化または無効化する

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。

https://en.wikipedia.org/wiki/Two-man_rule
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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

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。

保留中のアクションを確認する

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。このページには

[Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)]ページと同じフィー

ルドとアクションボタンがありますが(173ページのスケジュール済みアクションを管理するを参

照 )、承認待ちのアクションのみが表示されます。

図33：すべて承認待ちページ

保留中のアクションを承認する

スケジュール済みアクションを承認すると、その承認はスケジュールが終了するか、スケジュール

済みアクションの設定が変更されるまで有効です。

1. 管理者予約済み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。

Tanium Consoleは、アクションを作成したユーザが入力するアクションが影響を及ぼすエ

ンドポイントの推定数を示します。Tanium Serverは承認ワークフロー中にこの推定値を

再計算しません。表示される数は、実際のエンドポイントのカウントがその後いかに変

更されようとも、アクション作成者がアクションを設定した時の数と同じです。

5. 影響を受けるエンドポイントの推定数が設定済みのしきい値 (デフォルトは100)を超えて

いる場合は、その数を入力します。

Tanium Serverは、この確認手順を施行して、アクションがネットワークに与える影響を

理解していることを確認します。

ヒント：Tanium Consoleが承認者に対して影響を受けるエンドポイントの推定数

の入力を求めるかどうかを制御するしきい値を変更するには、prompt_
estimate_threshold設定 (Administration (管理 ) > Global Settings (グローバル

設定 ))を編集します。値を0に変更すると、影響を受けるエンドポイント数にかか
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わらず、Tanium Consoleが承認者にプロンプトを表示することに注意してくださ

い。
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パート10：コンテンツの管理

コンテンツの概要

Tanium™展開において、コンテンツはセンサー、パッケージ、保存済みQuestion、ダッシュボー

ド、カテゴリ、フィルタグループ、プラグインを参照します。Taniumは、ユーザが手動でインポート

する、あるいはTanium Serverが自動でインポートするコンテンツパックを通じて事前定義型の

コンテンツを提供します(73ページのTaniumのコンテンツパックを管理するを参照 )。特定の環

境または目的に向けてTaniumソリューションを拡張するカスタムコンテンツを作成できます。た

とえば、ユーザがその環境において新しいアプリケーションの使用を開始する場合、コンテンツ

作成者は、アプリケーションに関するデータを維持するセンサースクリプトまたは、アプリケーショ

ンを開始または停止させるパッケージスクリプトを記述できます。コンテンツ作成者には以下の

知識と経験が必要です。

l Taniumプラットフォームに対する理解

l エンドポイントのオペレーティングシステムに関する専門知識

l VBScript (Windows)、シェルスクリプト (Windows以外 )、またはPythonでのスクリプトの作

成およびテスト経験

保存済みQuestionを作成するコンテンツ作成者をチームに含めることにより、スケジュール済

みの間隔で再発行でき、また、展開アクションのパッケージへ関連付けることができます。こう

したコンテンツ作成者は必ずしもスクリプトを記述する必要はありませんが、エンドポイントで実

行されるシステムやプロセスを認識し、スケジュール済みのQuestionやアクションがエンドポイン

トに与えかねない影響を理解し、必要に応じて調整を行わなければなりません。たいていの

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、最良の結果を得られるようにテストさ

れたコードおよび設定の例として、Taniumコンテンツパックのコンテンツを検討します。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。ベストプラクティスとして、Taniumコンテンツパックを介して提供されるコンテンツを編

集しないでください。代わりに、カスタムコンテンツを作成してください。詳しくは、78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してください。もうひとつ

のベストプラクティスは、ユーザのラボ環境でカスタムコンテンツを作成、テストしてからその

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html
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コンテンツをユーザのTanium展開の実働サーバへ配布することです。

Taniumは、サードパーティプロバイダからパッケージファイルを提供できます。各パッケー

ジの詳細については、そのパッケージで参照されているREADME.txtファイルを参照し

てください。

すべてのコンテンツは、Tanium展開のRBAC設定に従ってユーザがアクセス権限を設定したコ

ンテンツセットに割り当てられています。詳しくは279ページのコンテンツセットの管理を参照して

ください。

センサーの管理

センサーの概要

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。Tanium Serverは、Tanium Clientの登録中にセンサーをエンドポイントに分散し

ます。センサーでは、以下のような情報を収集するQuestionを実行ができます。

l ハードウェア/ソフトウェアのインベントリと設定を取得する

l 実行中のアプリケーションとプロセス

l ファイルとディレクトリ

l ネットワーク接続

Tanium Serverのインストールプロセスは、センサーを含むデフォルトのコンテンツパックを自動的

にインポートします。インポートするその他のTaniumソリューションは、インポートするTaniumコン

テンツパックまたはTaniumソリューションモジュールに応じて、より多くのセンサーを追加する場

合があります。Taniumが提供するコンテンツ内に必要なセンサーが見つからない場合は、カス

タムセンサーを作成できます。

センサー構成には、設定、スクリプトの内容、およびスクリプトのパラメータが含まれます。セン

サーは、独自的なコーディング構文ではなく業界標準のスクリプト言語を使用します。ベスト

プラクティスは、多くの管理対象エンドポイントで利用可能なスクリプトエンジンをセンサーが使

用することです。Windowsのエンドポイントでは、Windows 98以降のMicrosoft Windowsのすべ

てのデスクトップリリースおよびWindows NT 4.0 Option Pack以降のすべてのWindows Serverリ
リースにデフォルトでインストールされているVBScriptが、一般に最も包括的で「追加設定不

要」の機能を提供します。MacOSまたはLinuxのエンドポイントでは、一般にシェルスクリプトが

最も包括的で「追加設定不要」な機能を提供します。もちろん、オペレーティングシステムが

サポートする他の任意のスクリプト言語 (Windows PowerShellなど)もセンサーの作成に使用で

きます。ただし、関連するスクリプトエンジンがエンドポイントにすでに存在している場合、また

はインストールされていないエンドポイントにエンジンをデプロイして構成できる場合に限りま
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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。

注意：センサーの管理に必要なロールアクセス権限については54ページのコンテンツ管

理のアクセス権限を参照してください。

センサー構成と実行時間メトリックを表示する

センサーの設定と実行時間メトリックを表示するには：

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

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。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、229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。

実行時間メトリックの下で、グリッドが各センサーの設定を表示します。

2. (オプション)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リングするか、

[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([Modified by (変更者 )])でフィルタリングできます。また、[Sensor Runtime
Metrics (センサ実行時間メトリック)]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
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す。

センサーを編集する

ベストプラクティスとして、Taniumからインポートされたコンテンツパックを介して提供される定義

済みのセンサーは編集しないでください。詳しくは、78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してください。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(197ページのセンサーのクローンを作成するを参照 )、そのコ

ピーを編集できます。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16の説明に従って設定を構成し

ます。

4. 変更を保存します。

コンテンツセット間でセンサーを移動させる

Tanium展開のRBAC設定に対する変更に対応するために、必要に応じてコンテンツセット間

のセンサーを移動できます。たとえば、特定のセンサーを非常に権限の高いユーザのみがアク
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セスできるコンテンツセットに移動させることができます。

1. [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、移動するセンサーを検索します。

3. センサー行を選択し、[Move to Content Set (コンテンツセットに移動 )]> <content_set_
name>を選択します。

センサーのクローンを作成する

クローン作成は、以下のことが必要な場合に役立ちます。

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次の手順を実行します。

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16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16で示すとおりに構成を完了します。

3. 構成を保存します。

設定 ガイドライン

名前 構成名を指定します。名前は、Tanium Console上のセンサーリストに表示さ

れます。自分や他の管理者が簡単に探せるよう、すでにある命名方法に従っ

てください。センサーのサブ列の区切り文字であるアンダースコア文字(_)は使

用しないでください。センサー名にアンダースコアがあると、センサーソースパッ

ケージでセンサーをセンサー変数として使用できなくなります。

重要 : 名前を変更する場合は、必ず名前を参照するコンテンツを再構成

してください。たとえば、以前の名前で構成されたすべての保存された

Questionに含まれるセンサー名を変更する必要があります。

表16：センサーの構成に関するガイドライン
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設定 ガイドライン

説明 詳細を入力します。フォーマットした結果の例を含めます。この説明は、

[Sensors (センサー)]ページと[Question Builder (Questionビルダ)]の
[Browse Sensors (センサーの参照)]ダイアログに表示されます。

コンテンツセット コンテンツセットに割り当てます。リストには、センサー書き込みアクセス許可を

持つすべてのコンテンツセットが表示されます｡

カテゴリ [Sensors (センサー)]ページおよび[Question Builder (Questionビルダ)]のセン

サーの[Browse Sensors (センサーの参照)]ダイアログに表示されるカテゴリのひ

とつを指定します。

結果の種類 [Question Results (Questionの結果)]グリッドでは、センサーが返す値は、

以下のような指定されたデータ型として扱われます。

l 日付/時刻(RFC822)

l 日付/時刻( WMI)

l ファイルサイズ

l 整数

l IPアドレス

l 数値

l テキスト

l 時間

l バージョン

最大結果保持期間 センサーを使用するQuestionに回答する時にTanium Clientがこのセンサーの

キャッシュ結果を使用できる最大時間を入力します。たとえば、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、

[File Size (ファイルサイズ)]センサーを実行するQuestionを受信すると、その結

果をキャッシュします。次の15分間にTanium Clientが[File Size (ファイルサイ

ズ)]センサーを含むQuestionを受信したら、そのキャッシュ結果が回答として返

されます。15分経過後に[File Size (ファイルサイズ)]センサーを含むQuestionを
受信した場合、センサースクリプトを再度実行して新しい回答を計算します。

ステータスや使用率センサーなどの頻繁に変更される値を返すセンサーの

経過時間値は短くします。筐体の種類やActive Directoryドメインのメン

バーシップなど、通常は頻繁には変更のない値には、経過時間値を大き

くします。
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設定 ガイドライン

最大文字列 Questionの結果がTanium Serverのディスクスペースにもたらす影響を抑えた

い場合、[Enable (有効化)]を選択し、最も古い文字列の削除前にこのセン

サーについてサーバが保存する回答の最大文字列数を入力します。このサー

バは、ソースセンサーの文字列カウントを計算する際、一時センサーの文字

列カウントを含めます。デフォルトは0で、この場合、制限は指定されません。

文字列の経過時間は、Tanium Serverがその文字列を最後に使用した時ま

たはTanium Clientからそれを受信した時によって決まります。

重要 : 文字列の増大を制限する場合、ベストプラクティスは[Max Strings
(最大文字列)]ではなく[Max Strings Age (最大文字列の経過時間)]を
設定することです(403ページのセンサー文字列の増大を管理するを参

照)。個々のセンサーの文字列カウント制限が必要になりかねない極端な

ケースの場合、 [Max Strings (最大文字列)]を設定する前にテクニカル

アカウントマネージャに相談してください。

Max Strings Age (最大

文字列の経過時間)
Questionの結果がTanium Serverのディスクスペースにもたらす影響を抑えた

い場合、[Enable (有効化)]を選択し、サーバが回答の文字列を削除する前

に文字列が到達できる最大経過時間を指定します。デフォルトは1週間で

す。文字列の経過時間は、Tanium Serverがその文字列を最後に使用した

時、またはTanium Clientからその文字列を受信した時を起点とする分数に基

づいています。詳しくは403ページのセンサー文字列の増大を管理するを参

照してください。

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。

このセンサをセンサリスト

から隠し、結果を解析

する

ユーザインターフェイス全体でセンサーリストからこのオブジェクトを除外する場

合は、このオプションを選択します。
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設定 ガイドライン

次の区切り文字を使用

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｡ 次の図は、[Running Applications (実行中

のアプリケーション)]センサーの設定を示しています。

注意：複数列センサーをフィルタリングするQuestionを作成する場合、単

一列フィルタリングは、そのセンサーの定義が単一の文字(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。

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

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)] — ユーザは、ボックスをチェックすることによっ

て設定を有効化します。0または1が変数に入力されます。選択された場

合は1、選択されなかった場合は0が返されます。

l [Date (日付)]、[Date Time (日付時刻)]、[Date Time Range (日付

時間範囲)] - ユーザは日付と時刻、または範囲を選択します。日時は、ミ

リ秒単位のエポック形式です。範囲では、ユーザはパイプで区切って2つの

日時を指定します。

l [Drop Down List (ドロップダウンリスト)] - ユーザはリストから1つのオプショ

ンのみを選択します。

l [List (リスト)] - ユーザは1つ以上の値を選択します。複数の値はパイプで

区切ります。

l [Numeric (数値)] - ユーザは数値を入力します。入力は最小値と最大値

で制御できます。ステップサイズを指定すると、指定した値で入力を割り切

れるように指定できます。スナップ間隔は、上下ボタンが押されたときの数

字の増減量です。ステップサイズの値は、スナップ間隔が0でなければ、ス

ナップ間隔の値の倍数にする必要があります。ユーザが選択した数字が変

数に入力されます。

l [Numeric Interval (数値間隔)] - ユーザはリストから数字と項目を選択

します。リスト項目は数値を1つとります｡ 変数に入力される値は、乗算の

結果です。たとえば、ユーザが2を選択してHigh(高)(値は3)を選択すると、

変数の値は6になります。

l [Plugin (プラグイン)] - ほとんどの場合､ユーザ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、ユーザ入力フォーム内のセクショ

ンを区切るグラフィカルな方法です。

l [Text Area (テキスト領域)] - ユーザは大量のテキストを入力します。テキ

ストは変数に入力されます。

l [Text Input (テキスト入力)] - ユーザはテキストを入力します。許可され

るエントリは、正規表現で制御できます。ユーザ入力は変数に入力されま

す。

l [Time (時刻)] - ユーザはドロップダウンリストから時刻を選択します。入力

は制限することができます。

センサのプレビュー 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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センサー設定をインポートまたはエクスポートする

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のインポートおよびエクスポート機能によってこれを実践できます。

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へのアクセスに使用するシステムのDownloads
フォルダにコンテンツファイルをエクスポートします。

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設定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 Content (XMLコンテンツにエクス

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 Format (フォーマットをエクスポート)](JSON またはXML)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へのアクセスに使用するシステムのDownloads
フォルダにコンテンツファイルをエクスポートします。

センサー設定をインポートする

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

1. コンテンツファイルの認証で説明されているように、コンテンツファイルにデジタル署名を行

い、公開鍵が定められていることを確認します。

2. いずれかの][Content (コンテンツ)]ページまたは[Permissions (アクセス権限 )]ページに

移動し、Tanium Consoleの右上にある 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。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
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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

Tanium Client 7.2以降は、センサー隔離をサポートします。施行された場合、センサーが前の

Questionまたはアクション中に実行時のタイムアウトを超えた場合、センサーは現在の

Questionまたはアクションに対して実行されません。隔離の施行は、Questionとアクションが過

度に長時間実行されるセンサーを使用する場合、CPU使用率などのエンドポイントリソースに

関する影響を限定するのに便利です。設定できないタイムアウトは1分に設定されます。デ

フォルトでは、隔離は施行されません。センサーがタイムアウトを超えて、実行を停止した後、

センサーは隔離済みステータスになりますが、完了またはタイムアウトするまで今後のQuestion
やアクションのために実行されます。この場合、Tanium Clientは隔離済みステータスを使用し

て、センサーがタイムアウトしたことを記録します。施行を有効にするかどうかに関わらず、

Tanium Clientは、タイムアウトを超えるとあらゆるセンサーを停止します。隔離の適用はグロー

バル設定を通じて、すべてのクライアントに対して有効化または無効化できます。ただし、各

クライアントはセンサーを隔離し、隔離を個別に実施するため、一部のマシンではセンサーが

隔離され、他のマシンでは隔離されない場合があります。

Tanium Clientがセンサーを隔離する場合、Tanium Consoleは以下のメッセージを[Question
Results (Question結果 )]グリッドに表示します。TSE-Error：Sensor evaluation
timed out (センサー評価タイムアウト)。すでに隔離を受けており施行が有効となってい

るセンサーを使用してQuestionを出すと、[Question Results (Questionの結果 )]グリッドに
TSE-Error:を表示します。The sensor is quarantined (このセンサーは隔離さ

れています)。センサーを隔離する、またはすでに隔離されているセンサーが実行されないよう

にする場合、Tanium Clientはエントリをクライアントログおよびセンサー履歴ログに追加しま

す。

一時センサーが1分のタイムアウトを超えた場合、Tanium Clientはもとのセンサーを隔離し、も

とのセンサーに基づく現在および将来の一時センサーすべてを隔離します。

施行が有効になっている場合、センサーがコンピュータグループに含まれているかどうかにかか

わらず、対象エンドポイントに使用するときに隔離されたセンサーは実行されません。ただし、

隔離されたセンサーは、from all machines with Is Windows not equals trueなどの曖昧なfrom

句を持つQuestionのターゲットを歪める可能性があります。この場合、Is Windowsセンサーが

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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検疫されるWindowsエンドポイントは、応答がTSE-Error:になるため、not equals true
条件に一致します。隔離されているセンサーはむしろtrueです。このような結果を避けるため

のベストプラクティスとして、できるだけ具体的にターゲット条項を作成し、not equals trueな

どのマイナスのマッチング条件を使用しないでください。

隔離センサーを表示する

[Content (コンテンツ)] > [Sensors (センサー)] > [Quarantined Sensors (隔離されたセン

サー)]へ移動し、隔離ステータスのセンサーに関する詳細を確認します。このページには、

[Sensor Management (センサー管理 )]ページと同じ[Sensor Runtime Metrics (センサー実行

時間メトリック)]とフィルタリングオプションが表示されます(195ページのセンサー構成と実行時

間メトリックを表示するを参照 )。

隔離にセンサーを追加する

センサーを実行するとエンドポイントにマイナスの影響を与えることが予想される場合、手作

業でエンドポイントのセンサーを隔離できます。

注意：センサーを隔離することにより、自動的に隔離施行を有効にすることはできませ

ん。施行を制御できるのは[EnableSensorQuarantine (センサー隔離を有効化する)]グ
ローバル設定だけです。

1. Tanium Consoleにアクセスするのに使用するブラウザのURLフィールドで、

https://<Tanium_Server>/hash/<sensor>を入力します。<Tanium_Server>のために、

FQDNまたはTanium ServerのIPアドレスを入力します。<sensor>はTanium Consoleが表

示しているセンサー名と大文字小文字とスペースに関して合致している必要がありま

す。

ブラウザはセンサーに関連するハッシュ値を表示しています。

2. エンドポイントのオペレーティングシステムCLIにアクセスし、ディレクトリ(cd)をTanium Client
インストールフォルダに変更します。

3. 次のコマンドを入力します。

TaniumClient quarantine add <sensor_hash>

センサーの隔離を解除する

[Default Content (デフォルトコンテンツ)](以前の[Initial Content - Base (初期コンテンツ - ベー

ス)])バージョン7.1.10.0000以降をインポートした場合、Tanium Consoleを使用して一部あるい

はすべてのエンドポイント上のセンサーの隔離を解除できます(73ページのTaniumのコンテンツ

パックを管理するを参照 )。センサーの隔離を解除した後、Tanium Clientはそれ以降の
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Questionとアクションの実行を許可しますが、タイムアウトを超えるとセンサーは再び停止、隔

離されます。

注意：

センサーを修正すると、その新しい定義を受け取るTanium Clientはそのセンサーの隔離

を自動的に解除します。

Tanium Serverは、オフラインのエンドポイントにあるセンサーの隔離を解除できません。

いくつかのエンドポイントが後にオンラインになる可能性があることが分かっている場合、

[Un-Quarantine Sensor (センサーの隔離解除 )]または[Un-Quarantine Sensor (Non-
Windows) (センサーの隔離解除 ) (Windows以外 )]パッケージを使用するアクションの

計画を検討します(167ページのアクションのデプロイを参照 )。

1. [Content (コンテンツ)] > [Sensors (センサー)] > [Quarantined Sensors (隔離されたセ

ンサー)]へ移動します。

2. センサーを選択して[Unquarantine (隔離解除 )]をクリックします。

3. センサーの隔離を解除するエンドポイントを含む[Action Group (アクショングループ)]を選

択します。

4. 影響を受けるエンドポイントを確認してから[Unquarantine (隔離解除 )]をクリックしま

す。

隔離センサーの適用を有効化または無効化する

隔離の施行を有効化すると、Tanium Clientは、隔離センサーを使用するQuestionには回答

せず、それらのセンサーはアクションに対して実行されません。施行を無効にした後、クライアン

トは依然としてセンサーとログの隔離イベントを検疫しますが、これらのセンサーが実行されな

いようにすることはできません。

注意：隔離の施行を有効化または無効化するには、ユーザアカウントにグローバル設

定の書き込み(micro admin)アクセス権限のロールが必要です。管理者予約ロールを

割り当てられたユーザには、このアクセス許可があります｡

適用を初めて有効化する場合、[EnableSensorQuarantine]設定を以下のようにTanium
Server上でグローバル設定に追加する必要があります。デフォルトで、適用は無効化されて

おり、設定はTanium Consoleで表示されません。設定を追加後、Tanium Serverはこの設定

をすべてのTanium Clientに適用します。
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1. Tanium Consoleへアクセスして[Administration (管理 )] > [Global Settings (グローバル

設定 )]に進み、[New Setting (新規設定 )]をクリックします。

2. 以下の値を入力して[Save (保存 )]をクリックします。

l Setting Name (名称設定 ) = EnableSensorQuarantine

l Setting Value (設定値 ) = 1

l Affects (影響 ) = Client

l Value Type (値の種類 ) = Numeric

グローバル設定に追加した後に施行設定を変更したい場合、

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

2. [EnableSensorQuarantine]を選択し、[Edit (編集 )]をクリックし、値を1に設定して適

用を有効、または0に設定して適用を無効にします。そして[Save (保存 )]をクリックしま

す。

ヒント：すべてのクライアントではなく特定のTanium Clientにおいて適用の設定を変更

したい場合、そのクライアントのローカル設定で[EnableSensorQuarantine]設定を追加

または変更します(Tanium Clientユーザガイド：Tanium Clientの設定を参照 )。

パッケージの管理

パッケージの概要

パッケージ設定には、設定、コマンド、スクリプトおよび、管理対象エンドポイントに対するアク

ションの調整に必要なその他すべてのファイルが含まれます。パッケージは、アクション展開ワー

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

開できます。

Tanium Clientサービスは、LocalSystemまたはrootアカウントのアクセス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に管理者権限がない場合にも、Tanium
Consoleユーザは、これらのアプリケーションが以下の条件に適合している限り、クライアントア

プリケーションをインストール、更新、削除するアクションをエンドポイントに展開できます。

l このアプリケーションは、LocalSystemアカウントのアクセス許可 (Windows) 、またはroot
(Windows以外 )を使用してコマンドラインからインストールされます。

l このアプリケーションは、インストール時に対象エンドポイントにログインしているエンドユー

ザとの対話を表示しないように設定されています。

https://docs.tanium.com/client/client/troubleshooting.html#Tanium_Client_settings
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html
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l このアプリケーションは、必要に応じて、アプリケーションのインストーラに渡されるオプショ

ン、スイッチ、または入力ファイルを使用してインストール時に動的にカスタマイズできま

す。

必要な実行可能ファイル、スクリプト、構成ファイルにこれらの特性がネイティブで備わっていな

い場合は、InstallShieldなどの市販のソフトウェアパッケージツール、またはNullsoft Scriptable
Install Systemなどのオープンソースのアプリケーションを使用して、インストーラの新しいバージョ

ンを作成できることがあります。

Tanium Core Platformを使用すると、インストールされているアプリケーションの数およびそのア

プリケーションの使用状況を追跡できます。したがって、新しいソフトウェアをインストールする

か、既存のソフトウェアのバージョンをアップグレードする前に、組織が必要な数のライセンスを

所有しているか、またはソフトウェアの使用条件を満たしていることを確認してから、組織内の

エンドポイントに商用またはオープンソースのソフトウェアを一元的に配布およびインストールし

ます。

注意：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。詳しくは、78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してください。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(208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、次の手順を実行します。

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17の説明に従って構成を完

了します。

4. 変更を保存します。



© 2020 Tanium Inc. All Rights Reserved 208ページ

パッケージファイルを再ダウンロードする

Tanium Serverは、キャッシュ内のパッケージファイルを保存します。更新されたファイルバージョ

ンが使用可能な場合、または現在のファイルバージョンをトラブルシューティング目的で再ダウ

ンロードする必要がある場合、Tanium Serverに手動で再ダウンロードして正しいファイルをエ

ンドポイントに展開することができます。パッケージの初期ダウンロードに失敗した場合、サー

バは数分ごとにダウンロードを自動的に再試行することに注意してください。

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

2. ファイルをダウンロードするパッケージを選択し、[Status (ステータス)]をクリックします。

ステータスがポップアップ表示されます。

3. 再ダウンロードしたい個々のファイルの[re-download (再ダウンロード )]をクリックするか、

全ファイルを再ダウンロードする場合には[re-download all (すべてを再ダウンロード )]を
クリックします。

ヒント：[Action Summary (アクションサマリ)]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。176ページのアクションサマリとステータスを表示するを参照してくだ

さい。Tanium Serverにパッケージファイルの更新済みバージョンを自動的にチェックさ

せ、ダウンロードさせたい場合、パッケージ設定の[Check for update (更新を確認す

る)]の間隔を設定してください(表17を参照 )。

パッケージのクローンを作成する

クローン作成は、以下を行う必要がある場合に役立ちます。

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。
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l 設定が多少異なる既存のパッケージを使用して新しいパッケージを作成します。多くの

場合、このほうが最初から新しいパッケージを作成するより簡単です。

パッケージのクローンを作成するには次の手順を実行します。

1. [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17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17の説明に従って構成を完了しま

す。

3. 構成を保存します。

設定 ガイドライン

パッケージ名 パッケージを識別する構成名。

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

展開)]ページおよび、([Deploy Actions (アクションの展開)]ページから開く)
[Browse Packages (パッケージの参照)]ダイアログに表示されます。

コンテンツセット コンテンツセットに割り当てます。リストには、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｡

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。

表17：パッケージ設定ガイドライン
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設定 ガイドライン

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。

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、186
ページのアクションロックの管理を参照してください。

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化す

るには、コンテンツファイルで<process_group_flag>を1に設定してイ

ンポートするか、インポート後にTanium Consoleでallow_process_group_
flag_editを設定します。

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

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)] — ユーザは、ボックスをチェックすることによっ

て設定を有効化します。0または1が変数に入力されます。選択された場

合は1、選択されなかった場合は0が返されます。

l [Date (日付)]、[Date Time (日付時刻)]、[Date Time Range (日付

時間範囲)] - ユーザは日付と時刻、または範囲を選択します。日時は、ミ

リ秒単位のエポック形式です。範囲では、ユーザはパイプで区切って2つの

日時を指定します。

l [Drop Down List (ドロップダウンリスト)] - ユーザはリストから1つのオプショ

ンのみを選択します。

l [List (リスト)] - ユーザは1つ以上の値を選択します。複数の値はパイプで

区切ります。

l [Numeric (数値)] - ユーザは数値を入力します。入力は最小値と最大値

で制御できます。ステップサイズを指定すると、指定した値で入力を割り切

れるように指定できます。スナップ間隔は、上下ボタンが押されたときの数

字の増減量です。ステップサイズの値は、スナップ間隔が0でなければ、ス

ナップ間隔の値の倍数にする必要があります。ユーザが選択した数字が変

数に入力されます。

l [Numeric Interval (数値間隔)] - ユーザはリストから数字と項目を選択

します。リスト項目は数値を1つとります｡ 変数に入力される値は、乗算の

結果です。たとえば、ユーザが2を選択してHigh(高)(値は3)を選択すると、

変数の値は6になります。

l [Plugin (プラグイン)] - ほとんどの場合､ユーザ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、ユーザ入力フォーム内のセクショ

ンを区切るグラフィカルな方法です。

l [Text Area (テキスト領域)] - ユーザは大量のテキストを入力します。テキ

ストは変数に入力されます。

l [Text Input (テキスト入力)] - ユーザはテキストを入力します。許可され

るエントリは、正規表現で制御できます。ユーザ入力は変数に入力されま

す。

l [Time (時刻)] - ユーザはドロップダウンリストから時刻を選択します。入力

は制限することができます。

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

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)]を設定してからアクションを実行すると、

[Action Summary (アクションサマリ)]ページに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。

パッケージ設定をインポートまたはエクスポートする

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では、この実践をサポートするためにコンテンツファイルのインポートとエク

スポートが可能です。

ユーザロールの要件

ユーザは、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へのアクセスに使用するシステムのDownloads
フォルダにコンテンツファイルをエクスポートします。

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。
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ヒント：または、パッケージに加えて他の設定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 Content(XMLコンテンツにエクス

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 Format (フォーマットをエクスポート )](JSON またはXML)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へのアクセスに使用するシステムのDownloads
フォルダにコンテンツファイルをエクスポートします。

パッケージ設定をインポートする

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

1. コンテンツファイルの認証で説明されているように、コンテンツファイルにデジタル署名を行

い、公開鍵が定められていることを確認します。

2. いずれかの][Content (コンテンツ)]ページまたは[Permissions (アクセス権限 )]ページに

移動し、Tanium Consoleの右上にある 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。

保存済みQuestionの管理

保存済みQuestionの概要

[Saved questions (保存済みQuestion)]は、Interactの[Question Bar (Questionバー)]で再構

成することなく再発行できるQuestionです。これらは、再発行間隔、アクセス権限、関連する

アクション、その他の設定を定義できる設定オブジェクトです。スケジュールに基づいて保存済

みQuestionを手動で問題なく発行することもできます。Taniumモジュールを介して保存済み

QuestionやTanium XML APIを使用するカスタムアプリケーションを使用して問題を解決するこ

ともできます。たとえば、Tanium™ Connectを使用して保存済みQuestionを定期的に発行

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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し、結果を外部サーバに送信できます。保存済みQuestionを作成するには、[Question Bar
(Questionバー)]からダイナミックQuestionを発行して保存します。インポートするTaniumモ

ジュールおよびコンテンツパックには、事前に定義された保存済みQuestionも用意されていま

す。Interactモジュールは、ダッシュボードに保存済みQuestionを整理し、カテゴリ下でダッシュ

ボードを整理します。各カテゴリ、ダッシュボード、および保存済みQuestionは、1つのコンテン

ツセットに割り当てられます。

ダッシュボード

ダッシュボードは、エンドポイントから取得した情報に関連する保存済みQuestionのグ

ループです。たとえば、事前定義されたハードウェアインベントリダッシュボードには、

CPU、ディスク、メモリ、BIOS情報を取得するQuestionが含まれています。ダッシュボード

内のすべてのQuestionを同時に発行することができます。

カテゴリ

カテゴリは、一群のダッシュボードです｡ これは、特定の目的で使用するQuestionの包

括的な用語として機能します。たとえば、[Security (セキュリティ)]カテゴリには [Data
Leakage (データ漏洩 )]、[Wireless Network Security (ワイヤレスネットワークセキュリ

ティ)]、および [USB Device Security (USBデバイスセキュリティ)]ダッシュボードが含ま

れ、セキュリティ関連のQuestionが含まれています。

コンテンツセット

コンテンツセットは、アクセスを制御するためのユーザロール権限を適用する保存済み

Question、ダッシュボード、カテゴリ、その他のコンテンツのグループです。Taniumは、デ

フォルトコンテンツパックおよびTaniumモジュールを介して定義済みコンテンツセットを複

数用意しています。カスタムコンテンツセットを作成することもできます。詳細および関連

するタスクについてはコンテンツセットの管理を参照してください。

次のTanium Consoleページを使用して、保存済みQuestionを表示、発行、編集し、コンテ

ンツセット間でQuestionを移動させます。各ページに固有のアクションを実行することもできま

す。

l [Content (コンテンツ)] > [Saved Questions (保存済みQuestion)]へ移動します。この

ページを使用して、保存済みQuestionの設定を表示し、Questionをコピー、エクスポー

ト、削除します。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_content_sets.html
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注意：[Modified By Persona (ペルソナによって修正 )]列は、Questionの作成と編

集時にユーザが使用した代替的なペルソナのみを表示します。この列はデフォル

トのペルソナでは空白です。

l [Interact Content (Interactコンテンツ)]ページ: このページを使用して、カテゴリとダッシュ

ボードを定義し、保存済みQuestionを割り当てます。特定のQuestion、ダッシュボー

ド、カテゴリをお気に入りとして選択し、また、新しい保存済みQuestionを作成すること

もできます。

l Interactのホームページ このページを使用して、お気に入りのカテゴリ、ダッシュボード、お

よび保存済みQuestionを表示します。新しい保存済みQuestionも作成できます。

注意：保存済みQuestionの管理に必要なユーザロールおよびアクセス権限について

詳しくは54ページのコンテンツ管理のアクセス権限を参照してください。

ユーザ固有の保存済みQuestion

複数のユーザが同じ保存済みQuestionに対応する場合、次の要因がどのユーザに対して

表示できるかを制御し、ユーザが表示できるQuestionの設定と結果を制御します。

l ユーザロールのアクセス権限：保存済みQuestionを表示および編集するには、ユーザに

はQuestionが割り当てられているコンテンツセットに必要なロールアクセス権限が必要で

す(ユーザロール要件を参照 )。さらに、Question構成の次の設定は、ロールのアクセス

権限と相互作用して、Questionを表示できるユーザと、ユーザが表示できるその他の

設定に影響を与えます。

l 可視性 : Questionが所有者 (Question作成者 )と管理者にのみ表示されるか、ま

たは必要なロールのアクセス権限を持つユーザに対してのみ表示されるかを決定

します。

l デフォルト選択 : Questionの設定で[User Settings & Defaults (ユーザ設定とデ

フォルト)]に対してユーザに表示するデフォルト値を決定します。

l ユーザ固有の設定変更 : ユーザがQuestionの設定に変更を保存すると、Tanium
ServerはQuestionのコピーを保存します。サーバにログインすると、ユーザは自分の変更

を含むコピーのみを表示します。

l コンピュータグループの管理権限 : ユーザおよびユーザグループに割り当てられたコン

ピュータグループは、保存済みQuestionの再発行間隔と最近のQuestionの結果の可

視性を決定します。

詳細については、KB記事の関連情報：ユーザ固有の保存済みQuestionを参照してくださ

い。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/requirements.html#user_roles
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360031056571-Reference-User-specific-saved-questions
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保存済みQuestionを作成する

1. Interactの[Question Bar (Questionバー)]を使用してダイナミックQuestionを実行しま

す｡

2. [Question Bar (Questionバー)]の下の[Save this question (このQuestionを保存 )]をク

リックして、[New Saved Question (新しい保存済みQuestion)]ページを開きます。

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

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。

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。

可視性 l According to RBAC (RBAC準拠)。ユーザが保存された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)。保存済み

Questionを閲覧できるのは､オブジェクト所有者(作成者)と管理者予約

ロールを持つユーザだけになります｡
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設定 ガイドライン

このQuestionの
再実行頻度

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

ションを使用して、現在オフラインになっているクライアントを後でオンラインにす

ることができます。たとえば、保存済みQuestionの設定を保存している時にオ

フラインになっている従業員のノートパソコンは、8時間の再発行間隔で少なく

とも1回オンラインにすることができます。

再発行を設定すると、Tanium Serverは指定された間隔で保存済み

Questionをバックグラウンドで再発行します。たとえば、保存された

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。デフォルトでは、Tanium
Serverは7日間応答をキャッシュし、サーバがQuestionを発行するときにオ

フラインであるエンドポイントの[Question Results (Question結果)]グリッド

にキャッシュされた応答を表示します。[Question History (Questionの履

歴)]を使用し、サーバが指定した再発行間隔に基づいて保存済み

Questionを発行することを確認できます。

注意：

l 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、Questionは厳密に8時間ごとにTanium Serverにより

再発行されます。

l 保存済みQuestionの再発行間隔を表示できるユーザは、それら

のユーザに割り当てられたコンピュータグループによって異なりま

す。詳細については、KB記事の関連情報：ユーザ固有の保存

済みQuestionを参照してください。

Default
preferences (デ
フォルトユーザ設

定)

保存済みQuestionに対してユーザに表示される[User Settings & Defaults
(ユーザ設定とデフォルト)]は、ロールのアクセス権限と[Default Preferences
(デフォルト設定)]によって異なります。デフォルト設定は、ユーザが設定を編

集するまで、すべてのユーザに対してQuestionに初期値として同じ値を設定

する場合に便利です。管理者またはContent Administratorの予約済みロー

ルを持つユーザのみが、[Default Preferences (デフォルト設定)]を表示およ

び設定できます。詳細については、KB記事の関連情報：ユーザ固有の保存

済みQuestionを参照してください。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_questions.html#Question_history
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_questions.html#Question_history
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360031056571-Reference-User-specific-saved-questions
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360031056571-Reference-User-specific-saved-questions
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360031056571-Reference-User-specific-saved-questions
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360031056571-Reference-User-specific-saved-questions
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設定 ガイドライン

Questionをドリル

ダウン対象にする

このオプションを有効にすると、Questionの結果のドリルダウン操作に使用でき

るQuestionが作成されます。[Question Results (Questionの結果)]グリッド

で結果を選択し、[Drill Down (ドリルダウン)]をクリックすると、[Select
Drilldown Question (ドリルダウン型Questionの選択)]ダイアログが開き、

[Saved Questions (保存済みQuestion)]タブに使用可能なQuestionが表

示されます。次に、Questionを選択し[Drill Down (ドリルダウン)]をクリックし

て、そのQuestionに基づいた結果をフィルタリングします。詳細については、

[Drill Down (ドリルダウン)]を参照してください。

Non-Counting
Question /
Counting
Question (非計

数Question/計
数Question)

Questionを非計数Questionに変換するオプションは、Questionのget句に1つ
のセンサーがある場合にのみ利用できます。非計数Questionに変換すること

により、Tanium Serverは回答を最近のデータとして保存することができます。

これは、を選択した場合に、サーバがライブデータを利用できない場合(回答

エンドポイントがオフラインの場合)に使用します。詳細については、現在また

は最近のQuestionの結果を表示を参照してください。非計数Questionに変

換することにより、合併オプションも有効になります。

注意：

l 非計数Questionは、Tanium Serverが各エンドポイントに対して

回答文字列を維持するため、ディスクストレージを増やします(コ
ンピュータ IDに基づく)。

l 新しい保存済みQuestionの構成を保存した後は、この設定を

変更することはできません。

をマージ可能に

する

非計数Questionのみがこのオプションを提供して、Questionをマージ操作で

利用できるようにします(Questionのマージを参照)。新しい保存済み

Questionの構成を保存した後は、この設定を変更することはできません。

Default Tab (デ
フォルトのタブ)

デフォルトのタブとして､ [Question]、[Grid (グリッド )]、または[Pie (円)]。(す
べてのユーザのデフォルトユーザ設定としてこれらを使用)][Default
Preferences (デフォルトユーザ設定)]をすべてのユーザに設定しない限り、

[Default Tab (デフォルトタブ)]設定がユーザ設定として保存されます。

Default Grid
Chart Zoom (デ
フォルトのグリッド

チャートズーム)

[Question Results (Questionの結果)]グリッドの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)]。

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。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_results.html#Drill_down
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_results.html#current-recent_results
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_results.html#current-recent_results
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_results.html#Merging_Questions
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_example_sq_associated_action.html
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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。

Tanium ServerはQuestionを再発行して、結果を[Saved Question Results (保存済み

Questionの結果 )]グリッドに表示します。構成した設定に応じて、保存済みQuestionがさま

ざまなTanium Consoleワークフローで使用される保存済みQuestionリストに表示される場合

があります。

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。

保存済みQuestionを編集する

ベストプラクティスとして、Taniumコンテンツパックを通じて提供される保存済みQuestionは編

集しないでください。詳しくは、78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

るを参照してください。Taniumが提供するQuestionを編集する必要がある場合は、215ペー

ジのユーザ固有の保存済みQuestionを確認し、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

存済みQuestionを編集するには次の手順を実行します。

1. 以下の方法のうちの1つを使用して[Edit Saved Question (保存済みQuestionを編集

する)]ページを開きます。

l [Content (コンテンツ)] > [Saved Questions (保存済みQuestion)]へ移動し、保

存済みQuestionを選択し、[Edit (編集 )]をクリックします。

l [Interact Content (Interactコンテンツ)]ページで[Saved Questions (保存済み

Question)]パネルでQuestionを見つけ、Questionの上にマウスを置いて、[Edit (編
集 )] をクリックします。次に、[Edit Properties (プロパティの編集 )]を選択します。

l お気に入りとしてQuestionを選択した場合、Interactのホームページに進み、お気

に入りセクションの保存済みQuestionを見つけてそのQuestionにマウスオーバー

し、[Edit (編集 )]をクリックし、[Edit Properties (プロパティの編集 )]を選択します。

2. 216ページの保存済みQuestionを作成するに記載されている設定を構成します。
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注意：パラメータ化されたセンサーに基づく保存済みQuestionを作成してからセンサー

を変更する場合、保存済みQuestionの動作には、元のセンサー定義が反映されま

す。新しいセンサーの定義は、保存されたQuestionを変更した後に期待どおりに動作

します。パラメータ化されたセンサーの詳細については、127ページのパラメータ化セン

サーを使用するQuestionを参照してください。

保存済みQuestionをフィルタリングする

Taniumシステムの使用頻度が増していくにつれて、保存済みQuestion数は増える傾向にあ

ります。長いリスト内で特定のQuestionを見つけるためにフィルタリングを行えます。使用可能

なフィルタはTanium Consoleページによって異なります。[Content (コンテンツ)] > [Saved
Questions (保存済みQuestion)]ページにおいて、(グリッドの上にあるフィルタフィールドの)テキ

スト文字列または列の値 (Question設定 )でフィルタリングできます。[Interact Content
(Interactコンテンツ)]ページにおいて、テキスト文字列、カテゴリ、ダッシュボード、お気に入りに

基づいてフィルタリングできます。

列(設定)の値でフィルタ

[Content (コンテンツ)] > [Saved Questions (保存済みQuestion)]グリッドに各Questionの設

定用の列が表示されます。グリッドのフィルタリングに使用する個々の設定について、次の手

順を実行します。

1. 目的の列ヘッダでをクリックし、ドロップダウンリストを開きます。

2. [Filter (フィルタ)]を選択し、演算子 (例：指定文字列と等しい)を選択します。

3. フィルタ値を入力して[Filter (フィルタ)]をクリックします。

カテゴリとダッシュボードでフィルタリング

[Interact Content (Interactコンテンツ)]ページで、パネルカードをクリックすると、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が表示されます。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。
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図34：Interact Contentページのフィルタ

テキスト文字列でフィルタリング

[Interact Content (Interactコンテンツ)]ページでは、パネル内の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35：テキストフィルタ

お気に入りによるフィルタリング

お気に入りは、Interactホームページに表示するカテゴリ、ダッシュボード、または保存済み

Questionです。[Interact Content (Interactコンテンツ)]ページでお気に入りをオプションのフィル
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タとして使用することもできます。Tanium Serverはお気に入りをユーザ固有設定として保存し

ます。あなたのお気に入りの選択は他のユーザには適用されません。

Interact 2.0以降にアップグレードする前にお気に入りとして選択した項目は、アップグレード後

もお気に入りに残ります。アップグレードする前または新しくTanium Serverをインストールする

前にお気に入りがなかった場合、いずれにしても、読み取りアクセス権限があるすべてのカテ

ゴリとダッシュボードがお気に入りとして設定されます。

お気に入りのコンテンツの表示を構成するには、次の手順を実行します。

1. [Interact Content (Interactコンテンツ)]ページに移動します。

ヒント：Interactホームページで、項目のお気に入りアイコンをクリックすると、項目

のお気に入りの選択が解除され、ページから削除されます。ただし、ホームページ

では、お気に入りでない項目を表示するオプションは提供されません。そのページ

の項目にお気に入りのステータスを復元することはできません。

2. カテゴリ、ダッシュボード、または保存済みQuestionの名前の横に表示される、お気に

入り選択または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。

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、そのパネルの項目

を個別にオンまたはオフにすることで操作回数を減らすこともできます。

3. お気に入りをクリックして表示のみフィルタを切り替えます。

このボタンは暗いバックグラウンドに変化して、パネルにお気に入りのみが表示されること

を示します。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。
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図36：お気に入りフィルタ

保存済みQuestionを発行する

Questionを保存した後、次の手順のいずれかを実行することによっていつでも手動で

Questionを発行できます。

l [Interact Content (Interactコンテンツ)]ページに移動し、[Saved Questions (保存済み

Question)]パネルで、Question名をクリックします。

l お気に入りとしてQuestionが選択されている場合は、Interactのホームページに移動し、

[Favorite Saved Questions (お気に入りの保存済みQuestion)]までスクロールして、

Question名をクリックします。[Favorite Categories (お気に入りカテゴリ)]または[Favorite
Dashboards (お気に入りダッシュボード )]セクションでQuestion名に移動して、Question
名を検索してクリックすることもできます。

l [Content (コンテンツ)] > [Saved Questions (保存済みQuestion)]ページへ移動し、

Questionを選択し、[Load (読み込み)]をクリックします。

Tanium Consoleの結果が[Saved Question Results (保存済みQuestionの結果 )]ページに

表示されます。

ヒント：Tanium Serverが保存済みQuestionを自動的に再発行する場合は、

Questionの構成を編集し、[Reissue (再発行 )]間隔を設定します。219ページの保存

済みQuestionを編集するを参照してください。

ダッシュボード内のすべてのQuestionを同時に発行する場合は、224ページの保存済

みQuestionのダッシュボードを発行するを参照してください。
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Questionの結果の処理について詳しくは144ページのパート7：Questionの結果を管理

するを参照してください。

保存済みQuestionのダッシュボードを発行する

場合によっては、エンドポイントから取得した情報の種類に基づいて関連する複数の保存済

みQuestionを発行することが有用です。このような場合は、1つのダッシュボードでQuestionを
グループ化し、同時に問題を解決できます。たとえば、事前定義されたハードウェアインベント

リダッシュボードには、CPU、ディスク、メモリ、BIOS情報を取得するQuestionが含まれていま

す。

ダッシュボード内のすべてのQuestionを発行するには、次の手順に従います。

l [Interact Content (Interactコンテンツ)]ページに移動して、ダッシュボードパネルで、ダッ

シュボード名をクリックします。

l お気に入りとしてダッシュボードを選択した場合は、Interactのホームページに移動して、

[Favorite Dashboards (お気に入りのダッシュボード )]までスクロールし、ダッシュボード名

をクリックします。お気に入りカテゴリセクションでダッシュボード名に移動して、ダッシュ

ボード名を検索してクリックすることもできます。

Tanium Consoleは、各保存済みQuestionの結果グリッドを表示するダッシュボードの結果

ページを表示します。

図37：ダッシュボードの結果ページ

ダッシュボードの結果ページには、[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 (保存済み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の結果グリッドの管理を

参照 )。ダッシュボードの結果ページには、次の機能もあります。(図37の番号に対応し

ています)。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_results.html
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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)]ドロップダウンリ

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デプロイ(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。

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Boolean ANDを使用してフィルタを結

合します。

注意：Questionの結果の処理について詳しくは144ページのパート7：Questionの結果

を管理するを参照してください。

カテゴリとダッシュボードを管理する

インポートするTaniumモジュールおよびコンテンツパックは、保存済みQuestionを整理するため

のコンテナとして定義済みカテゴリとダッシュボードを提供します。カスタムカテゴリとダッシュボー

ドを作成し、Taniumデプロイメントに対してロールベースのアクセス制御 (RBAC)を設定する方

法に基づいて保存済みQuestionを割り当てることもできます。[Interact Content (Interactコ
ンテンツ)]ページで次のタスクをすべて実行します。

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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カテゴリを作成する

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

します。

2. [Name (名前 )]、[Content Set (コンテンツセット)]、[Visibility (可視性 )]オプションを指

定して、[Save (保存 )]をクリックします。

ダッシュボードを作成する

1. [Dashboards (ダッシュボード )]パネルの見出しで設定 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. 構成の[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属してい

ます。管理者またはContent Administratorロールを持つユーザのみがそのカテゴリを表

示することができます。そのため、ユーザとダッシュボード作成者のみが新しいダッシュ

ボードを表示できます。他のユーザに新しいダッシュボードを表示する場合は、必要な

アクセス権限を持つユーザがそれを別のカテゴリに移動する必要があります。

ダッシュボードをカテゴリに割り当てる

1. その[Categories (カテゴリ)]パネルにマウスカーソルを重ねて、編集 をクリックし、

[Add/Remove Dashboards (ダッシュボードの追加と削除 )]を選択します。

2. [Dashboards (ダッシュボード )]パネルでカテゴリに含めるダッシュボードを選択して、

[Apply (適用 )]をクリックします。

保存されたQUESTIONをダッシュボードに割り当てる

1. [Dashboards (ダッシュボード )]パネルで、そのカテゴリにマウスカーソルを重ねて、[Edit
(編集 )]をクリックし、[Add/Remove Saved Questions (保存済みQuestionの追加と削

除 )]を選択します。

2. [Saved Questions (保存されたQuestion)]パネルでダッシュボードに含める保存された

Questionを選択して、[Apply (適用 )]をクリックします。

カテゴリまたはダッシュボード設定の編集

1. カテゴリまたはダッシュボードパネル、またはカテゴリまたはダッシュボードの上にマウスを置

いて、[Edit (編集 )] をクリックし、[Edit Category Information (カテゴリ情報の編集 )]ま
たは[Edit Dashboard Information (ダッシュボード情報の編集 )]を選択します。
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2. 設定を編集し、構成を保存します。

ヒント：保存済みQuestion設定を編集するには、219ページの保存済みQuestionを編

集するを参照してください。

カテゴリまたはダッシュボード構成を削除する

カテゴリを削除すると、Tanium Serverが削除されたダッシュボードをその他のダッシュボードカテ

ゴリに再割り当てします。ダッシュボードを削除すると、Tanium Serverはその保存済み

Questionをその他のダッシュボードに割り当てません。

1. カテゴリまたはダッシュボードパネル、カテゴリまたはダッシュボードの上にマウスを置いて、

[Delete (削除 )] をクリックします。

2. 構成の削除を確認します。

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。

カテゴリ、ダッシュボード、QUESTIONのエクスポート

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。
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2. エクスポートする項目または、[Select all (すべて選択 )]を選択します。

3. [Export (エクスポート)]をクリックします。

4. ファイル名を指定して[OK]をクリックします。

JSONファイルは、Tanium Consoleにアクセスするために使用するコンピュータのDownloadsフォ
ルダに保存されます。

ヒント：また、[Content (コンテンツ)] > [Saved Questions (保存済みQuestion)]ページ

を介して保存済みQuestionをエクスポートおよびインポートすることもできます。228ペー

ジの保存済みQuestionの設定をインポートまたはエクスポートするを参照してください。

保存済みQuestionの設定をインポートまたはエクスポートする

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では、この実践をサポートするためにコンテンツファイルのインポートとエク

スポートが可能です。

注意：ユーザは、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へのアクセスに使用するシステムのDownloads
フォルダにコンテンツファイルをエクスポートします。

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、保存済みQuestionに加えて他の設定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 Content(XMLコンテンツ

にエクスポート)]をクリックし、[Saved Questions (保存済みQuestion)]およびその
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他のオブジェクトタイプを選択し、[Export Format (フォーマットをエクスポート)]
(JSON またはXML)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へのアクセスに使用するシステムのDownloads
フォルダにコンテンツファイルをエクスポートします。

保存済みQUESTIONの設定をインポートする

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

1. コンテンツファイルの認証で説明されているように、コンテンツファイルにデジタル署名を行

い、公開鍵が定められていることを確認します。

2. いずれかの][Content (コンテンツ)]ページまたは[Permissions (アクセス権限 )]ページに

移動し、Tanium Consoleの右上にある 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。

Questionとセンサーのしきい値の管理

Questionおよびセンサーのしきい値の概要

Tanium ClientがQuestionを実行するために必要な時間は、センサーの種類、センサーの数、

呼び出すQuestionによって大きく異なります。TaniumのQuestionの実行がエンドポイントのリ

ソースに及ぼす影響を評価するために、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。

注意：[Configuration (設定 )] > [Sensor Thresholds (センサーのしきい値 )]ページを

表示、使用するには、ユーザアカウントに[Administrator (管理者 )]予約済みロールが

必要です。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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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

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。

表18：Questionとセンサーの実行時間のしきい値のアイコン

しきい値インジケータを表示する場合は、以下のことに注意してください。
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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

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設定する

Tanium Consoleは、デフォルトでしきい値のインジケータを表示します。ただし、次のようにして

デフォルトのしきい値を変更できます。
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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

ザにのみしきい値を表示するか、Questionとセンサーを表示できるすべてのユーザ

([Admin and Users (管理者とユーザ)])に表示するかを選択します。

3. 各しきい値にラベルを入力するか、High(高)、Medium(中)、およびLow(低)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。

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 (すべ

てのマシンからユーザのコンピュータ名と実行プロセスを取得する)]。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、229ページのQuestionおよびセンサー

のしきい値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
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のアイコンが表示されることを確認します。

フィルタグループの管理

フィルタグループは、Questionにおけるフィルタ(フィルタグループを使用するを参照 )および

Questionの結果 (146ページのQuestionの結果をフィルタリングするを参照 )として使用するコン

ピュータグループのひとつのタイプです。ユーザは、高度なロールまたはモジュールロールに関連

付けられたコンテンツセットにフィルタグループを割り当てる時にそのフィルタグループのアクセス権

限を取得し、そのロールをペルソナに割り当て、そのペルソナをユーザまたはユーザグループに

割り当てます。以下の図は、フィルタグループの読み取りとフィルタグループの書き込みアクセス

権限を[Default Filter Groups (デフォルトフィルタグループ)]コンテンツセットに付与する高度な

ロールの例を示しています。

図38：フィルタグループ割り当て

これらのエンドポイントが、ユーザがQuestion発行に使用したペルソナに割り当てられているコ

ンピュータ管理グループにも属する場合を除き、フィルタグループ内のエンドポイントから

Questionの結果を受信できないことに注意してください。コンピュータ管理グループとフィルタグ

ループ間の相互作用およびそれらの最良の使用方法について詳しくは315ページのコンピュー

タグループの概要を参照してください。

[Content (コンテンツ)] > [Filter Groups (フィルタグループ)]ページを使用し、次の手順に従っ

てフィルタグループの表示、作成、複製、編集、削除を行います。フィルタグループの作成

後、そのメンバーシップの定義は変更できません。

フィルタグループと管理グループの両方であるコンピュータグループを管理するには、

[Administration (管理 )] > [Computer Groups (コンピュータグループ)]ページを使用します

(315ページのコンピュータグループの管理を参照 )。予約済みコンピュータグループの[All

Computers (すべてのコンピュータ)]および[No Computers (コンピュータなし)]は両タイプで機能しま

す。これらの予約済みグループは予約済みコンテンツセット内にあり、編集できません。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/example_advanced_questions.html#computer_group_filters
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Tanium Serverの新規インストール後にTanium Consoleに初めてログインする際、サーバはフィ

ルタグループと管理グループの両方であるデフォルトのコンピュータグループを自動でインポート

します。320ページのデフォルトのコンピュータグループを参照してください。

注意：

フィルタグループの管理に必要なロールアクセス権限については54ページのコンテンツ管

理のアクセス権限を参照してください。

Tanium Core Platform 7.3以前では、すべてのコンピュータグループは管理およびフィルタ

リングの両方のアクセス権限を利用します。バージョン7.4以降にアップグレードすると、

Tanium Serverはアップグレード前のサーバに存在する各コンピュータグループの管理グ

ループとフィルタグループを自動的に作成します。ただし、アップグレード後に追加する両

タイプのコンピュータグループについては、自動複製は行われません。

フィルタグループを作成する

フィルタグループを作成する前に、フィルタベースのメンバーシップと手動で定義されたメンバー

シップ間の差分を確認してください(319ページのコンピュータグループのメンバーシップを参照 )。

1. [Content (コンテンツ)] > [Filter Groups (フィルタグループ)]へ移動し、[New Group (新
規グループ)]をクリックします。

2. [Name (名前 )]を入力してグループを指定します。

3. グループを[Content Set (コンテンツセット)]に割り当てます。

4. どのエンドポイント がフィルタグループの[Members (メンバー)]であるか定義します。

l フィルタベースのメンバーシップ(ベストプラクティス): メンバーシップフィルタを定義する

方法を選択します。

l [Filter Bar (フィルタバー)]を選択し、Interactの[Ask a Question (Question
を実行 )]フィールドのfrom句にあるものと同じ構文を使用してフィルタを定

義します。詳しくは132ページのQuestionバーからQuestionを発行するを参

照してください。

l [Filter Builder (フィルタビルダ)]を選択し、Interactの[Question Builder
(Questionビルダ)]にあるものと同じ[from computers with (次に該当するコ

ンピュータから)]フィールドを使用してフィルタを定義します。詳しくは133ペー

ジのQuestionビルダを通してQuestionを送信するを参照してください。

l 手動で定義されたメンバーシップ：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。

5. [Save (保存 )]をクリックし、プロンプトが表示されたら操作を確認します。
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フィルタグループのクローンを作成する

クローン作成は、既存のグループとわずかに異なるメンバーシップ条件を持つ新しいフィルタグ

ループが必要な場合に役立ちます。

1. [Content (コンテンツ)] > [Filter Groups (フィルタグループ)]へ移動します。

2. フィルタグループを選択し、[Clone (クローン)]をクリックします。

3. [Name (名前 )]を入力してグループを指定します。

4. グループを[Content Set (コンテンツセット)]に割り当てます。

5. どのエンドポイントがグループの[Members (メンバー)]であるか定義します。詳しくは234
ページのフィルタグループを作成するを参照してください。

6. [Save (保存 )]をクリックし、プロンプトが表示されたら操作を確認します。

フィルタグループを編集する

フィルタグループの表示名とコンテンツセットの割り当てを編集できます。ただし、表示名を変

更してもフィルタグループのオブジェクト IDは変更されません。また、グループメンバーシップの定

義も変更できません。

1. [Content (コンテンツ)] > [Filter Groups (フィルタグループ)]へ移動します。

2. フィルタグループを選択し、[View (表示 )]をクリックします。

3. (オプション) 新しい[Name (名前 )]を入力します。

4. (オプション) [Content Set (コンテンツセット)]を変更します。

5. [Save (保存 )]をクリックし、プロンプトが表示されたら操作を確認します。

フィルタグループをエクスポートまたはインポートする

フィルタグループをエクスポートおよびインポートし、それらをTanium Server間でコピーすることが

できます。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のインポートおよびエクスポート機能によってこれを実践できま

す。

フィルタグループをエクスポートする

フィルタグループとコンピュータ管理グループをエクスポートするには、次の手順を実行します(各
タイプのグループを別々にエクスポートすることはできません)。

1. [Content (コンテンツ)]または[Permissions (アクセス権限 )]ページに移動します。

2. Tanium Consoleの右上にある エクスポートコンテンツをクリックします。
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3. [Computer Groups (コンピュータグループ)]を選択し、[Export Format (エクスポート形

式 )](JSON またはXML)を選択して、[Export (エクスポート)]をクリックします。

4. [File Name (ファイル名 )]を入力するか、デフォルト名を受け入れて、[OK]をクリックしま

す。Tanium Serverは、Tanium Consoleへのアクセスに使用するシステムのDownloads
フォルダにコンテンツファイルをエクスポートします。

コンピュータグループをインポートする

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

1. コンテンツファイルの認証で説明されているように、コンテンツファイルにデジタル署名を行

い、公開鍵が定められていることを確認します。

2. いずれかの][Content (コンテンツ)]ページまたは[Permissions (アクセス権限 )]ページに

移動し、Tanium Consoleの右上にある 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。

フィルタグループを削除する

フィルタグループを削除する前に、スケジュール済みアクションとQuestionの結果を確認してくだ

さい：326ページのコンピュータグループを削除するを参照してください。管理グループとしても機

能するフィルタグループを削除する場合、そのフィルタグループはフィルタリングが無効化されて

いる管理グループとしてTanium Serverに残っています。つまり、[Administration (管理 )] >
[Computer Groups (コンピュータグループ)]ページではそのグループが引き続き表示されます

が、[Content (コンテンツ)] > [Filter Groups (フィルタグループ)]ページでは表示されません。

1. [Content (コンテンツ)] > [Filter Groups (フィルタグループ)]へ移動します。

2. フィルタグループを選択し、[Delete Selected (選択した内容を削除 )]をクリックします。

3. OKをクリックし、プロンプトが表示されたら操作を確認します。

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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コンテンツファイルの認証

コンテンツのインポート、エクスポート、認証の概要

Tanium Consoleはコンテンツのエクスポートとインポートをサポートします。これは、Tanium
Server間でコンテンツをコピーしたい場合に便利です。ベストプラクティスは、Tanium展開にお

ける実働サーバにコンテンツを配布する前にラボ環境でカスタムコンテンツを開発、テストする

ことです。コンテンツファイルは、JSONまたはXML形式でエクスポートおよびインポートできます。

ベストプラクティスはJSON 形式でエクスポートすることですが、JSONファイルはTanium Core
Platform 7.4以降においてのみインポートできます。

実働ライセンスを持つTanium展開の場合、インポートするコンテンツにはデフォルトでデジタル

署名が必要です。署名の検証により、展開において不正なファイルがインポートされないよう

にします。秘密鍵を使用して署名を作成します。Tanium Serverは、関連する公開鍵を使

用し、インポート処理中に署名を検証します。信頼済み署名者の公開鍵は､Tanium
Serverで管理されます。Tanium Serverキーストアの公開鍵が署名を検証できない場合、

サーバはコンテンツをインポートせず、Tanium Consoleに失敗メッセージが表示されます。

図39：署名検証エラー

注意：ラボライセンスを持つTanium展開の場合、Tanium Consoleは、インポートを選

択したファイルが署名されていなければ通知し、続行するか否かを選択できるようにし

ます。ただし、ベストプラクティスは、どの展開においても署名されていないファイルをイン

ポートしないことです。

TaniumソリューションまたはTaniumコンテンツパックのコンポーネントとしてインポートするコンテン

ツのキーまたは署名を生成する必要はありません(65ページのパート4：Taniumソリューションの

管理を参照 )。Taniumはこのコンテンツに署名してからそれを利用可能にし、関連する公開

鍵はサーバのインストールプロセス中にTanium Serverキーストアへ配布されます。その他のす

べてのコンテンツについては、署名する公開鍵 /秘密鍵ペアを手動で生成し、インポートするコ

ンテンツファイルを検証しなければなりません。

管理者予約済みロールを持つユーザはすべてのコンテンツタイプをエクスポートおよびインポー

トできます。[Import Signed Content (インポート署名済みコンテンツ)]アクセス権限が有効化

されたマイクロ管理者ロールを持つユーザは、そのコンテンツファイルが署名されている場合に

限り、すべてのコンテンツタイプをインポートできます。他のユーザの場合、エクスポートとイン
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ポートの可否はコンテンツタイプとロール割り当てによって異なります。詳しくは54ページのコンテ

ンツ管理のアクセス権限を参照してください。

コンテンツをインポートする前に1回限りのタスクとして公開鍵 /秘密鍵ペアを生成し、公開鍵

をTanium Serverキーストアにコピーしなければなりません。その後、インポートする個々の新し

いコンテンツファイルに署名するには秘密鍵を使用しなければなりません。署名済みコンテンツ

ファイルをインポートし、コンテンツをエクスポートする手順については、コンテンツタイプのタスクを

参照してください。

l 202ページのセンサー設定をインポートまたはエクスポートする

l 212ページのパッケージ設定をインポートまたはエクスポートする

l 228ページの保存済みQuestionの設定をインポートまたはエクスポートする

l 225ページのカテゴリとダッシュボードを管理する

l 325ページのコンピュータグループをエクスポートまたはインポートする(コンピュータ管理グ

ループとフィルタグループの両方に適用 )

l 284ページのコンテンツセットとロール構成をインポートまたはエクスポートする

l 93ページのホワイトリストURL設定をインポートまたはエクスポートする

l 182ページのスケジュール済みアクション設定をインポートまたはエクスポートする

l 365ページのLDAPサーバ設定をインポートまたはエクスポートする

コンテンツファイルを認証するためのキーペアを作成する

KeyUtilityコマンドラインプログラムを使用して、コンテンツファイルの署名および検証のための暗

号化キーペアを生成します。Tanium Serverのインストールプロセスにより、プログラムおよび関

連するファイルがトップレベルのインストールディレクトリに自動的に追加されます

(例：D:\Program Files\Tanium\Tanium Server)。インストールディレクトリからプロ

グラムを実行することも、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。

l KeyUtility.exe

l libeay32.dll

l ssleay32.dll

キーペアを生成するには、プログラムファイルが存在するディレクトリから次のコマンドを実行しま

す。<file name>引数はキーファイル名を定義しますが、拡張子を指定する必要はありませ

ん。拡張子は常に、公開鍵の場合は.pub、秘密鍵の場合は.pvkです。

> KeyUtility.exe makekeys <file name>
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このコマンドおよび、作業ディレクトリにおいて結果として得られるコンテンツの例を以下に示し

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

コンテンツファイルに署名する

コンテンツファイル認証用の公開鍵 /秘密鍵ペアを作成した後、次のコマンドを用い、秘密鍵

を使用してファイルに署名します。

> KeyUtility.exe signcontent <private_key> <content_file>

以下はコマンドの一例です。

> KeyUtility.exe signcontent TaniumLab.pvk "Example Multicolumn Sensor
Windows Registry.json"

コンテンツファイルの下部には、KeyUtilityプログラムが以下のような署名を付加します。

<!--
hash=2a8bc7529c9fcdad037982bcbfc12306aa88ac8b9d95d02248ec369008188b7c0e356a
d1811609c7
54eb01dc97c09b9f2acb10331e2d9dbf77d309124c61950a;signature=01AF3D547A97CCBD
62A022F398
586DEAD4E29A30C29406283DA2E8F1E9FCF176194D66D4D9602538102F8F2FBBCFBC7AF370D
B44E839C04
7253A246447E9A146706F00E94CD26D2CF29D8916E6EE0F21C77F0E13A6769905E5DDC09458
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912A94BB74
C1311C9B26301DB8D8C73AC043EBC6A5A836FB6815011F1ACB37E0248A30F100B631-->

公開鍵をキーストアにコピーする

コンテンツファイルをインポートする前に、Tanium Serverのキーフォルダ

(例：D:\Tanium\Tanium Server\content_public_keys\content)には、その

ファイルの署名を検証するためにサーバが使用する公開鍵のコピーがなければなりません。

キー生成コマンドを実行したフォルダから公開鍵をコピーします。

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 Applianceインストールガイド：ユーザが作成したコンテンツのインポートを

有効化するを参照してください。

例：パッケージファイル

アクションを展開すると、Tanium Serverはターゲットエンドポイント上のコマンドを実行するパッ

ケージを分散させます。パッケージコマンドには、パッケージとともに配布されるファイルに依存

するものもあれば、エンドポイント上の既知の場所に以前にインストールされたユーティリティとリ

ソースに依存するものもあります。たとえば、Windowsでは、Tanium™ Clientのアンインストール

ユーティリティは、最上位のインストールフォルダにあります(C:\Program Files
(x86)\Tanium\Tanium Clientなど)。アンインストールユーティリティを呼び出すパッ

ケージは簡単に作成することができます。

図40：アンインストールアプリケーションを呼び出すパッケージ

https://docs.tanium.com/appliance/appliance/tanium_operations_menu.html#custom_signed_content
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/tanium_operations_menu.html#custom_signed_content
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重要：[Command (コマンド )]フィールドで入力する構文には、タスクがサイレントモード

で実行されるようにするための適切なコマンドラインスイッチをすべて含める必要がありま

す。たとえば、setup.exe /S、msiexec.exe /i installme.msi /qn、installme.exe /S
/D=DIR、およびipconfig /flushdnsです。

MacOSの場合、Tanium Clientのディストリビューションにアンインストールユーティリティは含まれ

ません。シェルスクリプトを作成してTanium Clientをアンインストールし、パッケージを使用して

デプロイすることができます。

図41：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は削除されてい

ることから、エンドポイントにはTanium Serverと通信する手段がありません。

例：複数列センサー

複数列センサーは、1つの回答で複数の関連データを収集します。[Question Results
(Questionの結果 )]ページに単一のレコードとして表示させたいデータ用の複数列センサーを

https://docs.tanium.com/client/client/deploy_package_mac.html#uninstall
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作成します。たとえば、Windowsレジストリの問題を調べる場合、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、Taniumが提

供する複数列センサーの例です。指定するレジストリキーについて、センサーは、ユーザ(ユーザ

ハイブの場合 )、キーパス、値、データ、データタイプ、OSアーキテクチャタイプを返します。

図42：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43：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際、[Split into multiple columns using
delimiter (区切り文字を使用して複数列に分割 )]を選択し、文字列セパレータ(一般的に

はパイプ)を指定し、コントロールを使用して列を指定します。複数列をフィルタするQuestion
を作成するときには単一列のフィルタは、センサー定義が単一の文字 (例：「|」)で列区切り

文字を指定する場合にのみ使用できます。複数の文字 (例：「|:」)では使用できません。
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図44：複数列の結果設定

例：パラメータ化センサー

パラメータ化センサーはQuestionを発行する際に値を指定するようユーザに促します｡ 保存

済みQuestionになると、その値は保存され、保存済み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、レジストリキーの値など、

多くの場合は変数である特定の値のエンドポイントを検索できます｡

[Registry Value Data (レジストリ値データ)]は、Taniumが提供するパラメータ化センサーです。こ

のセンサーをダイナミックQuestionで使用する場合、Tanium Serverは[Registry Key (レジストリ

キー)]と[Registry Value (レジストリ値 )]のパラメータの値を指定するようユーザに促します。
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図45：このときQuestionパーサは、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、Tanium ServerはQuestionを発行します。すると、

[Question Bar (Questionバー)]には置換後の値、[Question Results (Questionの結果 )]グ
リッドには値が示されます。

図46：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47：センサースクリプト

Tanium Serverパーセントはパラメータデータをコード化してからそれを基盤となるスクリプトに渡

し、そのデータは使用前にUTF-8デコードを適用しておかなければなりません。図47の[Registry
Value Data (レジストリ値データ)]センサースクリプトにはi18n/UTF8Decode.vbsスクリプト

に対して@includeが使用されています。このスクリプトは、Tanium Consoleフォームにおける

ユーザ入力がセンサースクリプトへ渡される時に適切にコード化されるようにします。

'- Begin file: i18n/UTF8Decode.vbs
'========================================
' UTF8Decode
'========================================
' Used to convert the UTF-8 style parameters passed from
' the server to sensors in sensor parameters.
' This function should be used to safely pass non english input to
sensors.
'-----
'-----
Function UTF8Decode(str)

Dim arraylist(), strLen, i, sT, val, depth, sR
Dim arraysize
arraysize = 0
strLen = Len(str)
for i = 1 to strLen

sT = mid(str, i, 1)
if sT = "%" then
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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

ユーザがパラメータ値の指定を促されたときのユーザ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48：パラメータ入力

ユーザ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

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)：ユーザはボックスをチェックして設定を有効化します。0また

は1が変数として入力されます。選択された場合は1、選択されなかった場合は0が返

されます。
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l Date (日付 )、Date Time (日付時刻 )、Date Time Range (日付時間範囲 )：ユーザは

日付と時間、または範囲を選択します。日時は、ミリ秒単位のエポック形式です。範

囲では、ユーザはパイプで区切って2つの日時を指定します。

l Drop Down List (ドロップダウンリスト)：ユーザはリストから1つのオプションのみを選択しま

す。

l List (リスト)：ユーザは1つ以上の値を選択します。複数の値はパイプで区切ります。

l Numeric (数値 )：ユーザは数字を入力します。入力は最小値と最大値で制御できま

す。ステップサイズを指定すると、指定した値で入力を割り切れるように指定できます。

スナップ間隔は、上下ボタンが押されたときの数字の増減量です。ステップサイズの値

は、スナップ間隔が0でなければ、スナップ間隔の値の倍数にする必要があります。ユー

ザが選択した数字が変数に入力されます。

l Numeric Interval (数値間隔 )：ユーザはリストから数値と項目を選択します。リスト項

目は数値を1つとります｡ 変数に入力される値は、乗算の結果です。たとえば、ユーザ

が2を選択してHigh(高 )(値は3)を選択すると、変数の値は6になります。

l Plugin (プラグイン)：ほとんどの場合､ユーザの使用に適しません｡ 使用についての詳細

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、ユーザ入力フォーム内のセクションを区切るグラ

フィカルな方法です。

l Text Area (テキスト領域 )：ユーザは大量のテキストを入力します。テキストは変数に入

力されます。

l Text Input (テキスト入力 )：ユーザはテキスト入力を入力します。許可されるエントリ

は、正規表現で制御できます。ユーザ入力は変数に入力されます。

l Time (時刻 )：ユーザは、ドロップダウンリストから時刻を選択します。入力は制限するこ

とができます。

例：パラメータ化パッケージ

パラメータ化パッケージは、Interactの[Question Results (Questionの結果 )]グリッドからアクショ

ンを展開する際、ユーザにコマンドラインパラメータの値を指定するよう促します。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｡

たとえば、[Registry - Set Value (レジストリ - 値の設定)]は、Taniumが提供するパラメータ

化パッケージです。このパッケージを含むアクションを展開すると、[Deploy Action (アクションの

展開 )]ページにおいてコマンドラインに渡す値を入力するよう促されます｡

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_results.html#Deploy_Action
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図49：パラメータ化パッケージ

重要：アクションが定期的に再展開されるように設定すると、それはスケジュール済み

アクションになります。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。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。

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50：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51：コマンドラインパラメータ

Tanium Serverパーセントはパラメータデータをコード化してからそれを基盤となるスクリプトに渡

し、そのデータは使用前にUTF-8デコードを適用しておかなければなりません。図50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、

Tanium Consoleフォームのユーザ入力をパッケージスクリプトに渡す時に適切にエンコードされ

るようにします。

'- Begin file: i18n/UTF8Decode.vbs
'========================================
' UTF8Decode
'========================================
' Used to convert the UTF-8 style parameters passed from
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' 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

else
Err.Raise 5
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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' \
-e 's/%2[aA]/*/g' \
-e 's/%2[bB]/+/g' \
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-e 's/%2[cC]/,/g' \
-e 's/%2[dD]/-/g' \
-e 's/%2[eE]/./g' \
-e 's#%2[fF]#/#g' \
-e 's/%3[aA]/:/g' \
-e 's/%3[bB]/;/g' \
-e 's /％3[cC]/</ g '\\
-e 's/%3[dD]/=/g' \
-e 's /％3[eE]/>/ g '\\
-e 's/%3[fF]/?/g' \
-e 's/%40/@/g' \
-e 's/%5[bB]/[/g' \
-e 's/%5[cC]/\\/g' \
-e 's/%5[dD]/]/g' \
-e 's/%5[eE]/^/g' \
-e 's/%5[fF]/_/g' \
-e 's/%60/`/g' \
-e 's/%7[bB]/{/g' \
-e 's/%7[cC]/|/g' \
-e 's/%7[dD]/}/g' \
-e 's/%7[eE]/-/g'

}

myVariable=`brute_force_percent_decode "||parameter_value||"`

パラメータ入力の設定

ユーザがパラメータ値の指定を促されたときのユーザ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52：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

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)：ユーザはボックスをチェックして設定を有効化します。0また

は1が変数として入力されます。選択された場合は1、選択されなかった場合は0が返

されます。

l Date (日付 )、Date Time (日付時刻 )、Date Time Range (日付時間範囲 )：ユーザは

日付と時間、または範囲を選択します。日時は、ミリ秒単位のエポック形式です。範

囲では、ユーザはパイプで区切って2つの日時を指定します。

l Drop Down List (ドロップダウンリスト)：ユーザはリストから1つのオプションのみを選択しま

す。

l List (リスト)：ユーザは1つ以上の値を選択します。複数の値はパイプで区切ります。
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l Numeric (数値 )：ユーザは数字を入力します。入力は最小値と最大値で制御できま

す。ステップサイズを指定すると、指定した値で入力を割り切れるように指定できます。

スナップ間隔は、上下ボタンが押されたときの数字の増減量です。ステップサイズの値

は、スナップ間隔が0でなければ、スナップ間隔の値の倍数にする必要があります。ユー

ザが選択した数字が変数に入力されます。

l Numeric Interval (数値間隔 )：ユーザはリストから数値と項目を選択します。リスト項

目は数値を1つとります｡ 変数に入力される値は、乗算の結果です。たとえば、ユーザ

が2を選択してHigh(高 )(値は3)を選択すると、変数の値は6になります。

l Plugin (プラグイン)：ほとんどの場合､ユーザの使用に適しません｡ 使用についての詳細

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、ユーザ入力フォーム内のセクションを区切るグラ

フィカルな方法です。

l Text Area (テキスト領域 )：ユーザは大量のテキストを入力します。テキストは変数に入

力されます。

l Text Input (テキスト入力 )：ユーザはテキスト入力を入力します。許可されるエントリ

は、正規表現で制御できます。ユーザ入力は変数に入力されます。

l Time (時刻 )：ユーザは、ドロップダウンリストから時刻を選択します。入力は制限するこ

とができます。

例：センサーソースパッケージ

センサーソースパッケージはパラメータ化パッケージに似た目的を持っていますが、実行時間

引数としてユーザ入力を受け取るのではなく、センサー出力を受け取ります。コマンド構文に

は、アクションの展開ワークフローの呼び出し時にInteractの[Question Results (Questionの結

果 )]グリッドから渡されるセンサー結果が必要です。たとえば、[Start Service (サービス開

始)] - ||[Stopped Service (停止済みサービス)]||はTaniumが提供するセンサーソースパッ

ケージです。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ト

を探してからサービスを開始するアクションを展開できます｡
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図53：センサーソースパッケージを使用したアクションのデプロイ

[Deploy Action (アクションの展開 )]ページの[Browse Packages (パッケージの参照 )]リストに

は、[Question Results (Questionの結果 )]グリッドにおける選択で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。この例では、グリッドの[Stopped Service
(停止済みサービス)]列に[Windows Defender (Windowsディフェンダー)]を持つ結果

を選択します。その結果、アクションを展開すると[Start Service (サービス開始 )] - ||[Stopped
Service (停止済みサービス)]||パッケージがリストに表示されます。代わりに値[no
results]を持つ結果を選択すると、そのパッケージはリストに表示されません。
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図54：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55：フィルタ条件

スクリプト

startservice.vbsスクリプトでstrServiceに渡す値は、ユーザ入力を受け取るパラメータ

化パッケージのようにUTF-8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UTF-
8デコードについて詳しくは250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56：startservice.vbsスクリプト

設定

パッケージ設定の構成では、[Command (コマンド )]フィールドにセンサーの名前を指定しま

す。次の例の||[Stopped Service (停止済みサービス)]||のように、名前を二重縦線 (||)で囲

みます。
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図57：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。ユーザは、デフォルト選択の代わりの方法を選択できます。作成中の保存済

みQuestionが、エラー状態を検知して処置するツールとして別のユーザに使用される可能性

がある場合は特に、関連アクションを追加してワークフローの関連付けを作成してください。

注意：関連するアクションの管理に必要なアクセス権限について詳しくは54ページのコ

ンテンツ管理のアクセス権限を参照してください。

[Has Tanium Standard Utilities (Tanium標準ユーティリティの所有 )]は、Taniumが提供する

保存済み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
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いるユーティリティがないかTanium™ Clientのインストールディレクトを調べて､Yes、No、または見

つからないファイルの名前を返します。

図58：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59：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60：保存されたQuestionへのパッケージの追加
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パート11：RBAC
RBACの概要

Tanium RBACの実装および概念

RBACにより、個々のTanium ConsoleおよびAPI ユーザがTanium Core Platformで何を表示お

よび実行できるか、そしてどのエンドポイントを監視、管理できるかを詳細に制御するアクセス

権限を設定できます。アクセス権限は、ユーザアカウントが割り当てられ、また、ユーザがユー

ザグループから継承するペルソナ、ロール、コンピュータグループから得られます。RBACの
Tanium実装には、次の主要な概念と設定オブジェクトが含まれます。

アクセス許可

アクセス権限は、Tanium Core Platformでユーザまたはユーザグループが実行できる、読

み取り、書き込み、実行アクティビティを定義します。

l コンテンツセットのアクセス権限は、特定のプラグイン、フィルタグループ、センサー、パッケー

ジ、保存済みQuestion、ダッシュボード、カテゴリへのアクセスを決定します。

l マイクロ管理者アクセス権限は、Tanium Consoleのシステム管理ページへのアクセスを決

定します。

l モジュールのアクセス許可 は、Taniumソリューションモジュールワークベンチおよび機能への

アクセス権を決定します。

l グローバルアクセス権限は、コンテンツセットを作成および管理する機能など、あらゆるモ

ジュールにまたがって指定されるアクティビティを行うアクセス権を決定します。

詳しくは293ページの暗黙のアクセス権限および301ページの有効なロールのアクセス権

限を参照してください。

ロール

ロールは、許可されたアクティビティのアクセス権限の付与または禁止されているアクティ

ビティのアクセス権限の拒否を指定します。次のタイプのロールをユーザまたはユーザグ

ループのペルソナに割り当てることができます。

l 高度なロールは、コンテンツセットのアクセス権限を割り当てます。

l マイクロ管理者ロールは、システム管理者のアクセス権限を割り当てます。
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l モジュールのロール(付与のみ)は、Taniumソリューションモジュールのアクセス権限およびモ

ジュール固有のコンテンツセットのアクセス権限を割り当てます。

l 予約済みのロールは、Tanium Consoleのカスタマイズといった、他のロールが制御できない

特殊な機能を有効化するアクセス権限を割り当てます。

関連するタスクと詳細については286ページのロールの管理を参照してください。

コンテンツセット

コンテンツセットとは、アクセス権限がアクセスを制御するプラグイン、センサー、パッケー

ジ、フィルタグループ、保存済みQuestion、ダッシュボード、カテゴリを含む、設定オブジェ

クトのグループです。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、それらが

使用するパッケージと同じコンテンツセットに属するものとして扱われます。Taniumは、デ

フォルトのコンテンツパックおよびTaniumソリューションモジュールを介して定義済みコンテ

ンツセットを複数用意しています。カスタムコンテンツを含めるため、またはTanium展開

のRBAC設定における変更に対応するためにコンテンツセットを作成できます。個々のコ

ンテンツオブジェクトはひとつのコンテンツセットにのみ割り当てることができます。ロールは

複数のコンテンツセットのアクセス権限を指定できます。詳細および関連するタスクにつ

いては279ページのコンテンツセットの管理を参照してください。

ユーザ

Taniumユーザ設定は、ペルソナ、ユーザグループ、コンピュータグループ、ロールをユーザ

アカウントに関連付けます。ユーザは1つ以上の付与または拒否ロールを保有できま

す。ユーザは、自分のロールが提供するアクセス権限以外のアクセス権限を保有してい

ません。ロールを持たないユーザはログインできますが、「insufficient permissions (アクセ

ス権限が不十分です)」というページが表示されます。ユーザには、1つ以上のコンピュー

タグループとユーザグループを割り当てることができます(ユーザグループは割り当てなくて

もかまいません)。すべてのユーザにはデフォルトペルソナがあり、1つ以上の代替ペルソナ

を所有できます(所有していなくてもかまいません)。Tanium ConsoleまたはAPIにアクセス

する時にユーザを認証するには、リモート認証サービスを設定するか、Tanium Serverに
対してローカルである認証サービスを使用できます。詳細と関連タスクについては327
ページのユーザの管理を参照してください。

ユーザグループ

Taniumユーザグループ設定は、ペルソナ、コンピュータグループ、ロールを、ユーザグルー

プのすべてのアクセス権限を継承する一連のユーザに関連付けます。ユーザグループに

は、1つ以上のユーザ、ロール、コンピュータグループを割り当てることができます(ユーザは

割り当てなくてもかまいません)。すべてのユーザグループにはデフォルトペルソナがあり、1
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つ以上の代替ペルソナを所有できます(所有していなくてもかまいません)。詳細と関連

タスクについては340ページのユーザグループの管理を参照してください。

コンピュータグループ

Taniumユーザは問題を発行でき、ユーザまたはそのユーザグループのペルソナに割り当

てられたコンピュータ管理グループに属するエンドポイントにのみアクションを展開できま

す。Taniumユーザはコンピュータフィルタグループを、QuestionとQuestionの結果における

フィルタとして利用します。ユーザは、ロールに関連付けられているコンテンツセットに割り

当てられたフィルタグループのみを使用でき、そのロールはユーザまたはそのユーザグルー

プのペルソナに割り当てなければなりません。詳細と関連タスクについては315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。

ペルソナ

すべてのユーザアカウントは、ユーザがTanium Consoleにログインする時に適用されるペ

ルソナである定義済みのデフォルトペルソナを保有しています。デフォルトペルソナを使用

する場合、ユーザは、そのペルソナに割り当てられているすべてのロールとコンピュータグ

ループから得たアクセス権限を保有します。ユーザのデフォルトペルソナは、ユーザが割り

当てられたユーザグループのデフォルトペルソナから継承されたアクセス権限も提供しま

す。代替ペルソナに切り替えた後、ユーザはそのペルソナに割り当てられたロールとコン

ピュータグループから得たアクセス権限のみを保有します。詳細と関連タスクについては

346ページのペルソナの管理を参照してください。

以下の図は、これらのRBACコンポーネント間の関係を示しています。矢印は、ユーザのアクセ

ス権限を設定するコンポーネントをどのように割り当てるかを示しています。黄色のハイライト

表示は、アクセス権限を設定するためのベストプラクティスを示しています。ベストプラクティス

は、ロールとコンピュータグループを代替ペルソナに割り当て、その代替ペルソナをユーザグルー

プに割り当てることです。ユーザグループとユーザアカウントに直接割り当てるロールとコンピュー

タグループは、ユーザグループおよびユーザのデフォルトペルソナに効果的に割り当てられます。
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図61：RBACコンポーネント間の関係と割り当て

RBAC設定の概要

以下の手順は、RBACを設定するためのワークフローをまとめたものです。また、各コンポーネン

トが異なるペルソナの下でTanium Consoleにアクセスする時にユーザの有効なアクセス権限を

定義するにあたり、コンポーネントがどのような方法でやり取りするかについても説明してます。

これらの手順の図は、ロールとコンピュータグループを代替ペルソナとデフォルトペルソナに割り

当てるという異なる関係を図示するために、2つのユーザグループを示しています。

重要：

このワークフローを開始する前に、276ページのRBAC実装を計画するにおいて説明され

た重要な詳細とベストプラクティスを確認してください。

LDAPまたはADサーバからユーザとユーザグループをインポートする計画の場合、RBACを
設定する前にインポートを設定します(352ページのLDAPサーバとの統合を参照 )。

1. ロールを定義します。高度なロールとモジュールのロールはアクセス権限をコンテンツセッ

トに適用することに注意してください。Taniumコンテンツパックおよびソリューションモ

ジュールは、定義済みのコンテンツおよびコンテンツセットを提供します。カスタムコンテン

ツとコンテンツセットを作成することもできます。
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次の図は、2つの高度なロール(AおよびD)、モジュールロール(B)、およびマイクロ管理者

ロール(C)の例を示しています。

図62：ユーザロールの設定

次の図は、個々のロール設定例におけるコンテンツ、コンテンツセット、アクセス権限の

関係性を示しています(図62のロールA～D)。
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図63：ロールのアクセス権限とコンテンツセット

ロールに関連する詳細および手順については286ページのロールの管理を参照してくだ

さい。

2. コンピュータ管理グループを定義します。
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図64：コンピュータ管理グループの設定

コンピュータグループに関連する詳細および手順については315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。

3. 代替ペルソナを定義します。各ペルソナについて、ロールとコンピュータ管理グループを割

り当てます。

図65：代替ペルソナの設定

ペルソナに関連する詳細および手順については346ページのペルソナの管理を参照して

ください。

4. LDAPサーバからインポートしたユーザグループを設定するか、Tanium Serverにローカルで

あるグループを手動で追加します。代替ペルソナを各ユーザグループに割り当て、各

ユーザグループのデフォルトペルソナにロールとコンピュータ管理グループを割り当てること
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ができます。

図66：ユーザグループの設定

ユーザグループに関連する詳細と手順については340ページのユーザグループの管理を

参照してください。

5. LDAPサーバからインポートしたユーザアカウントを設定するか、Tanium Serverにローカル

であるアカウントを手動で追加します。代替ペルソナとユーザグループを各ユーザに割り

当てます。ロールとコンピュータグループを各ユーザのデフォルトペルソナに割り当てること

もできます。

図67：ユーザ設定
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ユーザグルーに関連する詳細と手順については327ページのユーザの管理を参照してく

ださい。

6. Tanium Consoleにログインします。どのユーザの場合も、デフォルトペルソナはデフォルト

でアクティブであり、ユーザアカウントに直接割り当てられている、あるいはユーザグループ

から継承されているすべてのロールおよびコンピュータ管理グループのアクセス権限を保

有しています。

この例では、[RBAC_Administrator (RBAC_管理者 )]のロールとHQコンピュータグループが

ユーザのデフォルトペルソナに割り当てられています。ユーザは、ユーザグループ[Europe
(ヨーロッパ)]に割り当てられている[Monitor (モニター)]と[Europe_Branch (ヨーロッパ_支
店 )]コンピュータグループからのアクセス権限も継承します。

図68：デフォルトペルソナとしてログインする

7. ユーザがTanium Consoleセッションの代替ペルソナに切り替えると、そのユーザはそのペ

ルソナに割り当てられたロールとコンピュータ管理グループについてのみアクセス権限を保

有します。
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次の図において、ユーザはNAMユーザグループから継承されているNAM_Monitorペルソナ

を選択しています。

図69：代替ペルソナの選択 (例1)

次の図において、ユーザはユーザアカウントに割り当てられているAPAC_Trendsペルソナ

(デフォルトペルソナ)を選択しています。
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図70：代替ペルソナの選択 (例2)

以下の図は、この例における全3個のペルソナの有効なアクセス権限を構成するための完全

なワークフローを示しています。
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図71：RBAC設定ワークフロー

RBAC実装を計画する

以下は、Tanium展開におけるRBAC実装を計画する際に、チームおよびテクニカルアカウント

マネージャ(TAM)と話し合うための重要な項目とベストプラクティスです。

重要：LDAP またはactive directory(AD) サーバからユーザとユーザグループをインポート

する場合、それを行ってからRBACをセットアップしてください。詳しくは352ページのLDAP
サーバとの統合を参照してください。

アップグレード

Tanium Core Platform 7.0以前からアップグレードする場合、KB記事Tanium Core Platform
アップグレード後のRBACのセットアップを参照してください。

https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360025606451
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360025606451
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命名規則

カスタムロール、コンテンツセット、コンピュータグループ、およびその他のRBACオブジェクトを設定

する前に、Taniumユーザが個々のオブジェクトの目的を簡単に判断できるよう、また、Tanium
モジュールおよびコンテンツパックを介してインポートされる、類似するTanium提供オブジェクト

と区別できるよう命名規則を考案します。Taniumが提供するオブジェクトの修正を避けること

がベストプラクティスであることから、カスタムオブジェクトの区別は重要です(78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 )。たとえば、組織名をカスタムオブジェク

ト名のプリフィックスとして使用できます。

コンピュータ管理グループ

Taniumユーザおよびモジュールが実行する操作に関し、グループとして管理するエンドポイン

トのセットを定義します。たとえば、組織の地理的組織に基づいて、各地域のグループを用い

てコンピュータグループを設定できます。コンピュータグループは、機能 (データセンタや支店な

ど)、オペレーティングシステム(Windows、macOS、Linux)あるいはその他の基準に基づいて決

めることができます。

コンピュータグループにおいてメンバーシップが重複する可能性があります。たとえば、すべての

Windowsエンドポイントのコンピュータグループは、地域または機能ベースのコンピュータグルー

プのメンバーでもあるエンドポイントを含んでいる可能性があります。コンピュータグループの設

定および割り当てを行う場合、メンバーシップの重複による影響について検討してください。た

とえば、ユーザがセキュリティ更新を展開できるよう、そのユーザにセキュリティオペレーションセン

ターにおけるWindowsエンドポイント管理権限を持たせることができます。ただし、機密的な財

務情報を保存するWindowsエンドポイントのサブセットの管理権限を持たせたくない場合があ

ります。

手動で定義されたリストではなく、センサーベースのフィルタに対するコンピュータグループのメン

バーシップに基づいて決めることがベストプラクティスであり、これによって、どのエンドポイントをグ

ループに含めるか含めないかを緻密に制御できます。

コンテンツセット

特定のデータに対するアクセス制御およびエンドポイントにおけるアクションの展開についてコン

テンツセットのアクセス権限をどのように体系化するのかを決定します。ベストプラクティスとし

て、特定のコンテンツセット内のコンテンツが類似し、ユーザロールに意図しないアクセス権限

を割り当てるリスクを最小限に抑えられることを確認します。以下に基づいてコンテンツセットを

体系化できます。

l 機能別：読み取りまたは書き込み

l コンテンツタイプ別：たとえば、保存済みQuestion、センサー、パッケージ

l 主題別：たとえば、Tanium Client管理またはWindowsシステム管理
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Taniumモジュールおよびコンテンツパックを介して提供されるコンテンツの場合、ベストプラクティ

スは、元々のTanium提供コンテンツセットにコンテンツオブジェクトを保持することです。コンテン

ツセット間でコンテンツを移動する時にこの実践を行うには、Tanium提供コンテンツのコピーを

作成し、元のバージョンではなくこのコピーを移動させます。元のTanium提供コンテンツを移

動する必要がある場合、次に進む前にテクニカルアカウントマネージャに相談してください。

ロール

ロールを管理するためのベストプラクティスは次のとおりです。

l 高度またはマイクロ管理者のロールの前にモジュールのロールを設定します。モジュール

のアクセス権限は特定のモジュールにアクセスを付与し、多くの場合、追加的な高度な

アクセス権限とマイクロ管理者アクセス権限を提供します。

l ロールを設定する場合、ユーザのアクセス権限に対するモジュール性と累積効果を活

用します。たとえば、特定のユーザが必要とするすべてのアクセス権限を持つロールを作

成し、また別のユーザにおいてほんのわずかに異なるアクセス権限を持つ別のロールを

作成する代わりに、より小さいものの一意のアクセス権限セットを持ついくつかのロールを

作成します。さまざまなユーザにおいてこれらのミニマリスティックなロールをうまく組み合わ

せ、包括的なアクセス権限を持つ個々のロールと同じ有効なアクセス権限を達成でき

ます。詳しくは301ページの有効なロールのアクセス権限を参照してください。

注意：Tanium提供モジュールのロールは変更しないでください。モジュールをアップグ

レードまたは再インポートするプロセスにより、実施する変更に沿ってモジュールのロール

設定が上書きされます。

ペルソナ

複数のユーザおよびユーザグループ間で代替ペルソナを再度割り当てることができますが、各

デフォルトペルソナは単一のユーザまたはグループに固有であり、再割り当てを行えません。し

たがって、アクセス権限をモジュラー化するためのベストプラクティスは、デフォルトペルソナではな

く代替ペルソナにロールとコンピュータグループを割り当てることです。この実践により、ユーザの

組織脱退時、組織参加時、ユーザグループ間での移動時などに、必要に応じてRBAC実装

の更新を簡素化できます。

ユーザとユーザグループ

LDAPサポート

LDAP またはactive directory(AD) サーバからユーザおよびユーザグループをインポートする計画

の場合、その他のRBACタスクを実行する前にインポートをセットアップしてください。Tanium
Serverは5分おきにLDAPサーバと自動的に同期しますが、いつでも手動で同期できます。同
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期によってTanium Serverは、新しいユーザまたは削除済みユーザ、新しいユーザグループまた

は削除済みユーザグループ、グループメンバーシップに対する変更を含む、LDAPサーバにおい

て発生したすべての変更を用いて更新されます。オプションとして、LDAP サーバを使用し、イ

ンポートされたユーザを認証できます。詳細と関連タスクについては352ページのLDAPサーバと

の統合を参照してください。

ユーザグループのアクセス権限

ユーザレベルではなくユーザグループレベルで可能な限り多くのアクセス権限を制御します。コ

ンピュータグループ、ロール、ペルソナ、ユーザをユーザグループに割り当てると、RBACの設定を

更新する上で必要な管理的な取り組みを最小限に抑えることができます。たとえば、組織

に参加するか組織から脱退する個々のユーザ、あるいは責任が変更された可能性のある

個々のユーザのペルソナについてロール割り当てを修正するのではなく、センサーベースのフィル

タを使用するユーザグループを設定し、こうした変更が発生した時にグループのメンバーシップ

を動的に調整することができます。

ユーザのアクセス権限

どのアクセス権限が必要であるかを特定するため、組織の個々のチームがTaniumシステムを

介して何を達成する必要があるのかを検討します。具体的には以下を検討します。

l どのユーザがどのTaniumモジュールワークベンチとモジュールコンテンツにアクセスする必

要があるのか？

l 管理者のグローバルアクセス権限を使用して、少数のユーザに完全なTanium Console
の管理者アクセス権限を割り当てるのか？それとも、Tanium Consoleの
[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権限を割り当てるのか？

SAML認証

SAML IDプロバイダ(IdP)を使用して Tanium Consoleユーザのシングルサインオン認証を提供で

きます。詳細と関連タスクについては368ページのSAML IdPとの統合を参照してください。

コンテンツセットの管理

コンテンツセットの概要

コンテンツセットとは、アクセス権限が適用されるセンサー、保存済みQuestion、パッケージ、

ダッシュボード、カテゴリ、フィルタグループ、プラグインのグループです。Taniumは、デフォルトのコ

ンテンツパックおよびTaniumソリューションモジュールを介して定義済みコンテンツセットを複数

用意しています。カスタムコンテンツを含めるため、またはTanium展開のRBAC設定における変

更に対応するためにコンテンツセットを作成できます。たとえば、Tanium Clientのメンテナンスに
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関連するセンサーとパッケージのコンテンツセットを作成することで、大きなユーザグループにコン

テンツの読み取りアクセス権を付与する一方で、より少人数のユーザグループに書き込みアク

セス権を付与するよう、ロールを構成することができます。コンテンツは1つのコンテンツセットにの

み割り当てることができます。ロールは複数のコンテンツセットのアクセス権限を指定できます。

高度なロールを設定してモジュール全体のコンテンツセットのアクセス権限を定義します。モ

ジュール固有のコンテンツを持つカスタムモジュールを作成する場合、これらのコンテンツセット

のアクセス権限を定義するモジュールロールを設定できます。.

次の図は、コンテンツセットとコンテンツ、アクセス権限、ロール間の関係を示しています。

図72：コンテンツ、アクセス権限、ロールに関連するコンテンツセット

ロールについて詳しくは286ページのロールの管理を参照してください。

注意：[Content Sets (コンテンツセット)]または[Content Alignment (コンテンツの配

置 )]ページを表示して使用するには、また、コンテンツセットとロールの設定をインポート

またはエクスポートするには、管理者またはコンテンツセット管理者予約済みロールある

いは、管理者またはコンテンツセット管理者アクセス権限を持つカスタムロールを保有し

ていなければなりません。
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コンテンツセットをフィルタリングする

[Permissions (アクセス権限 )] > [Content Sets (コンテンツセット)]ページへ移動し、コンテンツ

セットを確認して管理します。フィルタリングテキストボックスを使用して、コンテンツセット名別

に項目をフィルタリングするか、[結果のフィルタリング (Filter Results)]を展開してセンサーや

Questionの実行時間のしきい値でフィルタリングします(229ページのQuestionとセンサーのしき

い値の管理を参照 )。モジュール固有のコンテンツを使用したカスタムソリューションモジュール

がある場合、[Content for (以下のコンテンツ)]ドロップダウンリストのモジュールを選択し、その

ページのコンテンツセットについて、当該モジュールに関係するコンテンツタイプのみ表示させる

ことができます。デフォルトでは、ドロップダウンリストは[Platform (プラットフォーム)]に設定され

ているため、コンテンツセットには、Tanium Core Platform全体に共通するコンテンツタイプ(セン

サー、保存済みQuestion、パッケージ、ダッシュボード、カテゴリ、プラグイン)が表示されます。

コンテンツセットを作成する

1. [Permissions (アクセス権限 )] > [Content Sets (コンテンツセット)]へ移動し、[New
Content Set (新規コンテンツセット)]をクリックします。

2. 設定の[Name (名前 )]と[Description (説明 )]を指定して[Save (保存 )]をクリックしま

す。

3. [Preview to Save (プレビューして保存 )]をクリックし、[Confirm & Save (確認して保存 )]
をクリックします。

コンテンツをコンテンツセット間で移動させる

Tanium展開のRBAC設定に対する変更に対応するために、必要に応じてコンテンツをコンテ

ンツセット間で移動させます。たとえば、センサーがエンドポイントから機密情報を収集する場

合、極めて特権的なユーザロールのみがアクセス可能なコンテンツセットにそのセンサーを移動

させることができます。コンテンツを移動させる前に、その移動によってワークフローが受ける影

響を確認してください。たとえば、ユーザがスケジュール済みアクションを設定し、その後、その

ユーザがアクセス権限を持たないコンテンツセットへ関連パッケージを移動させるとTanium
Serverはそのアクションを展開しません。Taniumモジュールおよびコンテンツパックに含まれてい

る定義済みコンテンツについて、ベストプラクティスは、元の定義済みコンテンツセットにそのコン

テンツを保持することです。可能な限り、Taniumが提供するコンテンツのコピーを作成し、必

要に応じてそのコピーを他のコンテンツセットに移動させます。Taniumが提供する元のコンテン

ツの移動が必要になった場合、次に進む前にTaniumテクニカルアカウントマネージャ(TAM)に
相談してください。

以下を除くすべてのコンテンツセット間でコンテンツを移動できます。
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l Tanium Core Platformが使用する基本センサーを含む予約済みコンテンツセット。

l 特定のTaniumソリューションモジュールベースのコンテンツセット。

次の手順を実行してコンテンツを移動させます。

1. [Permissions (アクセス権限 )] > [Content Sets (コンテンツセット)]に移動し、移動させ

たいコンテンツを含むコンテンツセットを展開します。

2. 移動させたいコンテンツを選択します。

3. [Move to (移動先 )] をクリックして、ターゲットのコンテンツセットを選択します。

4. [Preview to Save (プレビューして保存 )]をクリックし、変更内容を確認します。

5. [Confirm & Save (確認して保存 )]をクリックします。

ヒント：[Content (コンテンツ)]ページには、センサー、パッケージ、保存済みQuestion、
フィルタグループの説明が含まれていることから、まずはコンテンツに慣れるために

[Content (コンテンツ)]ページを使用してコンテンツを移動させることは役に立つかもしれ

ません。たとえば、[Content (コンテンツ)] > [Sensors (センサー)]ページで1つ以上のセン

サーを選択すると、表の上部に[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。また、コンテンツを変更する際に[Content Set (コンテンツセット)]ドロッ
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プダウンリストを介してコンテンツを移動させることもできます(283ページのコンテンツの作

成または編集時にコンテンツセットを指定するを参照 )。書き込みアクセス権限を持つコ

ンテンツセット間でコンテンツを移動させることができます。管理者またはコンテンツセット

管理者予約済みロールを持つユーザは、予約済みコンテンツセットと特定のモジュール

ベースのコンテンツセットの場合を除き、任意のコンテンツセット間でコンテンツを移動さ

せることができます。

コンテンツの作成または編集時にコンテンツセットを指定する

コンテンツを作成または編集する場合、ドロップダウンリストを使用し、関連するコンテンツセッ

トを選択します。[Content Set (コンテンツセット)]ドロップダウンリストには、各自が書き込みア

クセス権限を保有するコンテンツセットのみが含まれます。次の例は、センサーのドロップダウン

リストを示しています([Content (コンテンツ)] > [Sensors (センサー)]へ移動し、[New Sensor
(新しいセンサー)]をクリックします)。

図73：コンテンツセットのドロップダウンリスト

コンテンツセットのアクセス権限を確認する

Tanium展開のRBAC設定の修正またはトラブルシューティングを行う場合、どのロール、ユー

ザ、ユーザグループが現在、コンテンツセットの別のタイプへのアクセス権限を保有しているかを

把握することが役に立ちます。

1. [Permissions (アクセス権限 )] > [Content Sets (コンテンツセット)]へ移動し、確認する

コンテンツセットを展開します。
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2. 確認するコンテンツ(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、コンテンツのアクセス権限を保有するロール 、ユーザ、

ユーザグループ を表示するダイアログを開きます。

4. [OK]をクリックしてダイアログを閉じます。

コンテンツセットとロール構成をインポートまたはエクスポートする

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。エクスポートおよびインポートの設定は、コンテンツセットとロールの設定を指定する

ファイルです。エクスポートされたファイルはJSON形式であり、インポートされたファイルはJSONま
たはXML形式になる可能性があります。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

トの名前が含まれますが、コンテンツセットの割り当ては含まれません。割り当ての設定を含

めるには、コンテンツのオブジェクトタイプ、つまり、[Sensors (センサー)]、[Packages (パッケー

ジ)]、[Saved Questions (保存済みQuestion)]、[Computer Groups (コンピュータグループ)]、
[Categories (カテゴリ)]、[Dashboards (ダッシュボード )]もエクスポートする必要があります。

のエクスポート

1. いずれかの[Content (コンテンツ)]または[Permissions (アクセス権限 )]ページに移動し、

ページの右上にある[Export Content (XMLコンテンツへのエクスポート)]をクリックします。

2. [Content Sets and Roles (コンテンツセットおよびロール)]を選択し、[Export Format (エ
クスポート形式 )](JSON またはXML)を選択して、[Export (エクスポート)]をクリックしま

す。

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へのアクセスに使用するシステムのDownloadsフォ
ルダにコンテンツファイルをエクスポートします。

インポート

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

1. コンテンツファイルの認証で説明されているように、コンテンツファイルにデジタル署名を行

い、公開鍵が定められていることを確認します。

2. いずれかの][Content (コンテンツ)]ページまたは[Permissions (アクセス権限 )]ページに

移動し、Tanium Consoleの右上にある 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。

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 (アクセス権限 )] > [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させます(281ページのコンテンツをコンテン

ツセット間で移動させるを参照 )。

2. コンテンツセットタイルの右上にある[Delete (削除 )] をクリックします。

モジュール向けにコンテンツを整列する

一部のTaniumソリューションモジュールの場合、モジュール固有のコンテンツセットを維持する

ためにモジュール固有のセンサー、パッケージ、保存済みQuestionが必要です。そのコンテンツ

を移動させると、モジュールのワークフローが中断する可能性があります。モジュールは、誤って

配置されているコンテンツを[Content Alignment (コンテンツの配置 )]ページで報告します。コ

ンテンツを再配置するには：

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。

3. [Align All Content (すべてのコンテンツを配置 )]をクリックするか、配置したい特定のコン

テンツを選択して[Align Selected Content (選択したコンテンツを配置 )]をクリックしま

す。

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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ロールの管理

ロールの概要

Tanium™ RBACのコンテキストにおいて、ロール割り当ては、許可されたアクティビティを指定す

るためのアクセス権限の付与、または禁止されたアクティビティを指定するためのアクセス権限

の拒否を行います。ロールをユーザおよびユーザグループのペルソナに割り当て、どのようなユー

ザがTaniumシステムで閲覧、実行できるかを制御します。

重要：LDAP またはactive directory(AD) サーバからユーザおよびユーザグループをイン

ポートする計画の場合、ロールの設定または割り当て前にそれを行ってください。詳しく

は352ページのLDAPサーバとの統合を参照してください。

RBACのTanium実装は次のロールタイプをサポートします。

高度なロール

高度なロールは、センサー、パッケージ、保存保存済みQuestionおよびその他のタイプ

のコンテンツへのアクセスを制御するコンテンツセットのアクセス権限を付与または拒否し

ます。

マイクロ管理者ロール

マイクロ管理者ロールは、Taniumサーバのシステム管理者機能へのアクセスを制御する

アクセス権限を付与または拒否します(例：[Administration (管理 )] > [System Status
(システムステータス)]ページまたはAPIトークン要求 )。

モジュールロール

モジュールロールは、モジュールのワークベンチと機能へのアクセスを制御するTaniumソ

リューションモジュールのアクセス権限を付与します。モジュールロールは、モジュール固有

のコンテンツセットのアクセス権限も付与します。モジュールロールには、拒否ロールはあ

りません。モジュールアクセスを付与するロールがないユーザは、モジュールワークベンチや

機能にアクセスできません。一部のモジュールアクセス権限によって追加的に提供済み

アクセス権限が自動的に有効化されます。たとえば、モジュールロールでパッチモジュー

ルの書き込みアクセス権限を選択する場合、自動的に[Ask Dynamic Questions (動的

なQuestionの実行 )]アクセス権限が付与されます。

予約ロール
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定義済みの予約済みロールは、アクショングループの管理、あるいはTanium Consoleの
[設定 (Configuration)]ページの使用といった特殊な機能を有効化するアクセス権限

を割り当てます。これらの特別なアクセス権限は、予約されていないロールには使用で

きません。特別なアクセス権限に加え、予約済みロールには、高度なロール、マイクロ

管理者ロール、モジュールロールに関連する一部またはすべてのアクセス権限を持たせ

ることが可能です。

次の図は、異なるロールタイプの設定可能なコンポーネントとそれらの割り当て順を示してい

ます。

図74：ロール設定

ロールが、コンテンツセット、ペルソナ、ユーザ、ユーザグループ、コンピュータグループといっ

たその他のRBAC設定オブジェクトにどのように関連するかについて概要を知るには265
ページのTanium RBACの実装および概念を参照してください。

ロールには、ユーザとユーザグループとの多対多の関係があります。たとえば、すべてのTanium
InteractユーザはInteract Showモジュールロールを保有でき、これらのユーザはそれぞれ、

Interactで使用するセンサやQuestionにアクセスできる追加の高度なロールを保有できます。

同様に、複数のロールに対して同じコンテンツセットのアクセス権限を設定でき、各ロールで複

数のコンテンツセットにアクセス権限を指定できます。ロールを設定する際のベストプラクティスと

して、ユーザのアクセス権限に対するモジュール性と累積効果を最大限に活用します。たとえ

ば、特定のユーザが必要とするすべてのアクセス権限を持つ単一のロールを作成し、また別の
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ユーザにおいてほんのわずかに異なるアクセス権限を持つ別のロールを作成する代わりに、より

小さいものの一意のアクセス権限セットを持ついくつかのロールを作成します。さまざまなユーザ

においてこれらのミニマリスティックなロールをうまく組み合わせ、包括的なアクセス権限を持つ

個々のロールと同じ有効なアクセス権限を達成できます。詳しくは301ページの有効なロール

のアクセス権限を参照してください。

[Write Sensor (センサーの書き込み)]といった書き込みアクセス権限を割り当てるロールは、

[Read Sensor (センサーの読み取り)]などの読み取りアクセス権限を暗黙的に割り当てます。

詳しくは293ページの暗黙のアクセス権限を参照してください。

ユーザは、割り当てられたユーザグループからロールを継承します。詳しくは294ページの継承

済みロールを参照してください。

特定のTanium Consoleセッションの場合、複数のペルソナがユーザに割り当てられていても、

そのユーザは現在選択されているペルソナのアクセス権限のみ利用できます。詳しくは346ペー

ジのペルソナの管理を参照してください。

注意：

ロールを追加、編集、削除するには、管理者またはコンテンツセット管理者予約済み

ロール、あるいは、管理者またはコンテンツセット管理者のアクセス権限を持つカスタム

ロールが必要です。ただし、コンテンツセット管理者はユーザまたはユーザグループに対

するペルソナまたは予約済みロールの割り当てを管理できません。

ロールはコンピュータ管理グループ(315ページのコンピュータグループの管理を参照 )また

はアクショングループ(183ページのアクショングループの管理を参照 )へのアクセスを制御し

ません。

ロールの付与と拒否

複数の付与ロールと拒否ロールをユーザまたはユーザグループのペルソナに割り当てることがで

きます。Taniumシステムは、割り当てられたすべてのロールの累積効果、つまり、付与または

暗示されたすべてのアクセス権限から明示的に否定されたアクセス権限を差し引いた効果

に基づいてペルソナの有効なアクセス権限を決定します。詳しくは301ページの有効なロール

のアクセス権限を参照してください。

高度なロールにおいて、付与されたアクセス権限を実際に取り消すには、拒否ロールのアクセ

ス権限とコンテンツセットが付与ロールのアクセス権限とコンテンツセットに一致していなければ

なりません。この例では、[Content Set A (コンテンツセットA)]の[Write Sensor (センサー書き込

み)]拒否のアクセス権限が[Content Set A (コンテンツセットA)]の付与 [Write Sensor (センサー

書き込み)]に一致しているため、付与されたアクセス権限を取り消すことができます。



© 2020 Tanium Inc. All Rights Reserved 289ページ

図75：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、[Content Set D (コンテンツセットD)]の[Write Sensor (センサー書き込み)]拒否が

どの付与アクセス権限とも一致しないため、Erinの有効なアクセス権限に影響が及ぶことはあ

りません。

図76：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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コンテンツセットを高度なロールのアクセス権限へ割り当てる場合､[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権限に追

加 )]オプションでも個々の、およびすべてのコンテンツセットをリストアップできます。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77：すべてのコンテンツセットオプションを追加する
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マイクロ管理者ロールの付与および拒否のルールは高度なロールの場合と同じです。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78：マイクロ管理者アクセス権限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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暗黙のアクセス権限

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」タイプのユーザには、同じコンテンツセット

に対して[Read Sensor (センサー読み取り)]アクセス権限のみを持つロールを作成します。

図79：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80：事実上､Bobに読み取りアクセス許可がある

継承済みロール

ユーザは、個々のユーザグループに割り当てられたペルソナからロールのアクセス権限を継承し

ます。Erinは、「David's Team」という名のユーザグループに属しているため、そのユーザグループ

に割り当てられているペルソナからアクセス権限を継承します。彼女はまた、彼女自身のユー
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ザ設定に割り当てられているペルソナからのアクセス権限も持っています。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81：継承ロール

予約済みロール

定義済みの予約済みロールは、Tanium Consoleの[Configuration (設定 )]ページの使用と

いった、特殊な機能のアクセス権限を割り当てます。このアクセス権限は暗黙的であるため、

それらの編集や削除はできません。アクセス権限は予約されていないロールには使用できませ

ん。特別なアクセス権限に加え、予約済みロールには、高度なロール、マイクロ管理者ロー

ル、モジュールロールに関連する一部またはすべてのアクセス権限を持たせることが可能です。

特殊なロジックは、次のセクションにおいて説明されているように、予約済みロールと予約済

みではないロールの両方をユーザまたはユーザグループに割り当てる時に適用されます。
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管理者予約済みロール

管理者ロールは、あらゆるコンテンツ、モジュール、管理機能に対する完全なアクセス権限を

保有しています。このロールを割り当てると、他の付与ロールは不要であり、拒否ロール

([Deny All (すべて拒否 )]を除く) は無効になります。

図82：管理者予約済みロール

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であるため、

どのようなケースでも､このアクセス権限は明示的に割り当てる必要があります。

コンテンツセット管理者予約済みロール

Content Set Administrator ロールは、ユーザおよびユーザグループ設定のペルソナ内のロール

割り当てを含む、コンテンツセットとロール設定に対する読み取り/書き込みアクセス権限を割

り当てます。ユーザのペルソナがこのロールを持っている場合、その他すべての付与ロールは無

視されます。[Deny All (すべて拒否 )]は、Content Set Administrator ロールでユーザに影響を

与えかねない唯一のロールです。
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図83：コンテンツセット管理者予約済みロール

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

たなければならないユーザにContent Set Administrator ロールを割り当てないよう注意

してください。管理者ロールが割り当てられているユーザにContent Set Administrator
ロールを(直接またはユーザグループ継承によって)割り当てないよう注意してください。

CONTENT ADMINISTRATOR予約済みロール

Content Administratorロールは、あらゆるコンテンツセットに対する読み取り/書き込みアクセス

権限のほか、アクション管理アクセス権限を付与します。このロールを持つユーザは、付与モ

ジュールロールおよびマイクロ管理者ロールも保有している可能性があります。有効なアクセス

権限を決定する際、Taniumシステムは付与モジュールのロールを追加し、マイクロ管理者

ロールを要素に分け、その他の高度なロールをすべて無視します。
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図84：Content Administrator予約済みロール

予約済みロールを[DENY ALL (すべて拒否)]する

[Deny All (すべて拒否 )]のロールを持つユーザは、管理者ロールを含む他のロールが割り当て

られていたとしても、Tanium Core Platformに一切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。
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図85：すべて拒否

予約済みのロールを要求するタスク

次のタスクを実行するには、マイクロ管理者ロールに割り当てが可能なマイクロ管理者アクセ

ス権限にタスクが関連付けられていないため、予約済みのロールを保有していなければなりま

せん。

タスク Administrator Content
Administrator

Content Set
Administrator

コンテンツの配置

モジュール固有のコンテンツを適

切なモジュールのコンテンツセット

へ移動させるには[Content
Alignment (コンテンツの配置)]
ページを使用します。

表19：予約済みのロールを必要とするタスク
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タスク Administrator Content
Administrator

Content Set
Administrator

アクセス許可

ユーザロールまたはコンテンツセット

の設定を作成、変更、削除しま

す。

ロールの設定

ユーザまたはユーザグループ設定

のロール設定の編集。

ペルソナ

ペルソナの設定の作成、変更、

割り当て、削除を行います。

ソリューション

Taniumのモジュール、コンテンツ

パック、Tanium Consoleユーザイン

ターフェイスの更新をインポートし

ます。ラボコンテンツの表示とイン

ポート

設定

任意の[Configuration (設定)]
ページ(プロキシ設定、ログレベル、

プラグインスケジュール、センサーし

きい値インジケータ、キャッシュ情

報、Tanium Clientのサブネット、

帯域幅スロットル、Taniumライセ

ンス、Taniumルート鍵、Tanium
Core Platformサーバ間の信頼、

LDAP サーバ、SAML、APIトーク

ン、Tanium Consoleのカスタマイズ

に関するものを含む)を表示または

管理します。
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タスク Administrator Content
Administrator

Content Set
Administrator

Question履歴

[Question History (Question履
歴)]ページからQuestionをロードし

ます。

Interact Categories (Interactのカテゴリ)

[Other Dashboards (その他のダッ

シュボード )]の一時カテゴリを読み

取り、管理します。

有効なロールのアクセス権限

ユーザのペルソナの有効なアクセス権限は、以下を含む、割り当て済みのロールと継承ロール

の累積効果に基づいています。

l ロールの付与において指定されたアクセス権限から拒否ロールにおいて指定されたアク

セス権限を差し引き

l ロールの付与における暗黙的なアクセス権限

l Tanium Consoleセッション向けにユーザが選択するのペルソナに割り当てられたロール

l ユーザグループに割り当てられ、その後、ユーザがTanium Consoleセッション向けに選択

したペルソナから継承したロール

ユーザおよびユーザグループ設定ページには、Taniumシステムが有効なアクセス権限を導出

する方法を明確化する[Roles and Effective Permissions (ロールと有効なアクセス権限 )]セ
クションがあります。
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図86：有効なアクセス許可

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ユー

ザグループを確認できます｡ ロールのタイルをクリックすると､、アクセス許可セクションの関

連するアクセス許可が強調されます。[All Roles (すべてのロール)]タイルをクリックする

と､強調表示なしにアクセス許可が再表示されます。

高度なロールを作成する

高度なロールは、センサー、パッケージ、保存保存済みQuestionおよびその他のコンテンツへ

のアクセスを制御するコンテンツセットのアクセス権限を付与または拒否します。



© 2020 Tanium Inc. All Rights Reserved 303ページ

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. (オプション)[All Content Sets Option (すべてのコンテンツセットオプション)]セクションにお

いて[Add all Content Sets that exist or will exist to the permissions selected below
(以降のすべてのコンテンツセットをアクセス権限に追加 )]を選択し、すべての既存およ

び今後のコンテンツセット全体においてアクセス権限を付与するかアクセス権限を拒否

します。このオプションは、ユーザが必ずセンサーを読み取れるようにするか、あるいはその

逆に､アクションを一切書き込めないようにする場合などに便利です。

5. [Ask Dynamic Question (Questionの実行 )]セクションにおいて、[Add (追加 )]+をクリック

し、このロールを保有するユーザが(アドホックの)Questionを実行できるようにします。

重要：[Ask Dynamic Question (Questionの実行 )]はグローバルなアクセス権限

です。ユーザに割り当てられているロールでこのアクセス権限が有効になっている

場合、ユーザは読み取りアクセス権限を持つセンサーを使用してQuestionを作

成するアクセス権限を得ます。

6. [Advanced Permissions (高度なアクセス権限 )]セクションにおいて、[Add (追加 )]+をク

リックし、アクセス権限を設定に追加します。アクセス許可について、表20を参照してく

ださい。

7. 個々のアクセス権限にコンテンツセットを追加します。アクセス権限タイルの[Add (追
加 )]をクリックし、コンテンツセットを選択し、[Save (保存 )]をクリックします。

8. 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。

表20：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

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

び同様のユーザインターフェイスにセンサーを表示できます。

ユーザがQuestionを実行する権限も保有している場合は、

Questionでセンサーを使用できます。ユーザがセンサー書き込

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。

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。このアクセス権限に

よって、ユーザはパッケージファイルを再ダウンロードし、グリッドの

行をクリップボードにコピーできます。

暗黙で自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

は、他のユーザ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

Question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が作

成した標準操作手順を実行するアクションユーザによる使

用を制限します。

[Read Filter Group (フィルタグ

ループの読み取り)]
[Content (コンテンツ)] > [Filter Groups (フィルタグループ)]
ページを表示し、Question、Questionの結果およびTanium
Consoleのさまざまなリストをフィルタリングするフィルタグループを

使用することが可能です。

[Write Filter Group (フィルタグ

ループの書き込み)]
フィルタグループ設定を作成、変更、削除します。暗黙で[Read
Filter Group (フィルタグループの読み取り)]アクセス権限が付与

されます。

アクションの承認 別のユーザが作成したアクションを承認できます。このアクセス

許可を保有するユーザは、自分のアクションを承認できません。

[Actions (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。
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アクセス許可 説明

Read Package (パッケージの読み

取り)
[Deploy Action (アクションの展開)]ワークフローページから開く

[Browse Packages (パッケージの参照)]ダイアログでパッケー

ジを表示できます。ユーザ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｡

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。

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｡

Read Dashboard (ダッシュボード

の読み取り)
ユーザがInteractワークベンチへのアクセス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｡
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アクセス許可 説明

Read Dashboard Group (ダッシュ

ボードグループの読み取り)
ユーザが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｡

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。

マイクロ管理者のロールを作成する

マイクロ管理者ロールは、システム管理者のアクセス権限を割り当てます。

1. [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 (マイクロ管理者ロール

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
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ロール設定ページを表示します。

3. 構成名を指定します。

4. [Add (追加 )]+をクリックし、アクセス権限を設定に追加します。アクセス許可について、

表21を参照してください。

注意：Tanium Consoleの一部の管理タスクは、マイクロ管理者アクセス権限に

関連付けられていません。予約済みロールを持つユーザのみがこれらのタスクを

実行できます。詳しくは299ページの予約済みのロールを要求するタスクを参照し

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 (Question
履歴の読み取り)

[Administration (管理)] > [Question History (Question履
歴)]ページを表示できます。ユーザが[Question History
(Question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21：マイクロ管理者アクセス権限
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アクセス許可 説明

Read User (読み取りユーザ) [Administration (管理)] > [Users (ユーザ)]ページを表示し

て、[Administration (管理)] > [User Groups (ユーザグルー

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を表示できます。

Write User (書き込みユーザ) ユーザ構成を作成、変更、削除できます。暗黙でユーザの読

み取りアクセス許可が付与されます｡

Read User Group (ユーザグルー

プの読み取り)
[Administration (管理)] > [User Groups (ユーザグループ)]
ページを表示できます。

Write User Group (書き込みユー

ザグループ)
ユーザグループ設定を作成、変更、削除できます。暗黙でユー

ザグループの読み取りアクセス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)]ページおよび[Content (コンテンツ)] > [Filter
Groups (フィルタグループ)]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)
コンピュータ管理グループとフィルタグループの設定を作成、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｡

メンバーシップがセンサーフィルタに基づくコンピュータグループ

を作成する場合、ユーザには[Reserved (予約済み)]コンテン

ツセットに対する[Read Sensor (センサー読み取り)]アクセス権

限も必要です。予約済み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。メンバーシップが手動で定義されているコンピュータグルー

プの場合、このアクセス権限は必要ありません。

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)]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)]を選択し、

[View User (ユーザの表示)]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、情報ページを表示するを参照してくださ

い。

[View Token (トークンの表示)] [Configuration (設定)] > [Authentication (認証)]> [API
Tokens (APIトークン)]ページを表示できます。

[Use Token (トークンの使用)] 新しいAPIトークン向けにTanium Serverに要求を送信できま

す。

[Revoke Token (トークンの取り

消し)]
Tanium Serverへのアクセスに使用されるAPIトークンを取り消す

ことができます。

[Import Signed Content (署名済

みコンテンツのインポート )]
デジタル署名済みコンテンツファイルをインポートできます。

[Read Action Group (アクショング

ループの読み取り)]
[Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (スケジュール済

みアクション)]ページにおいて特定のアクショングループを表示で

きます。

[Write Action Group (アクショング

ループの書き込み)]
アクショングループを作成、変更、削除できます。暗黙で[Read
Action Group (アクショングループの読み取り)]のアクセス権限が

付与されます｡

モジュールのロールを作成する

モジュールロールは、モジュールのワークベンチと機能へのアクセスを制御するTaniumソリュー

ションモジュールのアクセス権限を付与します。モジュールロールは、モジュール固有のコンテン

ツセットのアクセス権限も付与します。モジュールロールには、拒否ロールはありません。モ

ジュールアクセスを付与するロールがないユーザは、モジュールワークベンチや機能にアクセスで

きません。一部のモジュールアクセス権限によって、モジュールアクセス権限の選択時にロール

構成に自動的に含まれる提供済みアクセス権限が有効化されます。たとえば、モジュール
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ロールで[Patch Module Write (Patchモジュール書き込み)]のアクセス権限を選択する場合、

自動的に[Ask Dynamic Question (Questionの実行 )]のアクセス権限が付与されます。

モジュール固有のロールに関する情報についてはモジュールのユーザガイドを参照してくださ

い。

モジュール リンク

Asset ユーザガイド

Client Management ユーザガイド

Comply ユーザガイド

Connect ユーザガイド

Deploy ユーザガイド

Detect ユーザガイド

Direct Connect ユーザガイド

Discover ユーザガイド

End-User Notifications ユーザガイド

Health Check ユーザガイド

Incident Response ユーザガイド

Integrity Monitor ユーザガイド

Interact ユーザガイド

Map ユーザガイド

Network Quarantine ユーザガイド

Patch ユーザガイド

Performance ユーザガイド

Protect ユーザガイド

Reputation ユーザガイド

Reveal ユーザガイド

Threat Response ユーザガイド

https://docs.tanium.com/asset/asset/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/client_management/client_management/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/direct_connect/direct_connect/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/discover/discover/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/end-user_notifications/end-user_notifications/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/health_check/health_check/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/ir/ir/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/integrity_monitor/integrity_monitor/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/interact/interact/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/map/map/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/network_quarantine/network_quarantine/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/patch/patch/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/performance/performance/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/protect/protect/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/reputation/reputation/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/reveal/reveal/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/threat_response/threat_response/requirements.html#user_roles
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モジュール リンク

Trace ユーザガイド

Trends ユーザガイド

次の手順を実行してモジュールロールを作成します。

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. ロールを識別する名前を指定します。

4. (オプション)[All Content Sets Option (すべてのコンテンツセットオプション)]セクションにお

いて[Add all Content Sets that exist or will exist to the permissions selected below
(以降のすべてのコンテンツセットをアクセス権限に追加 )]を選択し、そのモジュールに関

連付けられたすべての既存および今後のコンテンツセット全体においてアクセス権限を

付与します。このオプションは、モジュール固有のコンテンツを持つカスタムモジュールにの

み表示されます。

5. [Module Permissions (モジュールアクセス権限 )]セクションにおいて、[Add (追加 )]+をク

リックし、モジュールを設定に追加します。

6. [Edit (編集 )]をクリックして、モジュールのアクセス権限選択ボックスを開きます。

7. 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。

8. このロールがモジュール固有のコンテンツを持つカスタムモジュール用である場合、コンテ

ンツセットを個々のアクセス権限に追加します。アクセス権限タイルで[Add (追加 )]をク

リックし、コンテンツセットを選択し、[Save (保存 )]をクリックします。[Add all Content
Sets that exist or will exist to the permissions selected below (以降のすべてのコン

テンツセットをアクセス権限に追加 )]を選択した場合、この手順は省略します。

9. 構成を保存します。

ユーザとユーザグループをロールに割り当てる

(以下のように)ロール構成またはユーザおよびユーザグループ設定内において､ユーザおよび

ユーザグループをロールに割り当てることができます。

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 )]をクリックしてロール構成ページを表示します。

3. [Edit User Assignment (ユーザ割り当てを編集 )]をクリックして、[Assign Users and
User Groups (ユーザおよびユーザグループの割り当て)]ページを表示します。

https://docs.tanium.com/trace/trace/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/trends/trends/requirements.html#user_roles


© 2020 Tanium Inc. All Rights Reserved 313ページ

4. [User Groups (ユーザグループ)]の横の[Edit (編集 )]をクリックします。グループを選択

し、[Save (保存 )]をクリックして選択ボックスを閉じます。

5. [User (ユーザ)]の横の[Edit (編集 )]をクリックします。ユーザを選択し、[Save (保存 )]を
クリックして選択ボックスを閉じます。

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。有効なアクセス権限を確認し、設定を保存します。

7. 変更を保存します。

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には、多くの場合、既存のロー

ルのクローンを作成してからクローンを変更するほうが、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とユーザ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、必要に応じてアクセス権限を更新して変

更を保存します。

3. ユーザとユーザグループをロールに割り当てます(312ページのユーザとユーザグループを

ロールに割り当てるを参照 )。
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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。

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 (アクセス権限 )]ページから、Tanium
Consoleの右上にある[Export [Content (コンテンツ)]をクリックします。

2. [Content Sets and Roles (コンテンツセットおよびロール)]を選択し、[Export Format (エ
クスポート形式 )](JSON またはXML)を選択して、[Export (エクスポート)]をクリックしま

す。

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へのアクセスに使用するシステムのDownloadsフォ
ルダにコンテンツファイルをエクスポートします。

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へのアクセスに使用するシステムのDownloadsフォ
ルダにコンテンツファイルをエクスポートします。

ロールをインポートする

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

1. コンテンツファイルの認証で説明されているように、コンテンツファイルにデジタル署名を行

い、公開鍵が定められていることを確認します。

2. いずれかの][Content (コンテンツ)]ページまたは[Permissions (アクセス権限 )]ページに

移動し、Tanium Consoleの右上にある 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。

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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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およびユーザグループ設

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。

1. ロール構成から、ユーザおよびユーザグループ割り当てをすべて削除します。

2. ユーザ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概要

コンピュータグループは、Taniumユーザおよびモジュールが実行する操作に関し、グループとし

て管理するエンドポイントのセットを定義します。たとえば、データセンタ内のすべてのエンドポイ

ントを含むコンピュータグループを定義し、Questionを発行してデータセンタのエンドポイントにア

クションを展開するユーザにのみグループを割り当てることができます。コンピュータグループはま

た、アクショングループの基本要素でもあり、アクションにおけるターゲットとなるエンドポイントを

フィルタリングします(183ページのアクショングループの管理を参照 )。さらに、コンピュータグルー

プを使用して、Tanium Consoleにあるさまざまなリスト、たとえば[Administration (管理 )]> 
[Users (ユーザ)]ページ上にあるものなどをフィルタリングできます。エンドポイントのセットをクエリ

する際にユーザに持たせる必要のあるアクセス権限に基づき、以下のタイプのコンピュータグ

ループを作成できます。

コンピュータ管理グループ

Taniumユーザは、現在のセッションで選択されたユーザのペルソナに割り当てられたコン

ピュータ管理グループに属するエンドポイントについてのみQuestionの結果を表示し、ア

クションを展開することができます。ロールはコンピュータ管理グループへのアクセスを制御

しませんが、ユーザがQuestionとアクションにどのコンテンツを利用できるかを制御します。

たとえば、ユーザはデータセンタ内のエンドポイントで実行されているプロセスを確認でき

ます。そのユーザに対し、実行プロセス(Running Processes)センサーを含むコンテンツセッ

トのセンサー読み取りアクセス権を持つロールに加え、データセンタのエンドポイントを含

むコンピュータ管理グループも割り当てなければなりません。以下の図は、コンピュータ管
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理グループとその他のTanium RBACコンポーネント間の関係を示しています。

コンピュータフィルタグループ

Taniumユーザは、Question(フィルタグループを使用するを参照 )およびQuestionの結果

(146ページのQuestionの結果をフィルタリングするを参照 )内のフィルタとしてコンピュータ

フィルタグループを使用します。ユーザは、フィルタグループのアクセス権限をコンテンツセッ

トへの割り当て時に取得し、高度なロールまたはモジュールロールにおけるそのコンテンツ

セットに対するフィルタグループのアクセス権限を付与し、そのロールをユーザまたはユーザ

グループのペルソナに割り当てます。以下の図は、フィルタグループの読み取りとフィルタ

グループの書き込みアクセス権限を[Default Filter Groups (デフォルトフィルタグループ)]コ
ンテンツセットに付与する高度なロールの例を示しています。

これらのエンドポイントがコンピュータ管理グループにも属しており、その管理グループを

ユーザまたはユーザグループに割り当てている場合を除き、ユーザはフィルタグループのエ

ンドポイントからQuestionの結果を受け取ることはできません。

コンピュータグループは、管理グループとフィルタグループの両方として機能するように設定でき

ます。予約済みコンピュータグループの[All Computers (すべてのコンピュータ)]および[No

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/example_advanced_questions.html#computer_group_filters
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Computers (コンピュータなし)]は両タイプで機能します。これらの予約済みグループは予約済

みコンテンツセット内にあり、編集できません。Tanium Serverを新しくインストールした後、

Tanium Consoleに初めてログインする場合、サーバは、フィルタグループと管理グループの両

方として機能する追加の定義済みコンピュータグループを自動でインポートします。320ページ

のデフォルトのコンピュータグループを参照してください。

[Administration (管理 )] >[Computer Groups (コンピュータグループ)]ページを使用し、管理

グループとフィルタグループの両方の表示、作成、クローン作成、編集、削除を行います。フィ

ルタグループのみを管理する場合、[Content (コンテンツ)] >[Filter Groups (フィルタグループ)]
ページも使用できます(233ページのフィルタグループの管理を参照 )。いずれかのタイプのコン

ピュータグループを作成した後、メンバーシップの定義を変更することはできません。

注意：

コンピュータグループの管理に必要なロールのアクセス権限については59ページのRBAC
管理のアクセス権限を参照してください。

Tanium Core Platform 7.3以前では、すべてのコンピュータグループは管理およびフィルタ

リングの両方のアクセス権限を利用します。バージョン7.4以降にアップグレードすると、

Tanium Serverはアップグレード前のサーバに存在する各コンピュータグループの管理グ

ループとフィルタグループを自動的に作成します。ただし、アップグレード後に追加する両

タイプのコンピュータグループについては、自動複製は行われません。

コンピュータ管理グループとフィルタグループ間の相互作用およびそれらの最良の使用方法を

理解するには、TaniumのQuestion処理方法を理解することが重要です。図87は、コンピュー

タグループとロール割り当てが、ユーザが受け取ってフィルタリングする可能性があるどのような

Question結果をどう制御するのかについて一例を示しています。この例の場合、ユーザのペル

ソナは拠点オフィスのエンドポイントを含むコンピュータ管理グループに割り当てられていることか

ら、ユーザはこれらのエンドポイントのうちのどれにWindowsセキュリティパッチが必要であるかを

見極めるQuestionを発行できます。ただし、セキュリティ上の理由から、本社のエンドポイント

は管理グループから外されます。なぜなら、ユーザはこれらのエンドポイントからの情報を表示

する権限を持たないからです。ユーザはQuestionGet Computer Name and Security
Patches Needed Above Threshold equals yes from all machines with Country Code

equals 44を発行します。オンラインのすべてのTanium ClientはQuestionを受信し、以下の順

でそのコンポーネントを処理します。

1. コンピュータグループの管理アクセス権限
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個々のTanium Clientはまず、Questionの発行に使用されたペルソナに割り当てられた

コンピュータ管理グループに属しているか否かを評価します。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。

この例において、英国とフランスの管理グループのクライアントのみ(UK_1～UK_4および

FRA_1～FRA_4)がQuestionの処理を続行します。WindowsおよびmacOSはフィルタグ

ループであるため、コンテンツセットに割り当てられます(デフォルト )。ユーザのペルソナは、

そのコンテンツセットへのアクセスを提供するロール(euro_admin)を所有していますが、

フィルタグループはフィルタリングのアクセス権限のみを付与し、クライアントからの回答を

受信するアクセス権限を付与しません。したがって、WindowsおよびmacOSクライアント

HQ_1～HQ4はQuestionの処理を継続しません。その他のWindowsおよびmacOSクライ
アントは引き続きQuestionを処理しますが、それらはただ、英国およびフランスの管理グ

ループのメンバーでもあるからです。

2. 対象フィルタ(from)句
from句は、Questionの結果が(すべてのマシンからの)すべてのTanium Client、あるいはフィ

ルタリングセンサーを真に評価するクライアントからのみ要求されているかを指定します。

オプションとして、IS <computer_group>センサーを使用してフィルタをフィルタグループに

配置することもできます。

この例では、英国のクライアントのみが、国コードが44に等しいすべてのマシンからの対象フィル

タ句に一致しており、Questionの処理を継続します。

3. 選択ステートメント (get)句
このget句は、Tanium ClientがQuestionの回答に向けて実行するセンサーを指定しま

す。選択ステートメントがフィルタを持つ場合、クライアントはそれを処理しません。

Tanium Serverのみが回答受信後に選択ステートメントを処理します。Tanium
Consoleはその後、[Question Results (Questionの結果 )]グリッドで回答を表示しま

す。

この例では、英国のクライアントは選択ステートメントセンサである[Computer Name]およ

び[Security Patches Needed Above Threshold]を実行し、その出力を回答メッセー

ジに追加します。[equals yes]は選択ステートメント[Security Patches Needed

Above Threshold]のフィルタであるため、Tanium Serverはすべての英国 クライアントから

回答を受信した後にそのフィルタを処理します。Tanium Consoleはその後、セキュリティ

パッチのしきい値を超える値を必要とする英国クライアントについてのみ結果を表示しま

す。

この例では、ユーザはWindowsを実行するエンドポイントについてのみ結果を表示する決定を

するため、[Computer Group (コンピュータグループ)]ドロップダウンリストのWindowsフィルタグ

ループを選択します。Tanium Serverは、対象フィルタ句の[Country Code equals 44 (国コー

ドは44に等しい)]および[Is Windows (Windowsである)]の両方を使用してQuestionを再発行し
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ます。Tanium Client UK_1とUK_3のみが両方のフィルタに一致するため、Tanium Consoleはそ

の後、これらのクライアントについてのみ結果を表示します。

図87：コンピュータ管理グループとフィルタグループ

コンピュータグループのメンバーシップ

コンピュータ管理グループまたはフィルタグループを作成する前に、以下のオプションを理解して

どのエンドポイントがメンバーであるのかを定義してください。グループの作成後、そのメンバー

シップの定義は変更できません。

フィルタベースのメンバーシップ

メンバーシップは、is Windows equals trueといったセンサーフィルタ式の結果によって

決まります。Tanium Clientはこの式を処理して、エンドポイントがグループに属している

か否かを判別します。

手動で定義されたメンバーシップ

メンバーシップは、コンピュータ名またはIPアドレスの手動入力リストに基づいています。

Tanium Clientは、Tanium Serverに登録する時にコンピュータグループの構成情報を取

得します。
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重要：可能な限り、フィルタに基づいてコンピュータグループのメンバーシップを定義しま

す。フィルタベースのグループのみが、エンドポイントがネットワークに接続されるかネット

ワークから離れる時にそのメンバーシップを動的に調整できます。たとえば、3つの特別な

サーバに[Critical Servers (クリティカルサーバ)]というマニュアルグループを作成したとしま

す。後でクラスタに4番目のサーバを追加する場合、[Critical Servers (クリティカルサー

バ)]のメンバーシップを変更することはできません。その代わりに、新しいマニュアルコン

ピュータグループを作成します。つまり、それを[personas (ペルソナ)]に割り当てます。そ

して、新しいコンピュータグループを対象にする関連のアクショングループと保存済み

Questionを再作成します。より優れたアプローチは、どのサーバがクリティカルとして特定

するかを明確にするセンサーフィルタに基づいてコンピュータグループを定義し、第4の
サーバが自動的にメンバーになるようにすることです。

デフォルトのコンピュータグループ

Tanium Serverの新規インストール後にTanium Consoleに初めてログインすると、サーバは次

のコンピュータグループを自動的にインポートします。これらはすべて、管理グループとフィルタグ

ループの両方として機能し、[Default Filter Groups (デフォルトフィルタグループ)]のコンテンツ

セットに割り当てられます。

注意：Tanium Serverはアップグレード時にこれらのデフォルトのコンピュータグループをイ

ンポートしません。

プラット

フォーム

コンピュータグループ名

AIX すべてのAIX

表22：デフォルトのコンピュータグループ
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プラット

フォーム

コンピュータグループ名

Linux l すべてのLinux

l すべてのCentOS

l すべてのCentOS 8

l すべてのCentOS 7

l すべてのCentOS 6

l すべてのRed Hat

l すべてのRed Hat 8

l すべてのRed Hat 7

l すべてのRed Hat 6

l すべてのUbuntu 19

l すべてのUbuntu 18

macOS l すべてのMac

l すべてのmacOS 10.15

l すべてのmacOS 10.14

l すべてのmacOS 10.13

Solaris すべてのSolaris
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プラット

フォーム

コンピュータグループ名

Windows l すべてのWindows

l すべてのWindows Server

l すべてのWindows Server
2019

l すべてのWindows Server
2016

l すべてのWindows Server
2012 R2

l すべてのWindows Server
2012

l すべてのWindows Server
2008 R2

l すべてのWindows Server
2008

l すべてのWindows Server
2003

l すべてのWindows Server -
x86

l すべてのWindows Server -
x64

l すべてのWindows Server -
仮想

l すべてのWindows Server -
物理

l All Windows Workstations

l すべてのWindows
Workstation - x86

l すべてのWindows
Workstation - x64

l すべてのWindows
Workstation - 物理

l すべてのWindows
Workstation - 仮想

l すべてのWindows 10

l すべてのWindows 10リリー
ス1909

l すべてのWindows 10リリー
ス1903

l すべてのWindows 10リリー
ス1809

l すべてのWindows 10リリー
ス1803

l すべてのWindows 10リリー
ス1709

l すべてのWindows 10リリー
ス1703

l すべてのWindows 10リリー
ス1607

l すべてのWindows 10リリー
ス1511

l すべてのWindows 8.1

l すべてのWindows 8

l すべてのWindows 7

l すべてのWindows XP
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プラット

フォーム

コンピュータグループ名

その他 l すべてのワークステーション

l すべてのサーバ

l すべてのノートパソコン

l すべての仮想マシン

l すべての物理マシン

コンピュータグループの設定を表示する

[Administration (管理 )] >[Computer Groups (コンピュータグループ)]へ移動し、以下のコン

ピュータグループの設定を表示します。

設定 説明

名前 コンピュータグループ名。名前別にグリッドをフィルタリングするには、グリッド上の

[Show Content Name Containing (以下を含むコンテンツ名を表示)]フィールドに文

字列を入力します。

タイプ グループにおいてメンバーシップがどのように定義されているかを示します。

l [Standard (標準)]：フィルタベースのメンバーシップ

l [Manual (マニュアル)]：手動で定義されたメンバーシップ

詳しくは319ページのコンピュータグループのメンバーシップを参照してください。

フィルタ そのグループをフィルタグループとして使用可能であるか(true)、あるいは使用不

可能であるか(false)を指定します。

管理 そのグループを管理グループとして使用可能であるか(true)、あるいは使用不可

能であるか(false)を指定します。

コンテンツセット (フィルタグループのみ)グループが割り当てられているコンテンツセット。

式 コンピュータグループ内のメンバーシップを定義するために使用されるフィルタ。手動

で定義されるメンバーシップの場合、値は[Manual List]です。

表23：コンピュータグループの設定

コンピュータグループを作成する

コンピュータグループを作成する前に、フィルタベースのメンバーシップと手動で定義されたメン

バーシップ間の差分を確認してください(319ページのコンピュータグループのメンバーシップを参

照 )。以下の手順を実行して、管理グループとしてのみ機能するグループ、または管理グルー

プとフィルタグループの両方として機能するグループを作成します。
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ヒント：フィルタグループとしてのみ機能するコンピュータグループを作成するには234ペー

ジのフィルタグループを作成するを参照してください。

1. [Administration (管理 )] >[Computer Groups (コンピュータグループ)]へ移動し、[New
Group (新規グループ)]をクリックします。

2. [Name (名前 )]を入力してグループを指定します。

3. [Additional Options (追加オプション)]の下で、ユーザがこのグループをフィルタグループと

して使用可能であるか([Enable (有効化 )])、あるいは使用不可能であるか([Disable
(無効化 )])を選択します。フィルタグループ機能を[Enable (有効化 )]するには、コンテン

ツセットを選択します。フィルタグループを使用する場合、ユーザにはそのコンテンツセット

のアクセス権限を指定するロールが必要です。

4. どのエンドポイント がコンピュータグループのメンバーであるかを定義するには：

l フィルタベースのメンバーシップ(ベストプラクティス): メンバーシップフィルタを定義する

方法を選択します。

l Interactの[Ask a Question (Questionを実行 )]フィールドのfrom句と同じ構

文を使用してフィルタを定義したい場合、[Filter Bar (フィルタバー)]を選択

します。詳しくは132ページのQuestionバーからQuestionを発行するを参照

してください。

l Interactの[Question Builder (Questionビルダ)]にある[from computers
with (次に該当するコンピュータから)]と同じものを使用してフィルタを定義

したい場合、[Filter Builder (フィルタビルダ)]を選択します。詳しくは133
ページのQuestionビルダを通してQuestionを送信するを参照してください。

l 手動で定義されたメンバーシップ：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。

5. 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名前とフィルタ設定を変更できます。ただし、表示名を変更してもコン

ピュータグループのオブジェクト IDは変更されません。また、グループメンバーシップの定義も変

更できません。

1. [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. (オプション) 新しい[Name (名前 )]を入力します。
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4. (管理グループのみ)[Additional Options (追加オプション)]の下で、ユーザがこのグルー

プをフィルタグループとして使用可能であるか([Enable (有効化 )])、あるいは使用不可

能であるか([Disable (無効化 )])を選択します。フィルタグループ機能を[Enable (有効

化 )]するには、コンテンツセットを選択します。フィルタとしてそのグループを使用する場

合、ユーザにはそのコンテンツセットのアクセス権限を指定するロールが必要です。

5. 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メンバーシップフィルタを持つ新しいコン

ピュータグループが必要な場合に役立ちます。

1. [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. [Additional Options (追加オプション)]の下で、ユーザがこのグループをフィルタグループと

して使用可能であるか([Enable (有効化 )])、あるいは使用不可能であるか([Disable
(無効化 )])を選択します。フィルタグループ機能を[Enable (有効化 )]するには、コンテン

ツセットを選択します。フィルタとしてそのグループを使用する場合、ユーザにはそのコンテ

ンツセットのアクセス権限を指定するロールが必要です。

5. どのエンドポイントがグループの[Members (メンバー)]であるか定義します。詳細について

は、323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。

6. 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エクスポートまたはインポートする

コンピュータ管理グループとフィルタグループをエクスポートおよびインポートし、それらをTanium
Server間でコピーすることができます。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のインポートおよびエクスポート機

能によってこれを実践できます。

コンピュータグループをエクスポートする

フィルタグループとコンピュータ管理グループをエクスポートするには、次の手順を実行します(各
タイプのグループを別々にエクスポートすることはできません)。

1. [Content (コンテンツ)]または[Permissions (アクセス権限 )]ページに移動します。

2. Tanium Consoleの右上にある エクスポートコンテンツをクリックします。

3. [Computer Groups (コンピュータグループ)]を選択し、[Export Format (エクスポート形

式 )](JSON またはXML)を選択して、[Export (エクスポート)]をクリックします。
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4. [File Name (ファイル名 )]を入力するか、デフォルト名を受け入れて、[OK]をクリックしま

す。Tanium Serverは、Tanium Consoleへのアクセスに使用するシステムのDownloads
フォルダにコンテンツファイルをエクスポートします。

コンピュータグループをインポートする

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

1. コンテンツファイルの認証で説明されているように、コンテンツファイルにデジタル署名を行

い、公開鍵が定められていることを確認します。

2. いずれかの][Content (コンテンツ)]ページまたは[Permissions (アクセス権限 )]ページに

移動し、Tanium Consoleの右上にある 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。

コンピュータグループを削除する

コンピュータ管理グループまたはフィル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 ペルソナを介してコンピュータ管理グループを参照する可能性があるユーザおよびユーザ

グループ設定のためのアカウント。必要に応じて、これらの設定を変更するための準備

をしておきます｡

l アクショングループ、予定済みアクション、保存されたQuestionなどのコンピュータグループ

を参照する可能性がある他の構成のためのアカウント。コンピュータグループを対象とす

るように構成された予定済みアクションと保存されたQuestionは、コンピュータグループID
ではなく、作成時にコンピュータグループによって提供された情報にのみ依存するため、

引き続きそのコンピュータグループを対象にします。

l エンドポイントは、センサーのフィルタ式またはマニュアルグループIDと一致する限り、引き

続き対象を絞ったQuestionを一致検索します。登録時に取得したマニュアルグループ

IDは、Tanium Clientの構成から消去されることはないため、マニュアルグループIDに基づ

く対象を絞ったQuestionも引き続き一致検索されます。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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l そうしたコンピュータを対象とする予定済みのアクティビティ(例：スケジュール済みアクショ

ンおよび保存済みQuestion)を中止するには、対応する設定を無効化、編集、削除

する必要があります。

l [Administration (管理 )] >[Computer Groups (コンピュータグループ)]ページを介してコ

ンピュータ管理グループを削除すると、そのグループがフィルタグループとしても機能してい

た場合でも、Tanium Serverからそのグループのすべてのインスタンスが削除されます。た

だし、[Content (コンテンツ)] >[Filter Groups (フィルタグループ)]ページを使用して、管

理グループとしても機能しているフィルタグループを削除すると、そのグループはフィルタリ

ングが無効化された管理グループとしてサーバ上に残ります。

コンピュータ管理グループを削除する準備が整ったら以下の手順を実行します。フィルタグ

ループを削除するには、236ページのフィルタグループを削除するを参照してください。

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、[Delete Selected (選択した内容を削除 )]をクリックしま

す。

3. プロンプトが表示されたら操作を確認し、OKをクリックします。

ユーザの管理

ユーザ設定は、ペルソナ、ユーザグループ、コンピュータ管理グループ、ロールをユーザアカウント

に関連付けます。Tanium Server上でローカルにユーザアカウントを作成するか、LDAPまたは

Active Directory(AD)サーバからインポートすることができます。ローカルユーザおよびインポートさ

れたユーザの両方が必要な展開の場合、最初にインポートを設定します(352ページのLDAP
サーバとの統合を参照 )。

以下の図は、ユーザと他のTanium RBACコンポーネント間の関係を示しています。
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図88：Taniumユーザ

注意：ユーザの管理に必要なユーザロールのアクセス権限については59ページのRBAC
管理のアクセス権限を参照してください。

ユーザ認証

Tanium ConsoleまたはAPIへのアクセス時にユーザを認証するために次の方法を設定できま

す。

l LDAPサーバ： 352ページのLDAPサーバとの統合を参照してください。

l SAMLはプロバイダ(IdP)を同定します。368ページのSAML IdPとの統合を参照してくださ

い。

l Tanium Serverが参加しているドメインのADサーバ。このオプションは、Windowsシステム

にインストールされているTanium Serverに対してのみ使用できます。

l WindowsシステムにインストールされているTanium Server上でローカルに定義されたアカ

ウントのWindows認証。

l Tanium Appliance上でローカルに定義されたアカウントのローカル認証サービス：Tanium
Appliance展開ガイド：ローカル認証サービスを設定するを参照してください。

l プラグ可能な認証モジュール(Tanium Applianceのみ)については、テクニカルアカウントマ

ネージャ(TAM)に詳細をお尋ねください。

https://docs.tanium.com/appliance/appliance/user_administration_menu.html#local_auth
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/user_administration_menu.html#local_auth
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認証において外部サービスを使用する場合、ベストプラクティスは、ローカル認証に依存する1
つ以上のユーザアカウントを維持し、そのアカウントに[Administrator (管理者 )]予約済みロー

ルを割り当てることです。外部サービスが使用不可になった場合 (LDAPサーバまたはSAML IdP
への接続がダウンするなど)、このローカルユーザは引き続きTanium Consoleにアクセス可能で

あり、必要に応じて外部サービスへの接続を再設定できます。オプションとして、この目的のた

めにTanium Serverのインストール時に作成されるデフォルトユーザを使用できます。

デフォルトユーザ

Tanium Serverインストールプロセスは、一部のオペレーティングシステムのルートまたは管理者

スーパーユーザと同様のアクセス権限を持つTanium Consoleユーザアカウントを作成します。

この初期ユーザは、[All Groups (すべてのグループ)]のコンピュータグループアクセス権限と

[Administrator (管理者 )]予約済みロールを保有しているため、このユーザはTanium Core
Platformで「あらゆること」を行えます。ただし、このユーザはルートや管理者のような組み込み

ユーザではないため、このアカウントの変更または削除を行えます。

ユーザ設定を表示する

[Administration (管理 )] > [User (ユーザ)]ページには、ユーザアカウントに関する情報が表

示されます。グリッドの上にある[Filter By Text (テキスト別フィルタ)]フィールドを使用して、

ユーザ名、表示名、ドメイン名でフィルタリングを行えます。[Filter Results (フィルタ結果 )]オプ

ションを使用して、リストを[ (ユーザグループ)]および[ (コンピュータグループ)](管理グループ) の
割り当て別にリストをフィルタリングできます。フィルタオプションにおいて[Show deleted users
(削除されたユーザを表示 )]を選択すると、どのユーザがアクティブであるか([Yes (はい)])、ある

いは削除されているか([No (いいえ)])を示す[Active (アクティブ)]列がグリッドに表示されます。

コンピュータ管理グループ、ユーザグループ、ペルソナ、ロール割り当てを、関連するアクセス権

限とともに表示するには、ユーザ名をクリックしてユーザ設定ページを開きます。

注意：[Computer Group (コンピュータグループ)]を選択すると、ユーザに明示的に割り

当てられているコンピュータ管理グループのみに基づいてユーザのグリッドがフィルタされま

す。たとえば、ユーザ設定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、そのユーザはリストから除外されます。

ユーザを作成する

ユーザ設定を作成する場合、デフォルトでは、ユーザ設定に、コンピュータ管理グループ、代

替ペルソナ、ユーザグループ、ロールは、それらが割り当てられるまでは含まれていません。何の
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ロールもないユーザはTanium Consoleにログインはできますが、何にもアクセスできません。

LDAPサーバからインポートするユーザアカウントの設定を作成しないでください(詳しくは352ペー

ジのLDAPサーバとの統合を参照してください)。

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

2. [New User (新規ユーザ)]をクリックします。

3. 次のいずれかに一致するユーザ名を指定します。

l Tanium Serverでローカルに定義されているユーザアカウント。サポートされている

認証方法については、328ページのユーザ認証を参照してください。

l (Windowsのみ) ADアカウント名。ドメイン名ではなくユーザ名のみを指定します。

Tanium ServerはWindows認証を使用しており、ユーザのログイン認証情報を保

存または管理することはできません。

4. 構成を保存します。

ユーザのプロパティを編集する

名前 /値ペアを追加して、ユーザの氏名、組織、Eメールアドレス、電話番号などのユーザ詳

細を記録できます。

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

2. 編集するユーザ構成の[User Name (ユーザ名 )]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。

ユーザにコンピュータ管理グループを割り当てる

次の手順を実行して、コンピュータ管理グループをユーザのデフォルトペルソナに割り当てま

す。代替ペルソナを介してコンピュータグループ割り当てを設定するには、ペルソナ設定を編
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集し(349ページのコンピュータグループをペルソナに割り当てるを参照 )、そのペルソナをユーザに

割り当てます(333ページのユーザにペルソナを割り当てるを参照 )。

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

2. 編集するユーザ構成の[User Name (ユーザ名 )]をクリックします。

3. [Computer Groups (コンピュータグループ)]セクションにおいて、[Manage (管理 )]と[Edit
(編集 )]をクリックします。

4. [Selected Management Rights (選択された管理権限 )]を指定して、ユーザが管理で

きるコンピュータ管理グループを選択し、[Save (保存 )]をクリックします。

注意：選択は、論理的に結合されます。[All Computers (すべてのコンピュー

タ)]と[No Computers (コンピュータなし)]の結合は、実質的に[All Computers
(すべてのコンピュータ)]になります。セキュリティ上の考慮事項に関係なく、ユーザ

がすべてのコンピュータグループにわたってすべてのエンドポイントに関するQuestion
を実行できるようにする場合を除き、[Unrestricted Management Rights (無制

限の管理権限 )]を選択しないことを、Taniumは強く推奨します。

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。

ユーザにユーザグループを割り当てる

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

2. 編集するユーザ構成の[User Name (ユーザ名 )]をクリックします。

3. [User Groups (ユーザグループ)]セクションにおいて、[Manage (管理 )]および[Edit (編
集 )]をクリックします。
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4. ユーザグループを選択し、[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。

ユーザにロールを割り当てる

次の手順を実行して、ユーザのデフォルトペルソナにロールを割り当てます。代替ペルソナを介

してロールを設定するには、ペルソナ設定を編集し(349ページのロールをペルソナに割り当てる

を参照 )、ユーザにそのペルソナを割り当てます(333ページのユーザにペルソナを割り当てるを参

照 )。

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

2. 編集するユーザ構成の[User Name (ユーザ名 )]をクリックします。

3. [Roles and Effective Permissions (ロールおよび有効なアクセス権限 )]セクションにおい

て[Manage (管理 )]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。



© 2020 Tanium Inc. All Rights Reserved 333ページ

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。

ユーザにペルソナを割り当てる

Tanium Serverはデフォルトペルソナを新規ユーザアカウントに自動で割り当て、また、Tanium
Server 7.4以降にアップグレードすると、アップグレード前の既存のアカウントにも自動で割り当

てます。[ (管理者 )]予約済みロールを持つユーザは、次のように手動で代替ペルソナを割り

当てる必要があります。ペルソナについて詳しくは346ページのペルソナの管理を参照してくださ

い。

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

2. ユーザの[Name (名前 )]をクリックします。

3. [Alternative Personas (代替ペルソナ)]と[Manage (管理 )]をクリックします。

4. ペルソナを選択して[Save (保存 )]をクリックします。

有効なアクセス権限を表示する

1. [Administration (管理 )] > [Users (ユーザ)]に移動し、ユーザのサマリページを開きま

す。

2. 確認するユーザ構成の[User Name (ユーザ名 )]をクリックします。
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3. アクセス権限を表示するペルソナのタイプを選択します。

l デフォルトペルソナ：これはデフォルトの選択であり、ユーザが属するユーザまたは

ユーザグループのデフォルトペルソナに割り当てられたロールのアクセス権限を表示

します。

l 代替ペルソナ： 代替ペルソナを選択して、割り当てられたロールのアクセス権限を

表示します。

4. 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

アクセス権限のリストを確認します。

5. [Back to all Users (すべてのユーザに戻る)]をクリックし、[Users (ユーザ)]ページに戻りま

す。

ユーザを削除、復元、ロックアウトする

従業員が組織を退職する場合、Taniumシステムへのアクセスをロックダウンするための次のオ

プションがあります。

l ユーザにすべて拒否ロールを割り当てる。ユーザは引き続きTanium Consoleにログイン

できますが、コンソール機能に一切アクセスできなくなります｡ [Administration (管理 )] >
[Users (ユーザ)]ページで、[Deny All (すべて拒否 )]ロールを保有するユーザのユーザ名

はグレー表示になります。

l 手動で作成したユーザの場合は、Tanium Console構成を削除する。

l Tanium Consoleユーザ設定と関連のあるADまたはLDAP ユーザアカウントを無効化する

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します。Tanium
ServerがLDAPサーバを介してユーザをインポートした場合、ユーザの詳細を LDAPサーバ

上で変更し、Taniumサーバが次の同期でユーザを再度インポートしないようにすること

が重要です。

ユーザを削除する際の考慮事項

ユーザを削除すると、スケジュールされたアクティビティは以下の影響を受けます。

l ユーザに関連付けられているプラグインのスケジュールの実行は継続します。

l ユーザに関連付けられている保存されたQuestionの実行は継続します。

l ユーザに関連付けられている予定済みアクションの実行は停止します。

ユーザを削除したら、[Transfer Content (コンテンツの転送 )]ページへ移動し、関連付けられ

ているコンテンツを削除するか、その所有権を別のアクティブユーザに転送することができます。

ロックアウトされたユーザ

Tanium Serverは、 LDAP 同期データによって関連するLDAP アカウントが無効化されるかデー

タが消失した場合、LDAP サーバからインポートされたユーザをロックアウトとして指定します。
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ユーザは、「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。

[Administration (管理 )] > [User (ユーザ)]ページにはユーザのロックアウトステータスが表示さ

れます。

l ロックアウト - 無効化： 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 ロックアウト - 消失： 最新の同期にユーザのデータが含まれていませんでした。ユーザが

LDAPサーバから削除された場合、またはLDAPサーバが使用するフィルタ式に一致しな

い場合は、そのユーザのデータが消失していることがあります。

ロックアウトされたユーザを処理する方法を組織に確認してください。1つのオプションは、それら

を削除し、関連するコンテンツを別のユーザに転送することです。

ユーザを削除する

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

2. ユーザの行を選択し、[Delete (削除 )]

をクリックします。

ヒント：削除されたユーザを[Administration (管理 )] > [Users (ユーザ)]ページに

表示するには、[Filter Results (フィルタ結果 )]をクリックし、[Show deleted users



© 2020 Tanium Inc. All Rights Reserved 336ページ

(削除されたユーザを表示 )]を選択します。このページには、どのユーザがアクティ

ブであるか([Yes (はい)])、あるいは削除されているか([No (いいえ)])を示す[Active
(アクティブ)]列が表示されます。

3. (オプション) ユーザが転送または削除する関連コンテンツを保有している場合、このペー

ジの上部にあるメッセージ内の[Complete Now (今すぐ完了 )]をクリックし、336ページの

削除されたユーザのコンテンツの所有権を削除または転送するの下に記載された手順

を実行します。

ユーザを復元する

ユーザを復元する場合、一度にひとつのユーザに対してこれらの手順を実行します。

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

2. [Filter Results (フィルタ結果 )] をクリックし、[Show deleted users (削除されたユーザを

表示 )]を選択します。

このページには、どのユーザがアクティブであるか([Yes (はい)])、あるいは削除されている

か([No (いいえ)])を示す[Active (アクティブ)]列が表示されます。

3. 削除されたユーザの行を選択し、[Undelete (復元 )]をクリックします。

4. ユーザがコンテンツ(例：保存済みQuestionやスケジュール済みアクション)を保有してい

る場合、コンテンツを処理するオプションを選択します。

l コンテンツをパージする：ユーザが所有するコンテンツを削除します。

l コンテンツを移行させる：別のユーザに所有権を転送します。[Reactivate (再アク

ティブ化 )]をクリックすると、Tanium Consoleは、アクティブユーザのマッチングのリスト

から選択してコンテンツの所有権を想定するよう促すプロンプトを表示します。リス

トには、デフォルトペルソナがコンピュータグループの管理権限を持つユーザおよ

び、復元中のユーザのデフォルトペルソナに安全に一致するRBACアクセス権限を

持つユーザのみが表示されます。

l そのまま再アクティブ化する：コンテンツ所有者として復元するユーザを保管しま

す。

5. [Reactivate (再アクティブ化 )]をクリックし、プロンプトが表示されたら操作を確認しま

す。

Tanium Serverはユーザを復元し、関連コンテンツを再アクティブ化、パージ、移行させ

ます。

削除されたユーザのコンテンツの所有権を削除または転送する

[Manage Non-Active User Content (非アクティブなユーザコンテンツの管理 )]ページには、削
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除または「ロックアウト」され、そのアカウントに関連付けられたコンテンツを持つユーザがリストさ

れます。このページを使用してコンテンツの一部を削除し、一部を1人以上のアクティブなユー

ザ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。削除されたユーザのすべてのコンテンツが処理されるまで、このワークフローを複

数回完了させます。

ヒント：削除されたユーザからアクティブなユーザにコンテンツを転送するには、アクティブ

なユーザのデフォルトペルソナのコンピュータグループの管理権限とRBACアクセス権限

が、削除されたユーザのデフォルトペルソナにあるものと完全に一致していなければなり

ません。これにより、Tanium ServerはRBAC制限を引き続き施行できます。ベストプラク

ティスは、ユーザがユーザグループから権利とアクセス権限を継承することです。これによ

り、削除されたユーザのコンテンツを転送する必要がある場合に、適合するユーザを探

しやすくなります。

注意：ユーザを削除すると、ユーザによって作成されたTanium™ Connectのスケジュー

ル済みジョブなど、ユーザに関連付けられているソリューションモジュール機能の実行が

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[Connections (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にスケジュール

済み接続の所有権を付与できます。

1. [Content Alignment (コンテンツの配置 )] > [Manage Non-Active User Content (非アク

ティブなユーザのコンテンツの管理 )]に移動します。

2. ユーザの行を選択し、[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、適合するユーザを選択します。
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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。

ローカルユーザアクセスを有効化または無効化する

デフォルトでは、アカウントがTanium ServerにローカルであるユーザはTanium Consoleにアクセ

スできます。ただし、 LDAPサーバまたはSAML IdPといった外部認証サービスに移行し、すべて

のユーザアクセスをそのサービス経由で行いたい場合、ローカル認証を無効化します。

TANIUM APPLIANCEのローカルユーザ

Tanium ApplianceにローカルであるユーザアカウントのTanium Consoleアクセスを無効化また

は再有効化するには、Tanium Appliance展開ガイド：ローカル認証サービスを設定するを参

照してください。

WINDOWSサーバ上のローカルユーザを参照してください。

WindowsサーバにインストールされているTanium Serverにローカルであるユーザアカウントの

Tanium Consoleアクセスを無効化または再有効化するには、次の手順を実行します。

重要：ローカルアカウントログインを無効化し、後でリモート認証サービスの機能を停止

すると(例：LDAP サーバやSAML IdPへの接続がダウンする)、ユーザは、デフォルトユーザ

を含め、Tanium Consoleにアクセスできません。このような場合、Tanium Serverのインス

トールディレクトリから次のコマンドを実行し、CLIを介してローカル認証を再有効化する

必要があります。
TaniumReceiver global-settings set soap_enable_local_auth 1

https://docs.tanium.com/appliance/appliance/user_administration_menu.html#local_auth
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_users.html#Default_user
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1. [Administration (管理 )] > [Global Settings (グローバル設定 )]へ移動し、グリッドで

soap_enable_local_authを選択します。

2. [Selected System Setting (選択されたシステム設定 )]ペインで[Edit (編集 )]をクリック

します。

3. [Setting Value (設定値 )]において0を入力して無効化するか、1を入力してローカル認

証を有効化します。

4. [Save (保存 )]をクリックします。

ユーザ設定サマリをコピーする

ユーザ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。

個別行をコピーする

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

2. ユーザの行を選択します。

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. グリッドの上にある[Copy (コピー)]をクリックし、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)]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。

ユーザ設定をエクスポートする

ユーザ構成を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)]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。

ユーザグループの管理

ユーザグループ設定は、ペルソナ、ユーザ、コンピュータ管理グループ、ロールをユーザグループ

に関連付けます。Tanium Server上でローカルにユーザグループを作成するか、LDAPまたは

Active Directory(AD)サーバからそれらをインポートできます。ローカルグループおよびインポートさ

れたグループの両方が必要な展開の場合、インポートを最初に設定します(352ページの

LDAPサーバとの統合を参照 )。
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以下の図は、ユーザグループとその他のTanium RBACコンポーネント間の関係を示していま

す。

図89：Taniumユーザグループ

注意：ユーザグループの管理に必要なユーザロールのアクセス権限については59ページ

のRBAC管理のアクセス権限を参照してください。

ユーザグループを表示する

[Administration (管理 )] > [User Groups (ユーザグループ)]ページを使用して、ユーザグルー

プを表示、追加、編集、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)]
および[Computer Group (コンピュータグループ)](管理グループ)の割り当てによってフィルタでき

ます。

ユーザグループを作成する

Tanium Serverにローカルであるユーザグループを設定するには次の手順を実行します。LDAP
サーバからインポートするグループの設定を作成しないでください(詳しくは、352ページのLDAP
サーバとの統合を参照してください)。

1. [Administration (管理 )]>[User Groups (ユーザグループ)]に進みます。

2. [New User Group (新規ユーザグループ)]をクリックします。
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3. 構成名を指定して、構成を保存します。

コンピュータ管理グループをユーザグループに割り当てる

次の手順を実行して、コンピュータ管理グループをユーザグループのデフォルトのペルソナに割り

当てます。代替ペルソナを介してコンピュータのグループ割り当てを設定するには、ペルソナの

設定を編集し(349ページのコンピュータグループをペルソナに割り当てるを参照 )、そのペルソナ

をユーザグループに割り当てます(344ページのユーザグループにペルソナを割り当てるを参照 )。

1. [Administration (管理 )]>[User Groups (ユーザグループ)]に進みます。

2. 編集するユーザグループ設定の[Name (名前 )]をクリックします。

3. [Computer Groups (コンピュータグループ)]セクションにおいて、[Manage (管理 )]と[Edit
(編集 )]をクリックします。

4. アイテムを選択し、[Save (保存 )]をクリックします。

注意：ユーザがこの構成からコンピュータグループを継承しないようにするには、

[No Management Rights Assigned (管理権限の割り当てなし)]を指定します。

そうでない場合は、[Selected Management Rights (選択された管理権 )]を指

定して、ユーザがこの構成から継承できるコンピュータグループを選択します。

5. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行 )]をクリックして変更の影響を

確認します。

6. 構成を保存します。
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ユーザグループにユーザを割り当てる

1. [Administration (管理 )]>[User Groups (ユーザグループ)]に進みます。

2. 編集するユーザグループ設定の[Name (名前 )]をクリックします。

3. [Manage Users (ユーザの管理 )]をクリックし、[Edit (編集 )]をクリックします。

4. ユーザを選択し、[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。

ユーザグループにロールを割り当てる

次の手順を実行して、ユーザグループのデフォルトペルソナにロールを割り当てます。代替ペル

ソナを介してロールを設定するには、ペルソナの設定を編集し(349ページのロールをペルソナに

割り当てるを参照 )、そのペルソナをユーザグループに割り当てます(344ページのユーザグループ

にペルソナを割り当てるを参照 )。

1. [Administration (管理 )]>[User Groups (ユーザグループ)]に進みます。

2. 編集するユーザグループ設定の[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。
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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。

ユーザグループにペルソナを割り当てる

Tanium Serverはデフォルトペルソナを新規ユーザグループに自動で割り当て、また、Tanium
Server 7.4以降にアップグレードすると、アップグレード前の既存のグループにも自動で割り当て

ます。[ (管理者 )]予約済みロールを持つユーザは、次のように手動で代替ペルソナを割り当

てる必要があります。ペルソナについて詳しくは346ページのペルソナの管理を参照してくださ

い。

1. [Administration (管理 )]>[User Groups (ユーザグループ)]に進みます。

2. ユーザグループの[Name (名前 )]をクリックします。

3. [Alternative Personas (代替ペルソナ)]と[Manage (管理 )]をクリックします。

4. ペルソナを選択して[Save (保存 )]をクリックします。

ユーザグループを削除する

ユーザグループ設定を削除すると、ユーザはそのユーザグループ設定からのペルソナ、コンピュー

タ管理グループ、ロールの割り当ての継承を停止します。ユーザグループを削除する場合のベ

ストプラクティスとして、指定された順序で次のタスクを実行します。

1. ユーザグループからペルソナとユーザの割り当てを削除します。この手順については、343
ページのユーザグループにユーザを割り当てるおよび344ページのユーザグループにペルソ

ナを割り当てるを参照してください。

2. ペルソナとユーザの割り当ての削除によってユーザの有効なアクセス権限が受ける影響

を確認します。手順については344ページの有効なアクセス権限を表示するを参照して

ください。

3. ユーザグループ設定を削除します。[Administration (管理 )] > [User Groups (ユーザグ

ループ)]へ移動し、グループを選択し、[Delete Selected (選択した内容を削除 )]をクリッ

クします。

有効なアクセス権限を表示する

1. [Administration (管理 )] > [Users Groups (ユーザグループ)]に移動し、ユーザグループ

のサマリページを開きます。

2. 確認するユーザグループ設定の[Name (名前 )]をクリックします。
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3. アクセス権限を表示するペルソナのタイプを選択します。

l デフォルトペルソナ：これはデフォルトの選択であり、ユーザグループのデフォルトペル

ソナに割り当てられたロールのアクセス権限を表示します。

l 代替ペルソナ： 代替ペルソナを選択して、それに割り当てられたロールのアクセス

権限を表示します。

4. ロール割り当ておよび、結果として得られるグローバル、マイクロ管理者、コンテンツセッ

トのアクセス権限のリストを表示します。

5. [Back to all Users Groups (すべてのユーザグループに戻る)]をクリックして、ユーザグルー

プページに戻ります。

ユーザグループ設定サマリをコピーする

ユーザ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、ユーザ名、コンピュータグループ数、ユーザグループ

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 (ユーザグループ)]に進みます。

2. ユーザ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. グリッドの上にある[Copy (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。
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すべての行をコピーする

1. [Administration (管理 )]>[User Groups (ユーザグループ)]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。

ユーザグループ設定をエクスポートする

ユーザグループ設定を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。

ペルソナの管理

ペルソナの概要

ペルソナは、Taniumセッション向けにユーザが選択する一連のロールおよびコンピュータグルー

プです。ユーザアカウントに複数のペルソナを割り当てることにより、ユーザに複数のアカウントを

設定することなく、特定のセッションの作業範囲に基づいてTanium Core Platformを表示、実

行できる一連のさまざまな制限事項を施行できます。例として、ユーザは、セキュリティクリアラ

ンスに基づいて特定のエンドポイントに展開可能なアクションを制限する各国独自のプライバ

シー法が施行されている複数の国にわたってエンドポイントを管理できます。特定の国のすべ

てのコンピュータグループにおけるTanium Clientのメンテナンスにのみ関連するアクションを許可

するロールを持つ共通のペルソナを設定できます。セキュリティパッチのインストールを許可する

別のペルソナを同じユーザに提供できますが、ユーザが直接管理するコンピュータグループのサ

ブセットに対してのみ使用できます。

重要：LDAP またはactive directory(AD) サーバからユーザおよびユーザグループをイン

ポートする計画の場合、ペルソナの設定および割り当て前にそれを行ってください。詳

しくは352ページのLDAPサーバとの統合を参照してください。

ペルソナのタイプは次のとおりです。

デフォルトペルソナ

ユーザのアクセス権限は、ペルソナに割り当てられたロールおよびコンピュータグループから

得られます。また、そのユーザがユーザグループに属する場合、そのユーザグループのデ

フォルトペルソナに割り当てられているロールとコンピュータグループから得られます。デフォ

ルトペルソナは、ユーザがTanium Consoleにログインすると自動的に適用されます。
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Tanium Serverはデフォルトペルソナを新規ユーザとユーザグループに自動で割り当て、

また、Tanium Server 7.4以降にアップグレードすると、アップグレード前の既存のユーザと

グループにも自動で割り当てます。個々のユーザとグループはデフォルトペルソナをひとつ

のみ持ち、それは一意のものです。複数のユーザとグループはデフォルトペルソナを共有

できません。デフォルトペルソナは削除することも、別のユーザやグループに再度割り当て

ることもできません。

代替ペルソナ

ユーザアクセス権限は、ペルソナに割り当てられたロールおよびコンピュータグループからの

み得られます。ユーザは、ユーザグループから複数の代替ペルソナを継承できますが、

ユーザが現在のTaniumセッション向けに選択している単一のペルソナのアクセス権限の

みが適用されます。代替ペルソナを複数のユーザおよびユーザグループに割り当てること

ができます。各ユーザおよびグループは、1つ以上の代替ペルソナを所有できます(所有

していなくてもかまいません)。

以下の図は、ペルソナとその他のTanium RBACコンポーネント間の関係を示しています。

図90：Taniumペルソナ

ユーザおよびユーザグループ間で代替ペルソナの再割り当てが可能であることから、ベストプラ

クティスは、デフォルトペルソナではなく代替ペルソナにロールとコンピュータグループを割り当てる

ことです。この実践により、ユーザの組織脱退時、組織参加時、ユーザグループ間での移動

時などに、必要に応じてRBAC実装の更新を簡素化できます。
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ペルソナがどのようにユーザ、ユーザグループ、コンピュータグループとやり取りするのか、および

ユーザにおける有効なアクセス権限を判断するロールについて詳しくは265ページのTanium
RBACの実装および概念を参照してください。

注意：ペルソナに関連するタスクを実行するには管理者予約済みロールが必要です。

ペルソナを表示する

[Permissions (アクセス権限 )] > [Personas (ペルソナ)]ページへ移動し、すべての代替ペルソ

ナをリストアップしたグリッドを表示します(ユーザまたはユーザグループのデフォルトペルソナは表

示されません)。リストが長い場合、[Filter by text (テキストでフィルタ)]フィールドを使用してペ

ルソナ名で検索します。代替ペルソナに割り当てられているロール(および関連するアクセス権

限 )、ユーザ、ユーザグループ、コンピュータグループを表示するには、ペルソナの[Name (名前 )]
をクリックしてペルソナ設定ページを開きます。デフォルトペルソナの割り当てを表示するには、

関連するアカウントのユーザ設定を表示します(333ページの有効なアクセス権限を表示する

を参照 )。

ペルソナを作成する

1. [Permissions (アクセス権限 )] > [Personas (ペルソナ)]へ移動し、[New Persona (新規

ペルソナ)]をクリックします。

2. [Persona Name (ペルソナ名 )]を入力してペルソナを識別します。

3. (オプション)このペルソナの目的について[Description (説明 )]を入力します。[Personas
(ペルソナ)]ページの[Display Name (表示名 )]列に入力内容が表示されます。ペルソ

ナを切り替える時にも説明が表示されます。

4. Tanium Consoleにおいて表示される[Color (色 )]を選択すると、切り替え時にペルソナ

を素早く同定しやすくなります。色を使用しない場合は[Reset Color (色のリセット )] を

クリックします。

5. [Save (保存 )]をクリックし、プロンプトが表示されたら操作を確認します。ペルソナ設定

ページが開きます。

6. 次のタスクにおいて説明されているように、ユーザ、ユーザグループ、コンピュータグルー

プ、ロールの割り当てを設定します。その後、ページの左上にある[All Personas (すべて

のペルソナ)]をクリックすると、[Personas (ペルソナ)]ページにリストアップされた新しいペル

ソナを確認できます。
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ユーザをペルソナに割り当てる

1. [Permissions (アクセス権限 )] > [Personas (ペルソナ)]へ移動し、ペルソナの[Name (名
前 )]をクリックしてペルソナ設定ページを開きます。

2. [Manage Users (ユーザの管理 )]をクリックし、[Edit (編集 )]をクリックします。

3. ユーザを選択し、[Save (保存 )]をクリックします。

4. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行 )]をクリックし、影響を受ける

ユーザのリストを確認します。

5. [Save (保存 )]をクリックし、プロンプトが表示されたら操作を確認します。

ユーザグループをペルソナに割り当てる

1. [Permissions (アクセス権限 )] > [Personas (ペルソナ)]へ移動し、ペルソナの[Name (名
前 )]をクリックしてペルソナ設定ページを開きます。

2. [Manage Users Groups (ユーザグループの管理 )]をクリックし、[Edit (編集 )]をクリックしま

す。

3. ユーザグループを選択し、[Save (保存 )]をクリックします。

4. 割り当てを確認して[Save (保存 )]をクリックし、プロンプトが表示されたら操作を確認し

ます。

コンピュータグループをペルソナに割り当てる

1. [Permissions (アクセス権限 )] > [Personas (ペルソナ)]へ移動し、ペルソナの[Name (名
前 )]をクリックしてペルソナ設定ページを開きます。

2. [Computer Groups (コンピュータグループ)]セクションの[Manage (管理 )]をクリックした

後、[Edit (編集 )]をクリックします。

3. コンピュータグループを選択し、[Save (保存 )]をクリックします。

4. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行 )]をクリックし、影響を受けるエ

ンドポイントのリストを確認します。

5. [Save (保存 )]をクリックし、プロンプトが表示されたら操作を確認します。

ロールをペルソナに割り当てる

1. [Permissions (アクセス権限 )] > [Personas (ペルソナ)]へ移動し、ペルソナの[Name (名
前 )]をクリックしてペルソナ設定ページを開きます。

2. [Roles and Effective Permissions (ロールおよび有効なアクセス権限 )]セクションの

[Manage (管理 )]をクリックします。
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3. [Grant Roles (ロールの付与 )]の横の[Edit (編集 )]をクリックし、ロールを選択し、[Save
(保存 )]をクリックします。

4. [Deny Roles (ロールの拒否 )]の横の[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. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行 )]をクリックし、有効なアクセス

権限を確認します。

6. [Save (保存 )]をクリックし、プロンプトが表示されたら操作を確認します。

ペルソナを編集する

ペルソナのユーザ、ユーザグループ、ロール割り当てを編集するには、前のセクションを参照して

ください。ペルソナ名、説明、色の設定を編集するには次の手順を実行します。

1. [Permissions (アクセス権限 )] > [Personas (ペルソナ)]へ移動し、ペルソナの[Name (名
前 )]をクリックしてペルソナ設定ページを開きます。

2. 右上にある[Edit (編集 )]をクリックします。

ペルソナ設定ページの上部に、名前、説明、色の設定が表示されます。

3. 設定を更新し、[Save (保存 )]をクリックし、プロンプトが表示されたら操作を確認しま

す。

Tanium Consoleセッションのペルソナを選択する

Tanium Consoleの右上にある、ユーザ名の横のフィールドは現在のペルソナを示しています。

ログインすると、ユーザアカウントの[Default Persona (デフォルトペルソナ)]が自動的に適用さ

れます。代替ペルソナに切り替えるか、[Default Persona (デフォルトペルソナ)]へ戻すには次

の手順を実行します。

1. <user name> <current persona>フィールドをクリックします。

[Select a Persona to use (使用するペルソナを選択 )]ダイアログが開き、ユーザアカウン

ト、あるいは属するユーザグループに割り当てられているペルソナがリスト表示されます。

このダイアログでは、ペルソナ名、オプションの説明、色が識別子として使用されます。
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2. ペルソナを選択し、OKをクリックします。

Tanium Consoleは更新され、選択したペルソナがアクセス権限を持つ機能とモジュール

のみを表示します。

ヒント：Questionの発行またはアクションの展開においてユーザがどのペルソナを使用し

たかを判断するには、[Administration (管理 )] > [Question History (Question履歴 )]
ページ[(142ページのQuestion履歴を参照 ] および[Actions (アクション)] > [Action
History (アクション履歴 )]ページ(175ページの完了した、または進行中のアクションを管

理するを参照 )を表示します。

ペルソナ設定概要をコピーする

[Personas (ペルソナ)]ページグリッドからメッセージ、テキストファイル、スプレッドシートへ詳細を

コピーできます。グリッドの個々の行は、Tanium Consoleへのアクセスに使用するシステムのク

リップボードのCSV文字列としてコピーされます。

1. [Permissions (アクセス権限 )] > [Personas (ペルソナ)]へ移動します。

2. グリッドのヘッダーの[Copy All (すべてコピー)]をクリックします。



© 2020 Tanium Inc. All Rights Reserved 352ページ

ペルソナを削除する

代替ペルソナは削除できますが、デフォルトペルソナは削除できません。ペルソナを削除する

と、Tanium Serverは、それを含んでいたユーザまたはユーザグループ設定からペルソナを削除

します。ベストプラクティスは、ペルソナを削除する前に、まずユーザとユーザグループ割り当てを

ペルソナの設定から削除することです。349ページのユーザをペルソナに割り当てるおよび349
ページのユーザグループをペルソナに割り当てるを参照してください。その後、以下のようにして

ペルソナを削除します。

1. [Permissions (アクセス権限 )] > [Personas (ペルソナ)]へ移動し、削除するペルソナを

選択します。

2. グリッドヘッダーの上にあるツールバーの[Delete Selected (選択した内容を削除 )]をクリッ

クします。

3. [Delete (削除 )]をクリックし、プロンプトが表示されたら操作を確認します。

LDAPサーバとの統合

LDAP概要

LDAPは、Internet Protocol(IP)ネットワーク上でActive Directory(AD)などのディレクトリサービスと

やり取りする標準的なクロスプラットフォームのクライアントサーバプロトコルです。Tanium Core
Platformは、ユーザを認証し、ユーザおよびユーザグループをインポートするためにLDAPをサ

ポートします。Tanium Serverを構成して、複数のLDAPサーバに接続できます。

Tanium Serverは5分おきに各LDAPサーバと自動的に同期しますが、いつでも手動で同期で

きます。同期によってTanium Serverは、新しい、更新済みの、無効化された、あるいは削除

されたユーザ、新しい、更新された、あるいは削除されたユーザグループ、ユーザグループのメ

ンバーシップに対する変更を含め、LDAPサーバにおいて発生したすべての変更を用いて更新

されます。個々のLDAPサーバ設定において、LDAPサーバ経由で同期されたユーザを認証す

るか否かを指定します。そうでない場合、Tanium Serverは、設定した他の認証方法を適用

します(328ページのユーザ認証を参照 )。

重要：他のRBAC設定タスクを実行する前に、LDAPサーバとの統合を設定します。

注意：[Configuration (構成 )] > [Authentication (認証 )] > [LDAP / AD Sync
Configuration (LDAP/AD同期設定 )] ページを表示、使用するには[Administrator (管
理者 )]予約済みロールが必要です。

図91に、次の展開例のLDAP同期および認証を示します。
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l Tanium ServerはTanium Applianceにインストールされており、LDAPサーバへの接続用

にSecure LDAP(LDAPS)暗号化を使用しています。

注意：使用可能な暗号化オプションは、Tanium ServerおよびLDAPサーバのオペ

レーティングシステムによって異なります。

l LDAP設定はすべて、LDAPサーバがインポート済みのユーザを認証することを指定しま

す。

l [Administrator (管理者 )]予約済みロールを持つひとつのアカウント (Tanium_Admin)は
LDAPサーバからインポートされず、Tanium Applianceはそのユーザに対してローカルの認

証サービスを使用します。この設定によって、LDAP接続が停止した場合でも1つ以上の

ユーザがTanium Consoleにアクセスできるようにします。

図91：LDAPの同期および認証

以下の手順は(図91番号に一致 )この展開例におけるLDAP同期プロセスをまとめたものです。

1 各LDAPサーバ設定は、どのユーザとユーザグループがどのLDAPサーバと同期するかを同定しま

す。設定の詳細については、354ページのユーザとユーザグループのフィルタリングおよび358ページ

のLDAPサーバの設定を参照してください。

2 Tanium ServerはLDAPサーバとの接続を開始し、ユーザとユーザグループの初期インポートを実行

し、アップデートを定期的にクエリします。この例において、すべてのLDAPサーバ設定はLDAPS暗号

化を指定します。そのため、Tanium ServerはLDAPサーバ上のポート636に接続します。
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以下の手順は(図91の番号に一致 )この展開例におけるLDAP認証プロセスをまとめたもので

す。

A 同期ユーザは、ドメイン(必要な場合)、ユーザ名、パスワードを入力してTanium Consoleにログイン

します。

B Tanium Serverは、Taniumデータベース内の対応する外部識別子(objectGUIDなど)を検索するた

めに、指定されたユーザ名を使用します。(LDAPサーバ設定において、ユーザ固有のIDプロパティ

がこの識別子を指定します)。

C Tanium Serverは外部識別子を使用し、ユーザの一致する識別名(DN)のLDAPサーバをクエリしま

す(例：cn=jdoe,ou=noc,dc=acme,dc=com)。(クエリは、同期に使用されるものと同じ設定に基

づいています。354ページのユーザとユーザグループのフィルタリングおよび358ページのLDAPサーバ

の設定を参照してください)。LDAPサーバは、DNおよびログインパスワードに基づいてユーザを認証

します。LDAPサーバが認証成功メッセージを返した後、Tanium ServerはTanium Consoleへの

ユーザアクセスを提供します。

D ローカルに設定されたユーザ(Tanium_Admin)がログイン資格情報を入力すると、Tanium Serverは
そのローカル認証サービスを使用してユーザを認証し、Tanium Consoleへのアクセスを提供しま

す。

ユーザとユーザグループのフィルタリング

LDAPサーバ接続を設定する前に、以下の設定におけるやり取りを把握しているか、どの

Tanium Serverが同期するユーザおよびユーザグループのフィルタに使用されるのかを理解して

ください。たとえば、ベストプラクティスは、ユーザアクセス権限ではなくグループアクセス権限に

基づいてTaniumユーザにRBACを設定することであるため、グループに割り当てられていない

ユーザを除外することができます。図92および図93に、LDAPサーバおよびTanium Server上の

ユーザをフィルタリングするための個別のワークフローを使用して、そのようなユースケースでサー

バが実行する手順の例を示しています。

l Group Base (グループベース)：Tanium Serverが同期リクエストを送信する時 (両図のス

テップ 1)、LDAPサーバは、このベースDNの下にあるユーザグループのみを検索します

(例：cn=adm,ou=tanium,dc=acme,dc=com)。

l Group Filter (グループフィルタ)：LDAPサーバはこのフィールドを使用し、[Group Base (グ
ループベース)]のユーザグループをフィルタリングします。この例では、LDAPサーバは、その

objectClass属性がgroup(両図のステップ 2)に設定されている場合、グループのみを返

します。Tanium Serverはこれらのグループを同期します(両図のステップ 3)。

l Users Base (ユーザベース)：LDAPサーバは、このベースDNの下にあるユーザのみを検索

します(例：cn=adm,ou=tanium,dc=acme,dc=com)。
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l Users Filter (ユーザフィルタ): LDAPサーバはこのフィールドを使用し、[Users Base (ユー

ザベース)]のユーザをフィルタリングします。この例では、LDAPサーバは、そのobjectClass

属性がuser(両図のステップ 4)に設定されている場合、ユーザのみを返します。

l Filter Users (ユーザのフィルタリング)：Tanium Serverと同期されているユーザグループに

割り当てられていないユーザを除外する場合、次のオプションの1つまたは両方を選択し

ます。

l LDAPサーバでフィルタ(図92)：LDAPサーバは、グループ検索 (ステップ 4)からのグ

ループの1つに一致する[User’s Group Membership Attribute (ユーザのグループメ

ンバーシップ属性 )](この例ではmemberOf属性 )においてユーザが値 (DN)を持つ場

合に限り、ユーザを返します。このオプションを選択することがベストプラクティスで

す。なぜなら、LDAPサーバにおけるフィルタリングは高速であり、Tanium Serverに
おいてネットワークトラフィックはフィルタリングの場合よりも少なくなるからです。ほと

んどのLDAPサーバはこのオプションをサポートしています。フィルタリングされたユーザ

を受信すると、Tanium Serverはそれらを同期します(ステップ 5)。

l Tanium Serverでフィルタリング(図93)：LDAPサーバは、ユーザが[Users Filter (ユー

ザフィルタ)]に一致する場合、すべてのユーザをTanium Serverに返します(ステップ

 4)。LDAP サーバは[User’s Group Membership Attribute (ユーザのグループメン

バーシップ属性 )]でフィルタしません。同期されたユーザグループが[Group
Membership Attribute (グループメンバーシップ属性 )]にユーザDNを保有していな

い場合、Tanium Serverはその後、いずれのユーザも破棄します(ステップ 5)(この
例ではmember属性 )。このオプションは、LDAPサーバが[User’s Group Membership
Attribute (ユーザのグループメンバーシップ属性 )]によるフィルタリングをサポートして

いない場合のバックアップとなるよう意図されています。

同期されたユーザおよびグループに何らかの重複を統合すると、Tanium Serverは
Taniumデータベースを更新します(両図のステップ 6)。

次の図は、LDAPサーバ上のユーザフィルタリングを示しています。
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図92：LDAPサーバにおけるフィルタリング

次の図は、Tanium Server上のユーザフィルタリングを示しています。
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図93：LDAPユーザとグループのフィルタリング

使用を開始する前に

l 同期する場合、Tanium ServerはLDAPサーバとの接続を開始します。LDAPの標準ポー

トは389 (ADグローバルカタログでは3268)です。LDAPSの標準ポートは636 (ADグローバル

カタログでは3269)です。LDAPサーバの設定において、LDAPサーバが受信LDAPトラフィッ
クを受信するポートを指定できます。ネットワーク管理者は、このトラフィックを許可する

ようにネットワークセキュリティを設定する必要があります。
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l インポートするユーザおよびユーザグループのベース識別名 (DN)、ID、およびフィルタ式を

把握しておかなければなりません。値は大文字と小文字が区別されます。

l LDAP サーバは、設定済みフィルタ式を使用してクエリを許可する必要があります。

l LDAPサーバとの統合について366ページのベストプラクティスを確認します。

LDAPサーバの設定

1. [Configuration (設定 )] > [Authentication (認証 )] > [LDAP / AD Sync (LDAP/AD同
期 )]へ移動します。

2. [Add Server (サーバの追加 )]をクリックして新しいLDAPサーバ接続を作成するか、タイル

の[Edit (編集 )] をクリックして既存の接続の設定を修正します。

3. 表24にあるガイダンスを参考に設定を構成します。

4. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行 )]をクリックして、インポートする

ユーザ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 LDAPサーバ設定を[Enable (有効化)]または[Disable (無効化)]しま

す。設定を有効化すると、設定を完全に無効化しなくても同期を

[Pause (一時停止)]するオプションを得られます(認証は引き続き機

能します)。その後、同期を再開します。有効化された設定では、同

期は5分おきに実行されます。

重要：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。実行すると、次回の同期時間においてTanium
Serverはユーザをロックアウトし、以前にインポートされたユー

ザグループを削除します。その後に構成を再度有効にする

と、Tanium Serverはユーザのロックを解除し、ユーザグルー

プを再度追加します。再度追加されたグループには、どのよ

うなRBACまたはコンピュータ管理権限も設定されていませ

ん。再度追加されたグループには新しいTanium IDが付与さ

れますが、削除されたグループと同じLDAP objectGUIDを使

用することに注意してください。

名前 このLDAPサーバを識別する名前を入力します。

Host (ホスト ) LDAPサーバの完全修飾ドメイン名(FQDN)またはIPアドレス。LDAPSを
使用して接続する場合の[Host (ホスト)]値は、LDAPサーバ証明書の

ホスト名値に一致する必要があります。IPv6アドレスは角カッコに囲ん

で入力する必要があります (例：[2001:db8::1])。

ポート LDAPサーバがインバウンドLDAPトラフィックをリッスンするポート番号を

指定します。標準ポートは以下のプロトコルに依存します。

l LDAP：標準ポートは389 (ADグローバルカタログでは3268)です。

LDAPサーバは、暗号化されていない接続、StartTLSを使用する

接続、[Sign and encrypt (署名および暗号化)]オプションを使

用するAD接続にこのポートを使用します。

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 ADサーバである場合、照会の無効化が必須です。

表24：LDAPサーバ設定
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Encryption (暗号化) 次のオプションのいずれかを選択します。

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Microsoft NT LAN Manager(NTLM)を使用しま

す。このオプションはデフォルトで有効化されています。NTLMの使用

は、Tanium ServerがWindows Serverにインストールされ、接続がAD
サーバに対して行われる場合、ベストプラクティスです。NTLMを使用

している場合、Tanium Serverサービスアカウントが使用されます｡

[LDAP User Name (LDAPユーザ名)]や[LDAP Password (LDAPパ
スワード )]を設定する必要はありません。LDAP サーバによって、このア

カウントが設定済みのフィルタ式を用いてクエリを行えるようにしなけれ

ばなりません。

LDAP User Name /
Password (LDAPユー

ザ名/パスワード)

NTLMを使用できない場合、Tanium ServerがLDAPサーバのクエリに

使用するサービスアカウントのユーザ名とパスワードを指定します。ベ

ストプラクティスとして、この目的のための特別なアカウントをプロビジョ

ニングし、LDAPサーバのクエリに向けて低くでも十分なアクセス権限を

持たせます。

Group Base (グループ

ベース)
これはユーザグループコンテナの基本DNです。Tanium Serverは、この

パスの下のすべての場所からグループを同期します。

例：cn=Ops,ou=TaniumAdmins,dc=tam,dc=local

注意：ドメインのルートに[Group Base (グループベース)]または

[Users Base (ユーザベース)]を設定してエラーが発生する場合、

[General (一般)]セクションにおいて[Disable referrals (照会を無

効化)]を選択します。
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Group Filter (グルー

プフィルタ)
LDAPサーバはこのフィールドを使用し、[Group Base (グループベー

ス)]のユーザグループをフィルタリングします。たとえば、

objectClass=groupを入力すると、LDAPサーバは、その

objectClass属性がgroupに設定されている場合、グループのみを

返します。

注意：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)

各ユーザグループを一意に識別する属性(例：objectGUID)を入力し

ます。

注意：値は大文字と小文字が区別されます。

Group Name
Property (グループ名

プロパティ)

ユーザグループの名前を識別する属性(例：cn)を入力します。

注意：値は大文字と小文字が区別されます。

Group Membership
Attribute (グループメ

ンバーシップ属性)

どのユーザがメンバーであるかを示すユーザグループ属性

(例：member)を入力します。

注意：値は大文字と小文字が区別されます。
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Filter Users (ユーザの

フィルタリング)
Tanium Serverと同期されているユーザグループに割り当てられていな

いユーザを除外する場合、次のオプションの1つまたは両方を選択しま

す。

l Filter on LDAP Server (LDAPサーバでフィルタ)。[User's Group
Membership Attribute (ユーザのグループメンバーシップ属性)]
テキストボックスに属性を指定します。LDAP属性memberOfが最も

一般的に使用されます。式ではなく、属性名を入力する必要があ

ります。LDAPサーバは、グループ検索からグループの1つに一致す

る属性の値(DN)がある場合にのみユーザを返します。このオプショ

ンを選択することがベストプラクティスです。なぜなら、LDAPサーバ

におけるフィルタリングは高速であり、Tanium Serverにおいてネット

ワークトラフィックはフィルタリングの場合よりも少なくなるからです。

ほとんどのLDAPサーバはこのオプションをサポートしています。

l Filter on Tanium Server (Tanium Serverでフィルタ)。LDAP
サーバは、ユーザが[Users Filter (ユーザフィルタ)]に一致する場

合、Tanium Serverにすべてのユーザを返します。LDAPサーバは

[User's Group Membership Attribute (ユーザのグループメン

バーシップ属性)]によるフィルタを行いません。Tanium Serverは、

ユーザが[Group Membership Attribute (グループメンバーシップ

属性)]にユーザDNを保有していない場合、ユーザを破棄します。

このオプションは、LDAPサーバが[User’s Group Membership
Attribute (ユーザのグループメンバーシップ属性)]によるフィルタリ

ングをサポートしていない場合のバックアップとなるよう意図されて

います。

User Domain (ユーザ

ドメイン)
Taniumデータベース内のユーザに一致させるためにTanium Serverが
使用するドメインを入力します。<domain>\<username>形式

(例：example-corp\user1)を用いてログインするユーザに一致させるた

めにNetBIOS名を指定するか、<username>@<domain.top-level_
domain>形式(例：user1@example-corp.com)を使用してログインする

ユーザに一致させるために<domain>.<top-level_domain>名を指定

します。どちらのドメイン形式も、ユーザ名のみを使用してログインする

ユーザと一致します。
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グループメンバーを個

別に同期する

デフォルトでは、LDAPサーバは[Users Base (ユーザベース)]の値に基

づき、同期するユーザを検索します。ただし、すべてのユーザをリスト

するベースユーザグループにおいてLDAP実装が許容されていない場

合、[Sync group members individually (グループメンバーを個々

に同期)]を選択して[Users Base (ユーザベース)]検索を省略します・

その代わり、このオプションはLDAPサーバを指定し、[Group
Membership Attribute (グループメンバーシップ属性)]に基づいて

各ユーザグループメンバーのDNを検索します。ユーザは[Users Filter
(ユーザフィルタ)]にやはり一致していなければならず、コンピュータやそ

の他のグループであるグループメンバーを除外する可能性がありま

す。

注意：[Users Base (ユーザベース)]検索と比較すると、ユー

ザが多い場合、[Group Membership Attribute (グループメ

ンバーシップ属性)]に基づく検索は処理が増え、かなり多く

の時間がかかる可能性があります。

Users Base (ユーザ

ベース)
これはユーザコンテナの基本DNです。Tanium Serverは、このパスの下

のすべての場所からユーザを同期します。

例：cn=Users,dc=tam,dc=local

注意：ドメインのルートに[Group Base (グループベース)]または

[Users Base (ユーザベース)]を設定してエラーが発生する場合、

[General (一般)]セクションにおいて[Disable referrals (照会を無

効化)]を選択します。

Users Filter (ユーザ

フィルタ)
LDAPサーバはこのフィールドを使用し、[Users Base (ユーザベース)]
のユーザをフィルタリングします。たとえば、objectClass=userを入

力すると、LDAPサーバは、そのobjectClass属性がuserに設定され

ている場合、ユーザのみを返します。

同期からアカウントを除外するには、以下のフィルタを使用します。

<account_name>はユーザ名です。

((&(objectClass=user)(!sAMAccountName=<account_
name>)))

注意：Tanium Applianceで実行しているTanium Serverのローカル

認証サービスにLDAPサーバを追加する場合は、次のユーザフィルタ

を使用する必要があります。

(&(objectClass=person)(uidNumber>=20000))
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User Unique ID
Property (ユーザ固

有のIDプロパティ)

各ユーザを一意に識別する属性(例：objectGUID)を入力します。

注意：値は大文字と小文字が区別されます。

User Name Property
(ユーザ名プロパティ)

ユーザの名前を識別する属性(例：cnまたはsAMAccountName)を入

力します。Tanium Serverがこのフィールドにインポートする値は、ユー

ザがTanium Consoleにログインする際に入力するユーザ名になりま

す。必ず､この目的に適した属性を指定し、予想されるフォームをユー

ザに伝えてください。

注意：値は大文字と小文字が区別されます。

User Display Name
Property (ユーザ表

示名プロパティ)

ユーザの表示名を識別する属性を入力します(通常、

displayName)。

認証 [Use LDAP for user authentication (ユーザ認証にLDAPを使用)]
を選択して、認証ソースとして構成したサーバを使用します。そうでな

い場合、Tanium ServerはLDAPサーバを使用してユーザとグループの

同期のみを行い、認証では、設定するその他の方法を使用します

(328ページのユーザ認証を参照)。

LDAPサーバのクローン

LDAP サーバ設定のクローンによって、複数のドメインに迅速に接続を追加できます。

1. [Configuration (設定 )] > [Authentication (認証 )] > [LDAP / AD Sync (LDAP/AD同
期 )]へ移動します。

2. クローンしたいLDAPサーバの名前を持つパネルで[Clone (クローン)]をクリックします。

3. クローンされた設定のパネルで[Edit (編集 )] をクリックします。

4. 表24のガイダンスを使用し、必要に応じて設定を編集します(例：[User Domain (ユー

ザドメイン)])。

5. [Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行 )]をクリックして、インポートする

ユーザとグループを確認します。

6. 構成を保存します。

LDAPサーバと手動で同期する

Tanium ServerはLDAPサーバと5分おきに自動で同期します。Tanium ConsoleにおいてLDAP 
サーバに対する変更 (例：ユーザグループのメンバーシップの更新 )をすぐに表示するには、以下

の手順で手動で同期します。
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1. [Configuration (設定 )] > [Authentication (認証 )] > [LDAP / AD Sync (LDAP/AD同
期 )]へ移動します。

2. [Sync Now (今すぐ同期 )]をクリックします。

LDAPサーバを一時停止するか再開する

LDAPサーバをアップグレードするか、予期しない同期結果をトラブルシューティングする場合、

その構成を完全に無効化しなくても特定のLDAPサーバの同期を一時停止することができま

す(認証は引き続き機能します)。アップグレードまたはトラブルシューティングを終了したら、同

期を再開できます。

1. [Configuration (設定 )] > [Authentication (認証 )] > [LDAP / AD Sync (LDAP/AD同
期 )]へ移動します。

2. LDAPサーバのパネルにある[Edit (編集 )] をクリックします。

3. [Pause (一時停止 )]チェックボックスを選択してLDAPの同期を一時停止するか、この

チェックボックスをクリアして同期を再開します。

4. 変更を保存します。

LDAPサーバを削除する

LDAPサーバ設定を削除すると、Tanium Serverは、そのLDAPサーバから以前インポートした

ユーザとユーザグループの更新を停止します。Tanium Serverが残りのLDAPサーバの同期を次

回実行する時、削除された設定に関連付けられているユーザとグループが削除されます。構

成情報をTanium Serverに保存する必要がなくなった場合は、以下の方法で構成を削除し

てください。

1. [Configuration (設定 )] > [Authentication (認証 )] > [LDAP / AD Sync (LDAP/AD同
期 )]へ移動します。

2. LDAPサーバ設定のパネルで[Delete (削除 )]をクリックします。

注意：LDAP サーバ設定の無効化は、それを削除する場合と同じ効果を持っていま

す。構成の無効化の詳細については、359ページの設定を参照してください。

LDAPサーバ設定をインポートまたはエクスポートする

LDAP サーバ設定をJSONファイルにエクスポートし、署名されたJSONまたはXMLファイルを同じ

または別のTanium Serverにインポートすることができます。これはたとえば、LDAP管理者との

間でLDAPクエリのトラブルシューティングを行う際、接続情報を共有する場合に行います。
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のエクスポート

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

2. [LDAP Synchronization Connectors (LDAP同期コネクタ)]を選択し、[Export Format
(エクスポート形式 )](JSON またはXML)を選択して、[Export (エクスポート)]をクリックしま

す。

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 (ダウンロード)]フォルダにファイルをエクスポートします。

インポート

JSONまたはXML形式のファイルをインポートすることができます。

1. コンテンツファイルの認証で説明されているように、コンテンツファイルにデジタル署名を行

い、公開鍵が定められていることを確認します。

2. いずれかの][Content (コンテンツ)]ページまたは[Permissions (アクセス権限 )]ページに

移動し、Tanium Consoleの右上にある 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。

ベストプラクティス

手動で作成したユーザからLDAP同期ユーザへ移行する場合、単一のリアルユーザに対して

複数の設定オブジェクトを誤って作成する可能性があります。たとえば、Tanium Consoleを使

用してjohn.doeという名前のユーザを手動で作成し、同じユーザ名を返すLDAPサーバと同期

するとします。この場合、Tanium Serverには、john.doe用の2つのユーザ設定があり、それぞ

れに独自のオブジェクト IDを自動的に割り当てます(この例では、オブジェクト IDは2と3)。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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図94：冗長ユーザ設定

このような冗長性を修正する前に、ユーザをさまざまな方法で削除することの悪影響について

理解することが重要です。

l Tanium Server上でローカルに定義されたユーザの設定を削除するものの、ユーザが

LDAPサーバで定義されているフィルタにまだ一致している場合、Tanium Serverはユーザ

の設定を保持します。

l LDAPサーバ経由でインポートされたユーザアカウントをTanium Consoleを使用して削除

すると、そのユーザは次回の同期後でも削除されたままです。

l バックエンドのLDAP サーバ設定からユーザを削除すると、Tanium Serverは、次回の同

期後にそのユーザをロックアウトするものとしてマークします。この場合､ユーザはログイン

できませんが、Tanium Serverはこのユーザアカウントを自動的に削除しません。ユーザ

が構成していた予定済みQuestionおよびアクションは、引き続き実行されます。これに

より、他のTanium管理者は、必要に応じて予定済みQuestionおよびアクションを別の

ユーザアカウントで再作成する機会が得られます。

Tanium ServerとLDAPサーバ間の統合を設定および管理する場合、予期せぬ問題を避ける

ためのベストプラクティスは次のとおりです。

l ユーザ設定を削除して冗長を是正する場合、スケジュール済みアクション、保存済み

Question、Tanium Connectオブジェクト、ソリューションのプラグイン、ソリューションモ

ジュールサービスなど、関連する設定オブジェクトに対する影響を必ず理解しておいてく

ださい。図94の例において、john.doe - ID 2が作成したオブジェクトは、john.doe - ID 3に
も属していません。john.doe - ID 2設定を削除する場合、そのIDで実行される設定オブ

ジェクトを再作成するか、所有権を転送する準備を整えておく必要があります｡ 詳しく

は334ページのユーザを削除、復元、ロックアウトするを参照してください。

l バックエンドLDAPサーバで、Taniumユーザグループに対応するLDAP ユーザグループを作

成し、Taniumシステムへのアクセスを要求するユーザのユーザアカウントを作成します。
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l フロントエンドのTanium Console設定ではなくバックエンドのLDAPサーバ設定を介して

Taniumアクセスを管理します。たとえば、ユーザをオンボードおよびオフボードする最良の

方法は、同期されたユーザグループのメンバーシップを変更することです。

l Taniumの展開に慣れていないLDAP 管理者が設定に影響する変更を加えられないよ

う、バックエンドのLDAPサーバ設定へのアクセスを制御します。

l Tanium Serverにおいて、Tanium ServerがLDAPサーバからインポートしないユーザ設定

で1つ以上のアカウントを保持します。アカウントを使ってTanium Consoleにログインし、

失敗した場合にLDAPサーバ接続を再構成できるよう、このローカルユーザに

[Administrator (管理者 )]予約済みロールを割り当てます。一部の組織では、このため

にLDAPサーバの外部に複数の管理者ユーザをプロビジョニングしています。LDAPサーバ

上にアカウント名も存在する場合にユーザ設定を重複して作成することを避けるため

に、LDAPサーバに[Users Filter (ユーザフィルタ)]を設定してそのアカウントの同期を防ぐ

ことができます(表24を参照 )。

SAML IdPとの統合

SAML の概要

セキュリティアサーションマークアップ言語 (SAML)は、サービスプロバイダ(SP)とIDプロバイダ(IdP)
間の認証要求と応答の交換の標準規格です。これにより、SPはIdPが提供するシングルサイ

ンオン(SSO)認証サービスを使用して複数セキュリティドメイン経由でアプリケーションへのユーザ

アクセスを付与できます。認証リクエストを受信すると、IdPはSAMLアサーション(ユーザが認証

されたかどうかを示すメッセージ)を返します。Tanium Core Platformのコンテキストでは、SAML
の有効化は、Tanium ServerをSPとして設定してユーザがTanium Consoleにアクセスできるよ

うにすることを意味します。コンソールアクセス用に、次のタイプのSAML SSO認証を設定できま

す。

l Tanium Server 7.2.314.3181以降は、Oktaと統合されてIdPとして動作し、IdPが開始す

るSSOをサポートします。

l Tanium Server 7.2.314.3476以降は、任意のIdPと統合されて、IdPおよびSPが開始す

るSSOをサポートします。

IdPにログインすると、IdPセッションタイムアウトまで再認証することなく、新しいTanium Console
セッションを繰り返し開始できます。IdPセッションのタイムアウトはIdPサーバで設定されます。

詳細についてはIdP管理者にお問い合わせください。

重要：ベストプラクティスとして、SAML認証を必要としないTanium Server上に1つ以上

のユーザアカウントを維持し、そのアカウントに[Administrator (管理者 )]予約済みロー

http://docs.oasis-open.org/security/saml/Post2.0/sstc-saml-tech-overview-2.0.html
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ルを割り当てます。SAML認証が機能を停止している場合 (例：IdPへの接続がダウン)、
このアカウントを使用してTanium Consoleにアクセスできます。

注意：

Tanium Serverは、SAMLを経由するユーザ承認 (RBAC)はサポートしていません。

Tanium Consoleにアクセスした後にユーザが表示して使用できる機能、設定、および

情報を制御するには、ユーザロールのアクセス許可を構成します。詳細については、

265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が開始したワークフローには次のフェーズが含まれています(図95の数字に一致 )。

1 ユーザは、企業ユーザ名とパスワードを使用してIdP SSOポータルにサインインし、適切なタイルをク

リックします(この例ではTanium Console)。

2 IdPは、ユーザ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。ユーザのブラウザ

はSPにアサーションを自動で転送します(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アクセス権を提供します。
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図95：IdP主導SAML SSO

SP主導SSO

SPが開始するワークフローには次のフェーズがあります(図96の数字に一致 )。

1 ユーザは、SPを介してアプリケーション(この例では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をリダイレクトします。ユーザのブラウザは自動的にリダイレ

クトを処理します。

3 ユーザがIdPにログインします。

4 IdPは、ユーザ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。ユーザのブラウザは

SPにアサーションを自動で転送します。

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アクセス権を提供します。
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図96：SP主導SAML SSO

使用を開始する前に

l IdP管理者と協力して、IdP経由でTanium Consoleにアクセスする必要があるユーザを

指定します。IdP管理者は、Active Directory(AD)またはLDAP サーバ経由の認証の設

定およびIdP経由のユーザアクセス管理に責任を有します。IdP経由のアプリケーションの

セットアップについては、IdPのドキュメントを参照してください。

重要：管理者は、Tanium Serverにローカルである場合、Tanium Consoleユーザ

を作成するか(329ページのユーザを作成するを参照 ) 、LDAPサーバからユーザをイ

ンポートする(352ページのLDAPサーバとの統合を参照 )必要があります。

l Tanium ConsoleユーザがIdP SSOポータルにアクセスするURLの変更を公開するときは、

IdP管理者と協力してください(IdPが開始するSSOのみ)。

SAML認証を設定する

SPが開始した、あるいはIdPが開始したSAML SSOを有効化するには次の手順を実行しま

す。
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注意：設定変更のパスワードプロンプトを以前に有効化した場合、Tanium Server
は、SAML認証が有効化された後にそれを自動で[Yes/Cancel (はい/キャンセル)]プロン

プトに変更します。

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、

ユーザが認証を試みた後にIdPがTanium Serverに送信するXMLベースのSAML応答メッ

セージの要素、属性、および値を参照します。

設定 ガイドライン

名前 IdPを識別する名前。

xp_
response_
destinatio
n

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_
response_
issuer

Response要素内の応答発行者識別子のXpathセレクタ。例：Issuer/text()。

Tanium Serverは、[sec_response_allowed_issuer]の設定を使用して、発行者識

別子を検証します。

xp_
response_
status

Response要素内の応答ステータスコードのXpathセレクタ。

例：Status/StatusCode/@Value。ステータスコードは、IdPで認証が成功したか

どうかを示します。

表25：カスタムIdPの設定
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設定 ガイドライン

xp_
response_
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_
response_
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_
assertion_
issuer

Assertion要素内のアサーション発行者識別子のXpathセレクタ。例：Issuer/text

()。Tanium Serverは、[sec_assertion_allowed_issuer]の設定を使用して、発行

者識別子を検証します。

xp_
assertion_
audience

Assertion要素内で想定されるアサーション対象者のXpathセレクタ。

例：Conditions/AudienceRestriction/Audience/text()。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。

xp_
assertion_
username

Assertion要素内のユーザ名のXpathセレクタ。例：Subject/NameID/text()。

Tanium Serverは、この設定を使用して、認証を試みたユーザのユーザ名を取得しま

す。

xp_
assertion_
recipient

Assertion要素内の受信者値のXpathセレクタ。例：
Subject/SubjectConfirmation/SubjectConfirmationData/@Recipien

t。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_
assertion_
auth_class

Assertion要素内の認証クラスのXpathセレクタ。

例：AuthnStatement/AuthnContext/AuthnContextClassRef/text()。認

証クラスは、IdPがユーザを認証するために使用した方法を表します。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_
assertion_
cond_
before

Assertion要素内のnot-before条件のXpathセレクタ。

例：Conditions/@NotBefore。not-before条件は、それ以前はアサーションが有

効ではない日時を示します。[sec_check_assertion_time_constraints]をtrueに

設定する場合は、[xp_assertion_cond_before]に値が必要です。

xp_
assertion_
cond_
after

Assertion要素内のnot-on-or-after条件のXpathセレクタ。

例：Conditions/@NotOnOrAfter。not-on-or-after条件は、アサーションが無効に

なる日時を示します。[sec_check_assertion_time_constraints]をtrueに設定す

る場合は、[xp_assertion_cond_after]に値が必要です。
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設定 ガイドライン

sec_
check_
assertion_
time_
constraint
s

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)。

sec_
assertion_
allowed_
auth_
context_
classes

IdPがユーザを認証するために使用したメソッドを表す認証クラスに設定可能な値の

コンマ区切りのリスト (オプション)。例：
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTrans
port。

sec_
assertion_
allowed_
issuer

アサーション発行者識別子の検証値(オプション)。例：http://www.saml-

provider.com/YWJjZGVmMTIzNA。

sec_
assertion_
allowed_
recipient

アサーション受信者URLの検証値(オプション)。
例：https://myhost.company.com/saml2/auth/custom。

sec_
assertion_
allowed_
audience

アサーション対象者の想定値(オプション)。例：tanium-saml2。

sec_elt_
assertion_
signed

Tanium ServerにIdPからのアサーションの署名を検証させたい場合、このオプションを

選択します。

sec_
response_
allowed_
issuer

応答発行者識別子の検証値(オプション)。例：http://www.saml-

provider.com/YWJjZGVmMTIzNA。

sec_
response_
allowed_
destinatio
n

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_
response_
expiration

応答が有効で再利用可能な場合の秒単位の期間(オプション)。値を指定しない場

合のデフォルト期間は300秒(5分)です。

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26：SPが開始するシングルサインオン(SSO)の設定
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設定 ガイドライン

Tanium Consoleのパスワー

ドログインを無効化する

Tanium Consoleにログインする時に、すべてのユーザがSAMLシング

ルサインオン(SSO)を使用して認証を強制する場合、このオプション

を選択します。このオプションはTanium Consoleアクセスにのみ適

用され、また、認証方法を介してTanium ServerのCLIまたはAPIへ
のアクセスを妨げません。選択を適用するには最大で3分待機する

必要があります。または、Tanium Serverサービスを再起動して変更

をすぐに適用します。381ページのTanium Serverサービスを管理

するを参照してください。変更が有効化されると、ログインページに

[Login with password (パスワードでログイン)]オプションは表示さ

れなくなります。

重要：パスワードログインを無効化してSAML認証が後に

機能を停止すると(例：IdPへの接続が停止)、ユーザは

Tanium Consoleにアクセスできません。このような場合、

ローカルまたはLDAPパスワード認証を再有効化するため

に、CLIを介してSPが開始するシングルサインオン(SSO)を
無効化しなければなりません。377ページのCLI経由でSP
が開始するシングルサインオン(SSO)を無効化するを参照

してください。

注意：APIレベルでLDAPパスワードベースの認証を無効

化するには、LDAPサーバ設定の[Authentication (認証)]
オプションを無効化します。358ページのLDAPサーバの設

定を参照してください。

6. 変更を保存します。Tanium Server SAML SPサービスが開始されます。

SAML シングルサインオン(SSO)を介してTanium Consoleにログインする手順について

は、25ページのSAML SSO認証を使用してログインするを参照してください。

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。
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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

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が開始するシングルサインオン(SSO)を無効化する

Tanium ConsoleにアクセスせずにSPが開始するSSOを無効にする必要がある場合は、CLI経
由でグローバルに[console_saml_sp_enabled]を設定できます。

1. Tanium Server CLIにアクセスします (詳しくは細はTanium Core Platform展開参照ガイ

ド：コマンドラインインターフェースを参照 )。

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。

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/cli.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/cli.html
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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。

APIトークンの管理

APIトークンの概要

API認証トークンによって、ユーザおよびサービスアカウントを有効化し、長期に存在するものの

継続的に実行されていないワークフローの再認証を繰り返し行わずともTanium Serverとの長

期的なセッションを確立させることができます。たとえば、ソリューションモジュールのサービスアカ

ウントは、Tanium Serverへ定期的にアクセスしてそのモジュールがアクションのターゲットとするコ

ンピュータグループを更新します。Tanium Core Platform 7.3以降では、カスタムモジュールと

APIユーザアカウントを設定してトークンを使用できますが、Taniumが提供するモジュールの現

在のセットを設定できません。バージョン7.3以降で設計された今後のTaniumモジュールでは

トークンをサポートすることになります。

Tanium Serverは、APIリクエストに対応するトークンを生成および保存します。トークンは、リク

エストを送信ユーザアカウントに結合されます。各ユーザは複数のトークンを所有できます。

トークンは、他のユーザではなくそのトークンを要求したユーザのみ認証できます。トークンの認

証における資格情報と承認権限は要求したユーザが保有します。

トークンには設定可能な有効期限の間隔があります。長期的なワークフローを遮断しないよ

う、ユーザはトークンをrotate(ローテーション)させなければなりません。つまり、新しいトークンをリ

クエストし、現在のトークンを期限切れ前に取り消す必要があります。Tanium Server
REST APIを介して手動または自動でトークンのリクエストと取り消しを行う手順については、テ

クニカルアカウントマネージャ(TAM)にご連絡いただき、[Tanium Server REST API Reference
(Tanium Server REST API関連情報 )]へのアクセスを依頼してください。また、次のセクションで

説明するように、Tanium Consoleを介してトークンを確認し、手動で取り消すこともできます。

注意：APIトークンを管理する場合、ユーザにはマイクロ管理者アクセス権限の[View
Token (トークンの表示 )]、[Use Token (トークンの使用 )]、[Revoke Token (トークンの取

り消し)]を持つロールが必要です。管理者予約済みロールにはこれらのアクセス権限が

あります。
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APIトークンを表示する

[Configuration (設定 )] > [Authentication (認証 )] > [API Tokens (APIトークン)]へ移動し、

有効な、および期限切れのAPI トークンのリストを確認します。有効なトークンは通常のテキス

トで表示されますが、期限切れのトークンはグレー表示されます。API トークングリッドは、取り

消したトークンの表示を停止します。グリッドは個々のトークンをそのID別に識別し、トークン

が有効なユーザを示します。

API トークンを有効化する

API トークンを持つユーザがTanium Serverにアクセスすることになるシステムについて、そのシス

テムをホワイトリストに入れる必要があります。

注意：デフォルトでは、Tanium ServerはTanium Module Serverからのトークンリクエスト

を許可するため、Module Serverをホワイトリストに追加する必要はありません。

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

2. api_token_trusted_ip_address_list設定を選択し、[Selected System Setting (選択

されたシステム設定 )]ペインで[Edit (編集 )]をクリックします。

3. [Setting Value (設定値 )]に、ユーザがTanium Serverへのアクセスにトークンを使用する

ホストシステムのIPアドレスを追加します。192.0.2.1,192.0.2.2といった具合に、コンマ

を使用してエントリを区切ります。

4. 変更を保存します。

APIトークンの有効期限の間隔を設定する

デフォルトでは、APIトークンは作成後1週間で失効します。有効期限の間隔の変更は、設

定変更後に作成されたトークンにのみ適用されます。既存のトークンの間隔は変更できませ

ん。有効期限の間隔を変更するには次の手順を実行します。
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1. [Administration (管理 )] >  [Global Settings (グローバル設定 )]に進みます。

2. api_token_expiration_in_days設定を選択し、[Selected System Setting (選択され

たシステム設定 )]ペインで[Edit (編集 )]をクリックします。

3. [Setting Value (設定値 )]を、希望する有効期限の間隔 (日単位 )に設定します。

4. 変更を保存します。

5. 変更内容を確認します。新しいトークンを作成し(手順についてはテクニカルアカウント

マネージャにお尋ねください)、[Configuration (設定 )] > [Authentication (認証 )] > 
[API Tokens (APIトークン)]へ移動し、新しいトークンの[Expiration Time (有効期限 )]
が変更された設定を反映しているか確認します。

API トークンを取り消す

API トークンは、そのセキュリティが疑わしい場合、あるいはその関連ユーザが既に組織にいな

い場合は取り消した方が良いかもしれません。

1. [Configuration (設定 )] > [Authentication (認証 )] > [API Tokens (APIトークン)]へ移

動します。

2. 1つ以上のAPIトークンを選択し、[Revoke (取り消し)]をクリックします。

取り消されたトークンはAPI トークングリッドに表示されなくなります。
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パート12：トラブルシューティング

Tanium ConsoleおよびTanium Interactに関連する問題のトラブルシューティングを行うには次

の手順、設定、ログを使用します。追加的なトラブルシューティング情報についてはTaniumサ

ポートKB：Tanium Consoleを参照してください。

基本的なトラブルシューティングのヒント

l テクニカルアカウントマネージャ(TAM)にTanium™ソフトウェアのバージョンが推奨バージョン

であることを確認する。

l すべてのTanium Core Platformコンポーネントが同じバージョンであることを確認する。た

とえば、すべてのビルド番号が7.4.2.2033であることを確認します。[Build (ビルド )]番号

は、Tanium Consoleの右上の、ユーザ名の下に表示されます。

l Tanium Consoleに報告されたエラーメッセージを確認します。381ページのTanium
Consoleエラーログを表示およびコピーするを参照してください。

l Tanium Consoleが使用できない場合、データベースサーバのTaniumデータベースのス

テータスを確認します。また、Tanium Serverサービスのステータスを確認し、必要に応じ

て再起動します。381ページのTanium Serverサービスを管理するを参照してください。

l 認証エラーによってTanium Consoleにアクセスできない場合、<Tanium_
Server>/Logsディレクトリの認証ログ(auth<#>.txt)を確認します。

Tanium Serverサービスを管理する

Tanium Serverサービスのステータスを確認する手順、およびTanium Serverサービスはプラット

フォームによって異なります。

l Windowsインフラストラクチャ: WindowsサービスプログラムでTanium Serverサービスを見

つけることができます。

l Tanium Appliance: Tanium操作メニューを介してtaniumserverにアクセスするに

は、Tanium Applianceデプロイガイド：Taniumサービスの起動、停止、再起動を参照し

てください。

Tanium Consoleエラーログを表示およびコピーする

Tanium Consoleでは、ご使用のウェブブラウザでのエラーログは、ローカルホストコンピュータに

保存されます。このログには、設定の保存やコンテンツ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Tanium Consoleに返されたエラーの詳細が記録されます。

https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/sections/206620967-Tanium-Console
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/sections/206620967-Tanium-Console
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/tanium_operations_menu.html#tanium_service_control
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ログを閲覧するには、ログインしたユーザ名の横にあるセレクタをクリックし、[Local Error Log
(ローカルエラーログ)]を選択します。

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。

Tanium Clientの登録と通信を監視する

[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。

注意：[System Status (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[Read System Status (システムステータスの読み取り)](マイクロ管理者 )のアクセス権

限を持つロールを保有していなければなりません。管理者予約ロールを割り当てられた

ユーザには、このアクセス許可があります｡
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列 説明

ホスト名 コンピュータのホスト名。

ネットワークロケーション

(クライアントから)
クライアント上のセンサーから返されたクライアントのIPアドレス。

ネットワークロケーション

(サーバから)
最後の登録時にサーバに記録されたクライアントのIPアドレス。

方向 円はクライアントを表し、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。

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。

送信ステータス l 後方のみ

l 前方のみ

l なし

l 正常

受信ステータス l 次のみ

l 前のみ

l なし

l 正常

ステータス 各Tanium Clientの[Connection Status (接続ステータス)]は[Normal (正
常)]であるか以下の状態のうちの1つ以上のいずれかです。

l 低速リンク

l リーダー

l ブロック

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。

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｡

表27：[System Status (システムステータス)]の列
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列 説明

バージョン Tanium Clientのバージョン。

サーバのログレベルを設定する

テクニカルアカウントマネージャは、問題のトラブルシューティングを行う際にTanium Serverと
Tanium Module Serverのログの冗長性レベルを変更するよう指示することがあります。

注意：[Configuration (設定 )] > [Common (共通 )]> [Log Level (ログレベル)]ページ

を表示、使用するには[Administrator (管理者 )]予約済みロールが必要です。

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。

プラグインとプラグインのスケジュールを表示する

プラグインは、Tanium Core Platformのコンポーネントまたはソリューションモジュールの拡張機

能です。定期実行プラグインとは、指定された間隔で実行するように設定されているプロセス

です。プラグイン操作は通常、ユーザに対して透過的です。しかしながら、予期しない動作の

トラブルシューティング時にお客様のテクニカルアカウントマネージャ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。

注意：[Administrator (管理者 )]予約済みロールに割り当てられているユーザのみが

[Configuration (設定 )]ページにアクセスしてプラグイン情報を閲覧できます。

インストールされているプラグインの詳細を確認するには[Configuration (設定 )] >[Common
(共通 )]>[Plugins (プラグイン)]へ移動します。
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スケジュール済みのプラグインの詳細を確認するには[Configuration (設定 )] >[Common (共
通 )]>[Plugin Schedules (プラグインスケジュール)]へ移動します。

プラグイン実行の履歴を確認するには、Tanium Module Serverの<Module_
Server>/Logsフォルダにあるmodule-history<#>.txtログを確認します。

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。

注意：[Configuration (設定 )] > [Tanium Server] > [Cache Info (キャッシュ情報 )]ペー

ジを表示および使用できるのは[Administrator (管理者 )]予約済みロールを割り当てら

れているユーザだけです。

[Configuration (設定 )] > [Tanium Server] > [Cache Info (キャッシュ情報 )]に移動して情報

を確認します｡

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。
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1. ブラウザを開き、https://<FQDN>/infoへ移動します。

2. プロンプトが表示されたら、管理者予約ロールが割り当てられているユーザの資格情

報を指定します。

Taniumサポート

テクニカルアカウントマネージャ(TAM)は、インストールまたはアップグレードの準備や実行、初期

デプロイの確認やトラブルシューティング時に協力を受けられる最初の窓口です。Taniumサ

ポートにさらに協力を求める場合は、必ず､Tanium Core Platformコンポーネントのバージョン

情報と、ホストシステムのハードウェアおよびOSの詳細、データベースサーバのバージョンなどの

具体的な依存関係情報を必ず用意してください｡ https://support.tanium.comにログインし

て、新しいチケットを送信するか､support@tanium.comに電子メールをお送りください。

https://support.tanium.com/
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参照： Questionの例

Tanium Interactを使用してエンドポイントに発行できるQuestionの種類については、次の例を

参照してください。

初心者向けのQuestionの例

次に、一般的なQuestionの例を示します。

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

入手するには？

Get Running Service from all machines

Get Service Details from all machines

Get Running Service from all machines with Computer Name containing
"<hostname>"

すべてのエンドポイントまたは特定のエンドポイントで実行中のプロセスの一覧を取

得するにはどうしますか？

Get Running Processes from all machines

Get Running Processes from machines where Computer Name contains
"<hostname>"

Get Running Processes and Computer Name contains "<hostname>" from all
machines

Windowsのレジストリキーと値を表示するにはどうしますか？

Get Registry Value Data[registry key path, value-name] from all machines

Get Registry Value Data[HKEY_LOCAL_
MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion, CommonFilesDir] from all
machines
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Get Registry Key Value Exists[registry key path, value-name] from all
machines

Get Registry Key Exists[HKEY_LOCAL_
MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion, CommonFilesDir] from all
machines

開いているポートのリストを取得するにはどうしますか？

Get Computer Name and Open Port from all machines

Get Open Port from machines where Computer Name contains "<hostname>"

Get Open Port from all machines with Computer Name containing "<hostname>"

ユーザ認証情報を取得するにはどうしますか？

Get Logged In Users contains "<user name>" from all machines

Get Logged In Users containing "BABOON08D9ANGUI\Administrator" from all
machines

Get Logged In Users and Computer Name from all machines

Get Local User Login Dates from all machines

Get Logged In Users and Client Date from all machines

Get Last Logged In User and Client Date from all machines

Get Computer Name and Last Date of Local Administrator Login from all
machines with Last Date of Local Administrator Login not containing "no
results"

Get Local Administrators from all machines
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現在ログインしているユーザを確認するにはどうしますか？

Get User Sessions from all machines

ユーザが最後にログインした日時を確認するにはどうしますか？

Get local User Login Dates from all machines

サービスアカウントログオンを取得するにはどうしますか？

Get Service Login Names from all machines

証明書情報を取得するにはどうしますか？

Get Machine Certificates[authroot] from all machines

Get Machine Certificates[disallowed] from all machines

Get Machine Certificates[root] from all machines

中間証明書：

Get Machine Certificates[CA] from all machines (Intermediate Certs)

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

Get computer name and running processes that contains "ora_pmon" from
machines with running processes contains "ora_pmon"

資産情報はどのようにして入手できますか？

Get Cpu and Cpu Details and Chassis and Architecture and Serial Number and
Computer Name and Bios and IP Address and Mac Address and serial number
from all machines

ダッシュボードに関するQuestionの例

ダッシュボードやカテゴリに保存済みQuestionの事前定義リストを確認することは、Question
を使用して意味のある結果を得る方法を学ぶのに役立ちます。以下の例は、
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<category> > <dashboard>によって組織化されているいくつかの事前定義されたQuestionを
示しています。

セキュリティ > データ漏洩

Get Computer Name and Non-Approved Established Connections from all
machines with Non-Approved Established Connections containing ":"

セキュリティ > ワイヤレスネットワークセキュリティ

Get Wireless Networks Visible from all machines

Get Hosted Wireless Ad-Hoc Networks from all machines with Hosted Wireless
Ad-Hoc Networks containing "started"

Get Unencrypted Wireless Networks from all machines with Unencrypted
Wireless Networks containing "open"

Get Wireless Networks Using WEP from all machines with Wireless Networks
Using WEP containing "wep"

セキュリティ > プロアクティブセキュリティ

Get Firewall Status containing "disabled" from all machines with Firewall
Status containing "disabled"

Get Computer Name and Open Share Details from all machines with Open Share
Details not containing "No shares"

セキュリティ > ワークステーションUSB書き込み保護

Get USB device details from all machines

Get Computer Name and Username from all machines with ( Operating System
not containing "server" and USB Write Protected containing "False" )

Get Computer Name and Username from all machines with ( Operating System
not containing "server" and USB Write Protected containing "True" )
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関連情報：高度なQuestion構文

Tanium Core Platform7.2以降は、次のような高度なQuestion構文をサポートしています。

正規表現を使用する

Questionパーサは、正規表現による一致検索をサポートしています(ブースト構文 )。

次の例では、tam.localドメインにあり、tで始まるコンピュータ名に一致するものを検索していま

す。

図97：正規表現による一致検索

Detectプライマリ警告の保存されたQuestionは、正規表現を使用して0〜9の数字のいずれ

かと一致する結果を収集します。Detectのアラートには数値のIDがあるため、この式により空の

結果を除外できます。

図98：空の結果を除外する正規表現

https://www.boost.org/doc/libs/1_54_0/libs/regex/doc/html/boost_regex/syntax/perl_syntax.html
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否定と正規表現の組み合わせを使用してフィルタ式を作成することもできます。たとえば、組

み込み型コンピュータグループのNo Computersは、not matches と空の結果に一致する正規

表現 (.*)からなるQuestionを使用しています。作成者は[Computer Name (コンピュータ名 )]が
必ず文字列を返すことを分かっており、これは予定済みアクションをオフにする賢明な方法で

す。デフォルトアクショングループにはNo Computersのみ含まれているため、管理者が意識的

に構成を変更しない限りコンピュータが対象になることはありません。

図99：何にも一致しない正規表現

コンピュータグループのフィルタを使用する

7.2以降では、from句にコンピュータグループを指定したQuestionを発行できます。コンピュータ

グループは、管理グループまたはフィルタグループにすることができます。(これらの種類の詳細に

ついては、315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。)

フィルタ定義のメンバーシップを持つコンピュータグループの場合、Questionパーサは指定され

たコンピュータグループ名を、メンバーシップを決定するQuestionに変換します。次の例では、

Windowsという名前のコンピュータグループがis Windows contains trueという定義に変換さ

れています｡
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図100：フィルタ定義のメンバーシップを持つコンピュータグループを持つfrom句

マニュアル定義のメンバーシップを持つコンピュータグループの場合、Questionパーサはマニュア

ルグループのオブジェクト ID候補を列挙します。次の例では、Infrastructureという名前のコン

ピュータグループが Manual Group Membership equals 95。

図101：マニュアル定義のメンバーシップを持つコンピュータグループを持つfrom句

センサー列フィルタを使用する

複数列センサーは、1つの回答で複数の関連情報を収集することを目的としています｡
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図102：複数列センサーの結果

インストール済みアプリケーションなど複数列センサーの結果のフィルタに正規表現「starts

with (で始まる)」、「ends with (で終わる)」、あるいは「Contains (を含む)」を使用する場合

は注意が必要です。複数列センサーの結果文字列は、実際には列区切り文字のある単

一文字列であるためです。注意を怠ると、予期していなかった列の文字列と一致したり、存

在することも知らなかった非表示列の文字列に一致したりすることがあります。Tanium Core
Platform7.2以降では、複数列センサーの結果と一致させる列を指定することができます。こ

の構文はget sensor having sensor:column contains valueです。列名は大文字と小

文字が区別されます。単一列のフィルタは、センサー定義が単一の文字 (例：「|」)で列区切

り文字を指定する場合にのみ使用できます。複数の文字 (例：「|:」)では使用できません。

すべての列からの結果を一致させるには、構文はget sensor contains valueとします。

次の例では、get句でセンサー列フィルタを使用しています。

図103：get句のセンサー列フィルタ

次の例では、get句とfrom句の両方でセンサー列フィルタを使用しています。
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図104：get句とfrom句のセンサー列フィルタ

$substring()フィルタを使用する

$substring()フィルタを使用して、結果の文字列パターンを一致検索できます。$substring

()関数は、引数としてセンサー名と開始位置 ( 0は先頭位置 ) 、文字数を取ります。

次の例は、コンピュータ名センサーの結果から先頭2文字が文字列tsに一致する結果を検

索しています｡

図105：$substring()フィルタ

次の例では、ネットワークアダプタセンサーのMACアドレス列の結果から4番目と5番目の文字

が文字列e8に一致する結果を検索しています。
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図106：指定されたセンサー列に対する$substring()フィルタ

「in」演算子を使用する

in演算子を使用すると、一致するセンサー結果のコレクションを指定できます。この演算子

は、Boolean ORに変換されるコンマ区切りの引数リストを取ります。

次の例では、in演算子を使用して、結果にVirtualまたはPhysicalを含むfrom句のセン

サーフィルタを検索しています。

図107：from句のin演算子

次の例では、in演算子を使用して、from句のセンサー列フィルタを検索しています｡

図108：in演算子とセンサー列フィルタ
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ネスト構造のフィルタを使用する

Questionのfrom句では、入れ子のフィルタをはじめとして複数のフィルタを構成できます。

次の例は、[Question Builder (Questionビルダ)]における入れ子のフィルタを示しています。こ

の例は、1つの一致検索式と入れ子式のいずれか一方で組み合わせられます｡

図109：Questionビルダにおける入れ子のフィルタ

[Ask a Question (Questionの実行 )]フィールドで入れ子のフィルタを指定することもできます。

図110：[Ask a Question (Questionの実行 )]フィールドの入れ子のフィルタ

次の例は、両方またはいずれか一方に一致のBooleanロジックを示しています。
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図111：[Ask a Question (Questionの実行 )]フィールドの入れ子のフィルタ

高度なセンサー設定を指定する

Tanium Clientの回答は、Questionのメッセージで指定されている高度なセンサー設定に準拠

している必要があります。Tanium Server 7.2より前のリリースでは、高度なセンサー設定は

Questionビルダでのみ構成できました。
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図112：Questionビルダ： 高度なセンサー設定

バージョン7.2以降では、[Ask a Question (Questionの実行 )]フィールドで高度なセンサー設

定を指定できます。

設定 ガイドライン

Case Sensitivity
(大文字/小文字

の区別)

文字列をグループ化：

l Ignore case (大文字/小文字を無視): 大文字と小文字を区別しないで結果

の値をグループ化してカウントします。

l Match case (大文字/小文字を区別): 大文字と小文字を区別して結果の値

をグループ化してカウントします。

表28：高度なセンサーオプション
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設定 ガイドライン

Matching (一致条

件)
このオプションはfrom computers with 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

Maximum Data
Age (最大データ経

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、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。
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次の例では、Treat Data as <type>オプションを指定しています｡ この構文

は､sensor?type=valueです｡

図113：高度なセンサー設定 - Treat Data as type

注意：例に示すように、Treat Data as typeオプションは､Free Memory greater than 300
というような比較演算子とともに使用します｡

次の例では、Max Ageオプションを指定しています。構文は､sensor?maxAge=valueです｡ [Ask

a Question (Questionの実行)]フィールドでmaxAgeを指定する場合は、秒数を指定しま

す。

図114：高度なセンサー設定 - maxAge

次の例では、Ignore Caseオプションを指定しています。構文はsensor?ignoreCase=value。0

は一致するケースで1は無視してください。
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図115：高度なセンサー設定 - ignoreCase

次の例では、Matches allオプションを指定しています。1台のマシンには､複数のインターフェー

スがあって、複数のIP アドレスが存在することがあります。この例のMatches allオプションは、指

定した文字列と一致するすべてのIPアドレスを持つコンピュータに関してのみ結果をフィルタリ

ングすることを目的としています｡ このオプションは、from句でのみ指定できます。構文は､with

all sensor contains valueです。

図116：高度なセンサー設定 - すべて一致

次の例は、複数の高度なセンサーオプションを指定する方法を示しています。

図117：高度なセンサー設定 - 複数の設定
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高度なQuestion設定を指定する

Tanium Server 7.3.314.3639以降では、[Force Computer ID (コンピュータIDを強制 )]設定を

有効にして、Tanium Clientに回答にコンピュータIDを含めるようにさせることで計数のQuestion
を非計数のQuestionに変換できます。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。get?forceComputerIdFlag=1文を使用して[Ask a Question (Questionの実行)]フィール

ドでこの設定を有効にできます。この設定はまた[Question Builder (Questionビルダ)]の
[Advanced Question Options (高度なQuestionオプション)]でも有効にできます。下図に、非

計数Questionに変換したQuestionの結果を示します。

図118：非計数Questionに変換されたQuestion

下図に、計数Questionとして発行された同じQuestionを示します。

図119：計数Question

センサー文字列の増大を管理する

https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/231604407-Troubleshooting-Errors-Informational-Messages-e-g-TSE-Error-
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個々のセンサーにおいてサーバが保存する回答の文字列に経過時間の制限を設定すること

により、Questionの結果がTanium Serverのメモリとディスク使用率に与える影響を抑えること

ができます。

ヒント：センサーにおいて固有の文字列の発生量を削減し、メモリやディスクスペースの

消費を抑制できるようにセンサーを設定するにはKB記事：センサーの書き込みに関する

ベストプラクティスを参照してください。

Tanium Serverは文字列を <Tanium_Server>/strings (文字列)フォルダに保存

し、サーバがその文字列を使用する際、その文字列をメモリ(文字列キャッシュ)にロードしま

す。文字列が増加してスペースを消費しすぎることを防ぐため、サーバは、文字列の合計が

デフォルトのしきい値を超えた場合、すべてのセンサーの文字列の一部を消去します。ただ

し、デフォルトの文字列クリーニング設定 は、センサーがユニークな文字列および1回のみ使

用される文字列を生成する可能性がどの程度あるのかという点でセンサーを区別しません。

これは重要なことです。なぜなら、ユニークな文字列はより多くのスペースを消費し、また、1回
のみ使用する文字列を消去してもサーバの処理とトラフィックに与える影響は少ないからです

(Tanium Serverは、今後の使用に向けて文字列を再生成する上でQuestionを再発行する

必要はありません)。たとえば、[Detect Primary Alerts (Detectプライマリアラート )]センサーは、多

くの場合、多数のユニークな1回限りの文字列を生成します。こうした要素を考慮するため

に、 Tanium Server 7.3.314.4101以降ではTanium Consoleを使用し、[Maximum String Age
(文字列の最大経過時間 )]に基づいて個々のセンサーの文字列クリーニングを設定できま

す。サーバは、最後に文字列を使用した時または、Tanium Clientから文字列を受信した時

に基づいて文字列の経過時間を決定し、最大値を超えた文字列を破棄します。

以下の手順は、文字列を最も増大させているセンサーの判断方法および、こうしたセンサー

における [Maximum String Age (文字列の最大経過時間 )]の設定方法について説明して

います。制限が要求されるほとんどのセンサーの場合、ベストプラクティスとしてデフォルトの最

大値を7日間にしてください。下限の設定は、日付またはタイムスタンプを含む結果を生成

するセンサーなど、まれなケースにおいてのみ要求されます。ベストプラクティスは、センサーの書

き込み時に文字列の結果に日付とタイムスタンプを含めないようにすることです。なぜなら、

日付とタイムスタンプによって文字列が異常なほど増加する傾向があるからです。ただし、こ

のようなセンサーが必要な場合、日付スタンプを使用するセンサーの最大経過時間を1日、

タイムスタンプを使用するセンサーの最大経過時間を6時間に設定できます。[Maximum
String Age (文字列の最大経過時間 )] を6時間未満に設定することを検討している場合、

Taniumテクニカルアカウントマネージャ(TAM)に相談してください。こうした制限が要求されるの

は非常に例外的なケースです。

https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360021671672-Best-practices-for-writing-sensors
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360021671672-Best-practices-for-writing-sensors
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使用を開始する前に

Tanium™ Health Checkモジュールを取り付けます(まだインストールされていない場合 )。詳しく

はTanium Health Checkユーザガイド：Health Checkのインストールを参照してください。

文字列の経過時間に基づいて文字列のクリーニングを設定する

1. Tanium Consoleにアクセスし、[Tanium Services (Taniumサービス)] > Health Checkへ
移動します。

2. [Manual Report Generation (手動レポート生成 )]の下で[Run TPAN Report Now
(TPANレポートを今すぐ実行 )]をクリックします。

3. [Reports (レポート)] の下で、実行した[Full Report (フルレポート)]のHTMLリンクをクリッ

クします。

4. レポートの最上部で[Environmental Details (環境の詳細 )] > [String Details (文字

列の詳細 )]を選択します。

5. 文字列カウントおよびメモリ使用率別に最上位のセンサーをリストアップしたグリッドを確

認し、どのセンサーの文字列が最も増加しているかを判断します。

6. Tanium Consoleに戻り、[Content (コンテンツ)] > [Sensors (センサー)]へ移動します。

文字列の経過時間を制限する必要があると判断した個々のセンサーについて残りの

手順を実行します。

7. センサーを選択し、[Edit (編集 )]をクリックします。

8. [Max String Age (文字列の最大経過時間 )]を有効化して設定します。

注意：ほぼすべてのセンサーの場合、[Max String Age (文字列の最大経過時

間 )] を設定することによって文字列の増加を管理可能なレベルに抑えることがで

https://docs.tanium.com/health_check/health_check/installing.html
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き、また、[Max Strings (最大文字列 )](文字列カウントの制限 )の設定は不要

です。個々のセンサーの文字列カウント制限が必要になりかねない極端なケー

スの場合、 [Max Strings (最大文字列 )]を設定する前にテクニカルアカウントマ

ネージャに相談してください。

9. 変更を保存します。

10. 次の2日間で、TPANレポートの実行手順を繰り返し、文字列に制限をかけたセンサー

の文字列カウントとメモリ使用率が期待どおりに抑制されていることを確認します。必

要に応じ、文字列がいまだに増加しすぎているセンサーの [Max String Age (文字列の

最大経過時間 )] を引き下げて設定します。
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変更記録

日付 改訂概要

2020年4月2日 コンテンツパック名を更新しました: 初期コンテンツパックは、デフォルトコンテンツ

とコアコンテンツになります。

2020年3月31日 PLATDOCS-406 (Tanium Client Management GAリリース)用に更新し、Tanium
Client 7.2.314.3632をサポート

2020年3月19日 DOC-1455用に更新。

2020年2月25日 7.4.2をリリースしました(共通モジュールインポート機能)。

2020年2月6日 Tanium Client向け7.4 GAをリリースしました。

2020年1月28日 Tanium Core Platformサーバ向け7.4 GAをリリースしました。

2019年11月15日 7.4期間限定リリースを再発行。

2019年11月12日 PLATDOCS-339、PLATDOCS-382、PLATDOCS-316用に更新。

2019年10月15日 DOC-1252における誤字を修正。

2019年10月9日 PLATDOCS-346、PLATDOCS-343、PLATDOCS-315、PLATDOCS-357、DOC-
1170、DOC-1113、DOC-940、DOC-1199、DOC-1253用に更新。

2019年9月19日 PLATDOCS-339用に更新。

2019年7月30日 PLATDOCS-293用に更新。

2019年7月30日 PLATDOCS-302およびPLATDOCS-306向けに更新しました。

2019年7月17日 Interactロール要件の表3のタイトルを変更しました。[Action Summary (アク

ションサマリ)]トピックからパッケージファイルの再ダウンロードのトピックへのリンク

を追加。

2019年7月9日 ビルド番号の例を7.3.314.4103に変更。

2019年7月2日 [7.3-Next (7.3-次へ)]を公開。

2019年6月4日 Interact 2.0.3用に更新。

2019年4月23日 PLATDOCS-124の更新およびプロキシサーバおよびSAML導入図の追加。

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。
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日付 改訂概要

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。

2018年2月27日 Interactの結果のトピックを更新。コンピュータグループフィルタが適用されて

いるときに、新しいQuestionでQuestionバーが再表示される図を削除しま

した。この動作は変更されました。Questionバーは再表示されなくなりまし

た。

関連するパッケージで構成された保存されたQuestionについて、保存され

たQuestionの書き込みアクションを持つユーザのみに[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。
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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. 7.1のみに関連する新規および変更済みRBAC機能の文

書を更新。

LDAP Sync設定 . 7.1のみガイダンスを改善。

2017年10月31日 ブランドのルック＆フィールを更新(HTML)。

2017年8月24日 ユーザ文書における大文字スタイルへの変更を反映するための更新。

2017年8月11日 リフレッシュ(7.0および7.1)およびクリーンアップ(7.1)オプションのホワイトリストに

登録されたURL設定に関するガイダンスの更新。

2017年7月21日 プロキシホストリストのバイパス設定を明確化。

パラメータ化パッケージおよびパラメータ化センサーのトピックに、UTF8デコー

ドに関する注記を追加。

センサー名の制限(センサー名にアンダースコアを使用しない)をセンサー構

成のトピックに追加。

2017年7月14日 RBACアップグレード . 7.1のみに関する個別のセクションを追加。

2017年6月30日 LDAP Syncトピック. 7.1のみに対する明確化。
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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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