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この文書の内容は予告なく変更されることがあります。また、本書に記載の内容は「現状の

まま」提供されており、正確には万全を期しておりますが、Taniumの顧客販売契約に規定さ

れている保証を除き、明示または暗黙を問わずいかなる保証もしません。別段の規定がな

い限り、Taniumはいかなる責任も負いません。Taniumおよびそのサプライヤは、Tanium Inc.が
かかる損害の可能性を事前に通知されていたとしても、本書の使用または使用できないこと

から生じる､利益損失やデータ損失をはじめとする間接的損害や特別損害、結果的損害､

および付随的損害に対して一切の責任を負いません。

本書で使用されているIPアドレスは、実際のアドレスであることを意図していません。本書に

記載されている例、コマンド表示出力、ネットワークトポロジ図、およびその他の図は、例示

の目的にのみ使用されています。例示コンテンツに実際のIPアドレスが使用されていたとして

も、特別な意図はなく、偶然です。

最新のTanium製品のマニュアルについては、https://docs.tanium.com を参照してください。

Taniumは米国およびその他の国におけるTanium,Inc.の商標です。記載されているその他の

社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

© 2019 Tanium Inc. All rights reserved.
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Protect概要

Protectは、ネイティブのオペレーティングシステムとサードパーティ製のコントロールを使用して、

ご使用の環境全体にわたり、Taniumのスピードと規模でエンドツーエンドの悪意のある攻撃

を阻止する積極的な保護を提供します。

ポリシー

特定のポリシータイプの設定を含む、特定のアプリケーションの設定です。Protectは、ア

ンチマルウェア、AppLocker、EMET、ファイアウォール、およびソフトウェア制限ポリシーをサ

ポートしています。ポリシーはコンピュータグループを対象としています。

ルール

ポリシー内に含まれる特定のセキュリティコントロールです。

コンピュータグループ

Tanium™ Consoleの[Administration (管理 )]セクションで定義します。管理権限のある

1つ以上のコンピュータグループに対して、ポリシーの強制を対象とすることができます。

強制

強制は、ポリシーがコンピュータグループに正常に適用されたときに発生します。以下

に、3つの可能な強制状態の定義を示します。

Enforced (強制 )

ポリシーが正常に適用されました。ポリシーのすべてのルールと構成は、対象のエンドポ

イントで有効です。

Partially enforced (部分的に強制 )

同じタイプの優先度の高いポリシーが、このポリシーよりも優先されます。詳細について

は、強制状態の理由を参照してください。

Unenforced (未適用 )
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このポリシーは、対象のエンドポイントでは有効ではありません。詳細については、強制

状態の理由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｡
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はじめに

1. Tanium Protectをインストールします。詳細については、18ページのProtectのインストール

を参照してください。

2. ポリシーとルールを作成します。詳細については、29ページのポリシーの作成を参照して

ください。

3. ポリシーを適用し、優先順位を付けます。詳細については、61ページのポリシーの操作

を参照してください。

4. 対象コンピュータのグループ詳細については、65ページのProtectコンピュータグループの

選択を参照してください。

5. レポートを実行します。詳細については、69ページのレポートの実行を参照してくださ

い。
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要件

Taniumの依存関係

Protectをインストールして使用する前に、要件を確認してください。

コンポーネント 要件

Platform バージョン7.2以降

Tanium Client 6.0.314.1293以降

ライセンス Protectのライセンスについては、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。

Tanium Module Server

Protectは、Tanium™ Module Serverホストコンピュータにインストールされ、サービスとして実行

されます。使用状況によりますが、Module Serverへの影響は小さいです。詳細については、

テクニカルアカウントマネージャにお尋ねください。

インストールの前提条件

Protectをインストールする場合、Tanium Module Serverが稼動している必要があります。

必須の資格情報

Protectをインストールするには、Tanium管理者の資格情報を持つサービスアカウントが必要

です。

Protectを初期化するには、アクションの作成者のアクセス許可を持つ有効なTaniumアカウン

トが必要です。Protectは、このアカウントを使用して内部のメンテナンスタスクを実行します。

システム要件

Protectの各ポリシーとルールタイプの要件は次のとおりです。

アンチマルウェアのポリシー

SYSTEM CENTER ENDPOINT PROTECTION (SCEP)

l Windows 7

l Windows Server 2008 R2または2012
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WINDOWSDEFENDER

l Windows 8または10

l Windows Server 2016

AppLockerポリシー

l Windows 7 Enterprise、Ultimate、またはEmbedded

l Windows 8 Enterprise、8.1 Enterprise、または10 Enterprise

l Windows Server 2008 R2以降

デバイス管理 - Windowsポリシー

l Windows 7以降

l Windows Server 2008 R2以降

EMETポリシー

l Windows Vista以降

l Windows Server 2008以降

ファイアウォール管理 - Windowsポリシー

l Windows Vista以降

l Windows Server 2008以降

ファイアウォール管理 - Linuxポリシー

l CentOS 6および7

l Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6および7

l Ubuntu 16

矯正 - Windowsポリシー

l Windows 7以降

l Windows Server 2008 R2以降

矯正 - Linuxポリシー

l CentOS 6および7

l RHEL 6および7

l Ubuntu 16
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矯正 - Macポリシー

l Mac OS X 10.8 Mountain Lion

SRP管理ポリシー

l Windows Vista以降

l Windows Server 2008以降

ホストとネットワークセキュリティの要件

Protectを実行するには、特定のプロセスが必要です。

セキュリティの除外

未知のホストシステムプロセスを監視およびブロックするためにセキュリティソフトウェアが環境内

で使用されている場合、セキュリティ管理者はTaniumプロセスを干渉なく実行できるように除

外を作成する必要があります。

対象デバイス プロセス

Module Server <Tanium Module Server>\services\protect-
service\7za.exe

Windows x86エンドポイント <Tanium Client>\Tools\StdUtils\7za.exe

<Tanium
Client>\Tools\Protect\LocalPolicyTool.exe (アンチマ

ルウェア、AppLocker、SRPポリシー用)

<Tanium Client>\Tools\LocalPolicyTool.exe
(Windowsデバイス管理ポリシー用)

<Tanium Client>\Tools\Protect\devcon32.exe

Windows x64エンドポイント <Tanium Client>\Tools\StdUtils\7za.ex

<Tanium
Client>\Tools\Protect\LocalPolicyTool.exe (アンチマ

ルウェア、AppLocker、SRPポリシー用)

<Tanium Client>\Tools\LocalPolicyTool.exe
(Windowsデバイス管理ポリシー用)

<Tanium Client>\Tools\Protect\devcon64.exe

表1：Protectセキュリティの除外
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ユーザーロールの要件

Protectでは、次のユーザーロールがサポートされています。事前定義された3つの役割は、

Protect管理者、Protectユーザー、およびProtect読み取り専用ユーザーです。

特権 Protect
Administrator
(管理者 )

Protect User
(Protectユーザー)

Protect
Read Only
User
(Protect読
み取り専用

ユーザー)

Show Protect (Protectを表示)1

Protectワークベンチを表示

2 2 2

Protect Read (Protect読み取り)

Interactで尋ねられたProtectに関

するQuestionのポリシー、強制、レ

ポート、および結果を表示します。

ポリシーをエクスポートします。

2 2

Protect Write (Protect書き込み)

ポリシー、強制、レポートの作成お

よび編集をします。ポリシーをイン

ポートして再優先順位付けをしま

す。

Protect Settings Write (Protect設
定書き込み)

Protectモジュール用のグローバル

設定を変更します。

表2：Tanium 7.1.314.3071以降用のProtectユーザーロール特権
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特権 Protect
Administrator
(管理者 )

Protect User
(Protectユーザー)

Protect
Read Only
User
(Protect読
み取り専用

ユーザー)

1 Protectをインストールするには、管理者の予約済みロールが必要です。

2 提供された許可を示します。

アクセス許可 ロールタイプ アクセ

ス許

可用

コンテ

ンツ

セット

Protect
Administrator
(管理者 )

Protect
User
(Protect
ユー

ザー)

Protect
Read
Only
User
(Protect
読み取

り専用

ユー

ザー)

Read User (読み取

りユーザー)
マイクロ管理者

Ask Dynamic
Questions (動的な

Questionの実行)

高度

Approve Action (ア
クションの承認)

高度 Protect

Approve Action (ア
クションの承認)

高度 Protect
アンチ

マル

ウェア

定義

Execute Plugin (プ
ラグインの実行)

高度 Protect

表3：Tanium 7.1.314.3071以降用の提供されたProtectマイクロ管理者と高度な

ユーザーロールアクセス許可
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アクセス許可 ロールタイプ アクセ

ス許

可用

コンテ

ンツ

セット

Protect
Administrator
(管理者 )

Protect
User
(Protect
ユー

ザー)

Protect
Read
Only
User
(Protect
読み取

り専用

ユー

ザー)

Read Action (アク

ションの読み取り)
高度 Protect

Read Action (アク

ションの読み取り)
高度 Protect

アンチ

マル

ウェア

定義

Read Package (パッ

ケージの読み取り)
高度 Protect

Read Package (パッ

ケージの読み取り)
高度 Protect

アンチ

マル

ウェア

定義

Read Sensor (セン

サーの読み取り)
高度 予約

Read Sensor (セン

サーの読み取り)
高度 Protect

Write Action (アク

ションの書き込み)
高度 Protect

Write Action (アク

ションの書き込み)
高度 Protect

アンチ

マル

ウェア

定義

Write Package (パッ

ケージの書き込み)
高度 Protect
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アクセス許可 ロールタイプ アクセ

ス許

可用

コンテ

ンツ

セット

Protect
Administrator
(管理者 )

Protect
User
(Protect
ユー

ザー)

Protect
Read
Only
User
(Protect
読み取

り専用

ユー

ザー)

Write Package (パッ

ケージの書き込み)
高度 Protect

アンチ

マル

ウェア

定義

Write Saved
Question (保存さ

れたQuestionの書

き込み)

高度 Protect
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Protectのインストール

Protectをインストールする前に、11ページの要件を参照してください。

インポートソリューション

1. 管理者の特権を持つアカウントを使用して、Tanium Consoleにログインします。

2. メインメニューから、[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]をクリックします。

3. Protectの下で、[Import X.X (X.Xをインポート)](X.Xは現在のモジュールのバージョン番

号 )をクリックします。

注意：Tanium Protectは、Taniumのライセンスされたソリューションです。[Tanium
Modules (Taniumモジュール)]ページに表示されない場合は、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。

4. プロンプトが表示されたら、[Proceed with Import (インポートを続行 )]をクリックします。

資格情報を入力します。

Tanium Protectのインストールと構成プロセスが完了すると、[Import completed successfully
(インポートが正常に完了しました)]というメッセージが表示され、[Protect]がメインメニューに

表示されます。

Protectのホームページ

Protectのホームページには、Protectを使用する前に完了する必要のある統計、エラー、初期

タスクが表示されます。ページ右上にある[Manage Home Page (ホームページの管理 )]リンク

を使用して、起動時に表示されるセクションを設定します。初期タスクが完了した後は、各

セクションを表示する必要はありません。

注意：Protectのホームページの[Health (ヘルス)]セクションに表示される可能性のある

強制エラーの説明については、98ページの参照： 強制エラーを参照してください。

サービスアカウントを設定する

Protectを使用するにはサービスアカウントを設定する必要があります。

1. サービスアカウントが設定されていない場合は、[Required Protect Settings: Set
Service Account (必須のProtect設定：サービスアカウント設定 )]の黄色のバナーが、
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Protectのホームページ上部に表示されます。[Configure Now (今すぐ設定 )]をクリック

し、[Service Account (サービスアカウント)]で[Username (ユーザー名 )]と[Password (パ
スワード )]を入力します。

2. [Save (保存 )]をクリックします。

注意：Protectのホームページの右上にある設定 をクリックし、[Service Account (サービ

スアカウント)]に移動すると、いつでもサービスアカウントを変更できます。また、Protectの
ホームページの[Configure Protect (Protectの設定 )]セクションで、[Set up service
account (サービスアカウントの設定 )]をクリックするオプションもあります。

エンドポイントステータスレポートの設定を変更する

Protectのホームページの右上にある設定 をクリックして、[General (一般 )]に移動し、Protect
を使用してエンドポイントとのやり取りを管理するための設定を変更します。

Question Completion Percentage (Question完了率 )

この設定では、Questionが完了したとみなされる前に、Questionに応答する必要があ

るエンドポイントの割合を指定します。ご使用のTanium環境でQuestionが完了するま

でに時間がかかる場合は、この設定でパーセンテージを低くすることをお勧めします。デ

フォルトでは、[Question Completion Percentage (Question完了率 )]は85％に設定さ

れています。

Reissue Action Interval (再発行の間隔 )
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この設定では、Protectが強制アクションを再発行する頻度を指定します。デフォルトで

は、強制アクションは1時間ごとに再発行されます。このフィールドの最小許容値は10
分です。

Aggregate Results Reissue Action Interval (集計結果の再発行アクションの間隔 )

この設定では、エンドポイントでレポートデータを収集する頻度を指定します。デフォルト

では、集計結果アクションは1時間ごとに再発行されます。このフィールドの最小許容

値は10分です。

Distribute Over Time (ディストリビューションの所要時間 )

この設定では、エンドポイントがアクションを受け取った瞬間 ([Immediate(即時 )])または

保存されたアクション間隔内での一意の瞬間 ([Diffused (拡散 )])に強制を適用するか

どうかを制御します。一定期間にわたり拡散する強制を使用すると、コンプライアンスの

ための遅延と引き換えにネットワークトラフィックの急増を防止できます。[Distribute
Over Time (ディストリビューションの所要時間 )]のデフォルト設定は0で、すべての強制

が一度にデプロイされます。

Endpoint Status Checking Profile (エンドポイントステータスの確認プロファイル)

この設定では、エンドポイントから更新が取得される間隔を管理します。デフォルトで

は、[Endpoint Status Checking Profile (エンドポイントステータスの確認プロファイル)]
が[Production (製造 )]モードに設定されています。アグレッシブモードでは、Tanium
Clientの大部分のリソースが消費され、ステータス更新が非常に迅速に実行されます。

これによって、他のTaniumモジュールの応答性が低下します。最良の結果を得るため

に、本番環境ではTanium Protectを[Aggressive (アグレッシブ)]モードで実行するように

設定しないでください。

Automatically Install EMET Prerequisites (EMETの前提条件を自動的にインストール)

この設定では、システム上で前提条件のEMETソフトウェアが検出されない場合、自動

的にインストールするかどうかを決定します。デフォルトでは、この設定は有効になってい

ます。

注意：最良の結果を得るために、Protectの設定を変更する前に、テクニカルアカウント

マネージャにご相談ください。
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AppLockerのデフォルト値を設定する

Protectのホームページの[Configure Protect (Protectの設定 )]セクションで、[Set Defaults for
AppLocker (AppLockerのデフォルトを設定 )]タブ上で[Set AppLocker rules within Settings
(設定の範囲内でAppLockerのルールを設定 )]をクリックします。これらの設定を確認して、変

更する必要があるかどうかを判断します。

AppLockerの設定では、デフォルトのAppLockerルールを構成できます。このルールは、定義し

たAppLockerポリシーに自動的に含まれます。通常、デフォルトのAppLockerルールは、信頼

できるシステムファイルをAppLockerスキャンから除外するために使用されます。

Protectでは、デフォルトの許可ルール用に[Whitelist (ホワイトリスト)]または[Blacklist (ブラック

リスト)]のテンプレートを使用できます。あるいは、[Custom (カスタム)]テンプレートを使用し

て、デフォルトの許可ルールおよび/または拒否ルールを定義することもできます。

Protectのホームページ右上にある設定 をクリックするか、Protectのホームページの[Configure
Protect (Protectを設定 )]セクションの[Set Defaults for AppLocker (AppLockerのデフォルトを

設定 )] > [Set AppLocker rules within Settings (AppLockerルールを設定内で設定 )]をクリッ

クすることで、[Rule Template (ルールテンプレート)]を選択して、[AppLocker setting
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(AppLocker設定 )]で、デフォルトの許可ルールと拒否ルールを定義できます。

[Blacklist Rule Template (ブラックリストのルールテンプレート)]には、すべての実行可能ファイ

ルを実行できる、デフォルトのすべてのファイルの許可ルールが含まれています。次に、特定の

アプリケーションをブロックするための拒否ルールを指定できます。

デフォルトでは、[Whitelist Rule Template (ホワイトリストのルールテンプレート)]を使用する

と、管理者が実行するアプリケーション、または以下のように指定された特別なフォルダが不

足しているアプリケーションのみが許可されます。

l Program Filesフォルダにあるすべてのファイルは、[Everyone (すべてのユーザー)]に適用

されます。

l [All files located in the Windows folder (Windowsフォルダにあるすべてのファイル)]は、

[Everyone (すべてのユーザー)]に適用されます。

l [All files (すべてのファイル)]は、[Administrator (管理者 )]に適用されます。
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許可ルールまたは拒否ルールを追加して、許可されたアプリケーションを展開すれば、許可さ

れたアプリケーションに例外を指定することができます。

[Blacklist Rule Template (ブラックリストルールテンプレート)]は、変更されない限り、Protectで
新規デプロイに使用されるデフォルトのテンプレートです。

[Custom Rule Template (カスタムのルールテンプレート)]には、デフォルトの許可ルールまたは

拒否ルールは含まれていません。

元のデフォルト設定に戻すには、[Restore to Default (デフォルトに復元 )]をクリックします。

デフォルトのAppLockerルールに例外を追加する

ルールに例外を適用すれば、デフォルトのAppLockerルールから除外するファイルまたはフォルダ

を指定できます。

注意：ユーザーは、パスとパブリッシャのAppLockerルールタイプの例外のみを作成できま

す。ハッシュのAppLockerルールタイプの例外は作成できません。

1. [Deny (拒否 )]または[Allow (許可 )]セクションで、[Exceptions (例外 )]の隣にある[+
Add exception (例外を追加 )]をクリックします。

2. [Exception type (例外タイプ)]を設定します。

a. [Path (パス)]については、フルネームまたはパスを[Path (パス)]フィールドに入力し

ます。

b. [Hash (ハッシュ)]については、[Hash (ハッシュ)]と[File Size (bytes)(ファイルサイズ)
(バイト))]を入力します。

c. [Publisher (パブリッシャ)]については、[Publisher (パブリッシャ)]、[Product Name
(製品名 )]、[File Name (ファイル名 )]、および[File Version (ファイルのバージョン)]
を入力し、以前のバージョンまたはそれ以降のバージョンを含めるか、あるいは指

定したバージョンのみを含めるかを示します。これらの値のいずれかに、(*)文字を

ワイルドカードとして使用できます。

3. 例外が適用される[Windows user (Windowsユーザー)]を選択します。[Everyone (す
べてのユーザー)]または[Administrators (管理者 )]を選択します。

4. 例外を追加するには、[+ Add exception (+例外を追加 )]をクリックします。

アンチマルウェアをアップロードする

Protectのホームページの[Configure Protect (Protectの設定 )] > [Upload Anti-Malware (アン

チマルウェアのアップロード )]セクションで、[Upload anti-malware within Settings (設定内でア
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ンチマルウェアをアップロード )]をクリックします。これらの設定を確認して、変更する必要がある

かどうかを判断します。
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Protectにおいてアンチマルウェアの定義に関する問題が発生した場合、Protectのホームペー

ジの[Health (ヘルス)]セクションにある[Anti-Malware Definitions Status (アンチウェア定義の

ステータス)]のとなりにエラー が表示されます。[Anti-Malware (アンチマルウェア)]ページでエ

ラーの理由を表示するには、[Settings (設定 )] > [Anti-Malware (アンチマルウェア)]をクリック

してアクセスできます。

Microsoft System Center Endpoint Protection (SCEP)のインストール

アンチマルウェアのポリシーでは、SCEPまたはWindows Defenderのいずれかをエンドポイントにイ

ンストールする必要があります。SCEPのインストールが有効になっている場合、アンチマルウェア

のポリシーを適用すると、Windows DefenderをサポートしていないエンドポイントにSCEPが自動

的にインストールされます。

次のいずれかを選択できます。

l Disable SCEP Installation (SCEPのインストールを無効にする)：これは、Protectのデフォ

ルト状態です。アンチマルウェアSCEPルールを作成する場合や、エンドポイントにSCEPが
すでにインストールされている場合は、無効にしておいてください。

l Enable SCEP Installation (SCEPのインストールを有効にする)：このオプションを使用す

れば、Windows DefenderをサポートしていないエンドポイントにSCEPが自動的にインス

トールされます。有効になったら、[Choose Installer (インストーラを選択 )]または

[Update Installer (インストーラを更新 )]をクリックして、インストーラのファイルをアップロー

ドします。

注：SCEPクライアントのインストールファイルは、Microsoft System Center
Configuration Manager (SCSM)に含まれています。SCEPインストーラの検索につ

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。

アンチマルウェアの設定については、Microsoft Technet：エンドポイント保護を参照してくださ

い。

管理対象のアンチマルウェア定義をダウンロードするためのURL

Windowsのアンチマルウェアポリシーでは、Taniumを使用してWindowsのアンチマルウェア定義

のダウンロードとディストリビューションを実行できます。

次のいずれかを選択できます。

l Automatically retrieve definitions from Microsoft (Microsoftから定義を自動的に取

得する)：これがデフォルト設定です。Microsoftから定義がダウンロードされます。

https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt629512.aspx
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l Download definitions from custom URLs (カスタムURLから定義をダウンロードする)：
ネットワークがMicrosoftに到達できず、ローカルサーバー上でファイルをホストし、そのURL
を指定する場合は、このオプションを使用します。

[Managed Anti-Malware Definitions Download URLs (管理対象のアンチマルウェア定義をダ

ウンロードするためのURL)]にリストされたURLには、Protectが定義のダウンロードに使用する

Microsoftのリンクが指定されています。

アンチマルウェアの設定については、Microsoft Technet：ファイル共有ベースの定義の更新を

参照してください。

Windowsデバイスのクラスとデバイスを管理する

Protectのホームページの右上にある設定 をクリックし、[Device Control (デバイス管理 )]に移

動し、WindowsデバイスクラスのグローバルリストとWindowsデバイスの管理ポリシーで使用する

ためのデバイスを管理します。

https://technet.microsoft.com/en-us/library/gg398041.aspx
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デバイスのクラス

このリストには、Microsoftが提供する事前定義されているデバイスクラスと、このページから、ま

たはデバイス管理ポリシーを通じて追加された他のデバイスクラスが含まれています。[Device
Classes (デバイスのクラス)]をクリックし、デバイスクラスのグローバルリストを管理します。

l ソートメニューを使用して、そのリストを[Name (名前 )]、[Type (種類 )]、または

[Associated Policy (関連方針 )]順にソートします。

l 種類のフィルタを使用してクラス順にフィルターします。[All Types (すべての種類 )]、
[Custom (カスタム)]、または[Default (デフォルト)]

l [Filter by name (名前のフィルタ)]フィールドを使用して、特定の名前順にリストをフィル

タリングします。

l [Create (作成 )]をクリックし、グローバルリストにカスタムのデバイスクラスを追加します。

l カスタムのデバイスクラスを編集または削除できます。

l カスタムのデバイスクラスを選択し、[Edit (編集 )]をクリックし、該当のデバイスクラ

スの設定を更新します。

l カスタムのデバイスクラスを選択し、[Delete (削除 )]をクリックし、該当のデバイスデ

バイスクラスの設定を削除します。

注意：カスタムのデバイスクラスのみ、変更または削除できます。デフォルトのデバイスク

ラスは、変更または削除できません。グローバルリストを通じてデバイスクラスに加えられ

た変更は、そのデバイスクラスを参照するすべてのポリシーにプッシュされます。デバイスク

ラスを削除すると、それが参照されているすべてのポリシーから削除されます。

デバイス

このリストには、このページまたはデバイス管理ポリシーを通じて追加されたデバイスが含まれて

います。[Device (デバイス)]をクリックし、デバイスのグローバルリストを管理します。

l ソートメニューを使用して、そのリストを[Name (名前 )]、または[Associated Policy (関
連方針 )]順にソートします。

l [Filter by name (名前のフィルタ)]フィールドを使用して、特定の名前順にリストをフィル

タリングします。

l [Create (作成 )]をクリックし、グローバルリストに新規のデバイスを追加します。

l デバイスを選択し、[Edit (編集 )]をクリックし、該当のデバイスの設定を更新します。

l デバイスを選択し、[Delete (削除 )]をクリックし、該当のデバイスの設定を削除します。
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注意：グローバルリストを通じてデバイスに加えられた変更は、そのデバイスを参照する

すべてのポリシーにプッシュされます。デバイスクラスを削除すると、それが参照されている

すべてのポリシーから削除されます。

Protectツールをデプロイする

一部のポリシーとセンサーでは、エンドポイントにProtectツールをデプロイする必要があります。

これはオプションの設定ですが、初期ポリシーの強制には適用に時間がかかり、一部のセン

サーはこれらのツールなしでは機能しません。

1. Protectのホームページの右上にある設定 をクリックして、[Tool (ツール)]に移動します。

2. ツールをデプロイするコンピュータグループを1つ以上選択します。

3. [Save (保存 )]をクリックします。

注意：エンドポイントに初めてProtectツールをデプロイする場合、エンドポイントが

Protectツールに依存するセンサーの結果を返す前に、Tanium Clientが再起動するまで

4時間待つ必要があります。

次にやるべきこと

Protectの使用について詳しくは、10ページのはじめにを参照してください。
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ポリシーの作成

Protectでは、以下のタイプのポリシーを作成できます。

アンチマルウェアのポリシー

アンチマルウェアのポリシーは、Microsoftアンチマルウェアエンジンを使用して、エンドポイ

ントをウイルスから保護します。

AppLockerポリシー

AppLockerポリシーは、アプリケーションのホワイトリストを使用してアクセス制御を提供し

ます。AppLockerポリシーを使用して、不要な実行可能ファイルがエンドポイントで実行

されないようにするか(拒否ルール)、エンドポイントで特定のアプリケーションのみを実行

できるようにします(許可ルール)。

Windowsデバイス管理

Windowsデバイス管理ポリシーを使用して、リムーバブルデバイスのカテゴリに対する特

定のアクセス許可を拒否するか、新しいデバイスのインストールを制限することによって、

Windowsエンドポイント上のデバイスを管理します。

EMET (Enhanced Mitigation Experience Toolkit)ポリシー

Microsoft EMETを介して作成されたポリシーは、一般的なメモリ破損攻撃に対する保

護を追加します。これらの緩和策は、システム全体および/または個別のアプリケーショ

ンに適用されます。EMETルールを使用すれば、TLS(Transport Layer Security)を使用し

ているWebサイトの中間者攻撃から保護することもできます。

ファイアウォール管理ポリシー

ファイアウォール管理ポリシーは、組み込みのWindowsファイアウォールを使用してネット

ワークトラフィックをブロックまたは許可するルールで構成されています。

ソフトウェア制限ポリシー(SRP)

SRPは、アプリケーションの実行をブロックし、Windows SRPコンポーネントを使用して作

成されるルールで構成されています。

矯正ポリシー
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矯正ポリシーは、エンドポイントで順番に実行されるタスクのリストです。

Protectでポリシーとルールを正常に作成する方法の詳細については、73ページのポリシーや

ルールと併せてベストプラクティスを使用するを参照してください。

重要：Protectのポリシーには、1つのタイプのポリシーしか含めることができません。

アンチマルウェアのポリシーを作成する

アンチマルウェアのポリシーは、一連の設定で構成されています。1つのポリシーにつき、1つのア

ンチマルウェアルールしか設定できません。ただし、1つのポリシーの1つのアンチマルウェアルール

内で、複数の設定を指定できます。

1. Protectメニューから、[Policies (ポリシー)]クリックして[Create Policy (ポリシーの作成 )]を
クリックします。

2. [Policy Details (ポリシーの詳細 )]セクションには、ポリシーの[Name (名称 )]と
[Description (説明 )]を入力します。[Policy Type (ポリシータイプ)]ドロップダウンメニュー

から、[Anti-Malware (アンチマルウェア)]を選択します。

3. Microsoft System Center Endpoint Protection (SCEP)をすでにエンドポイントにインストー

ルしている場合、またはアンチマルウェアのポリシーを強制する際にTaniumにSCEPを自

動的にインストールさせる場合は、[SCEP Installation (SCEPのインストール)]の
[Change settings (設定の変更 )]をクリックします。

注意：アンチマルウェアのポリシーによれば、SCEPまたはWindows Defenderのいず

れかをエンドポイントにインストールする必要があります。[SCEP Installation
(SCEPのインストール)]が有効になっている場合、アンチマルウェアのポリシーを強

制すると、Windows DefenderをサポートしていないエンドポイントにSCEPが自動

的にインストールされます。SCEPのインストールを正しく有効にする方法を理解す

るには、79ページのMicrosoft System Center Endpoint Protection (SCEP)のインス

トールを有効にするを参照してください。

4. 有効にされた[Managed Definitions (管理対象の定義 )]のために、[Deploy definition
update using Tanium (Taniumを使用して定義の更新をデプロイ)]を保持する必要が
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あるか判断します。

注意：デフォルトでは、アンチマルウェアのルールは、Taniumを使用してアンチマル

ウェアの定義を更新するように構成されています。エンドポイントが指定された猶

予期間内に更新を受信しなかった場合、このルールは強制されていないとみな

されます。このオプションをオフにすると、エンドポイントは直接Microsoftから定義を

取得します。

5. [Definition Grace Period (定義の猶予期間 )]フィールドに必要事項を入力して、エン

ドポイントがTaniumを使用してアンチマルウェア定義の更新をチェックする頻度を指定し

ます。この値は、アンチマルウェア定義がどれほど古くなると、ポリシーが強制されていな

いとみなされるかを示します。デフォルトの猶予期間は1日です。

6. [Settings (設定 )]で、[+ Add Setting Group (+設定グループを追加 )]をクリックして、設

定グループを選択します。アンチマルウェア設定の定義については、82ページの参照： ア
ンチマルウェア対策の設定を参照してください。

7. [+ Add setting (+設定を追加 )]をクリックして、その設定グループに別の設定を追加しま

す。

8. [+ Add setting (+設定を追加 )]をクリックして、別の設定グループに追加します。

9. [Create (作成 )]をクリックして、このルールを使用してポリシーを作成します。

10. ポリシーを作成したら、[Policies (ポリシー)]ページでポリシーを選択してから[Edit (編
集 )]をクリックして、必要な変更を加えます。また、強制が存在する場合は[Enforce
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Changes (変更を適用 )]をクリックするか、(強制を実施しない場合は)[Update (更新 )]
をクリックします。

AppLockerポリシーを作成する

注意：AppLockerルールの強制を成功させるため、ProtectはApplication Identityサービ

スを開始します。

Protectでは、デフォルトの許可ルール用に[Whitelist (ホワイトリスト)]または[Blacklist (ブラック

リスト)]のテンプレートを使用できます。あるいは、[Custom (カスタム)]テンプレートを使用し

て、デフォルトの許可ルールおよび/または拒否ルールを定義することもできます。

Protectの[Home (ホーム)]ページの右上にある設定 をクリックするか、[Home (ホーム)]ページ

の[Configure Protect (Protectの設定 )]セクションから[Set Defaults for AppLocker
(AppLockerのデフォルトを設定 )] > [Set AppLocker rules within Settings (AppLockerルール

を設定内で設定 )]をクリックすることで、[Rule Template (ルールテンプレート)]を選択して、

[Default AppLocker Executable Rules (デフォルトのAppLocker実行可能ルール)]で、デフォ

ルトの許可ルールと拒否ルールを定義できます。

[Blacklist Rule Template (ブラックリストのルールテンプレート)]には、すべての実行可能ファイ

ルを実行できる、デフォルトの[All files (すべてのファイル)]の許可ルールが含まれています。次

に、特定のアプリケーションをブロックするための拒否ルールを指定できます。

注意：このデフォルトルールを変更または削除することはできません。

デフォルトでは、[Whitelist Rule Template (ホワイトリストのルールテンプレート)]を使用する

と、管理者が実行するアプリケーション、または以下のように指定された特別なフォルダが不

足しているアプリケーションのみが許可されます。

l [All files located in the Program Files folder (Program Filesフォルダにあるすべての

ファイル)]は、すべてのユーザーに適用されます。

l [All files located in the Windows folder (Windowsフォルダにあるすべてのファイル)]は、

すべてのユーザーに適用されます。

l [All files (すべてのファイル)]は、管理者に適用されます。
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許可ルールまたは拒否ルールを追加して、許可されたアプリケーションを展開すれば、許可さ

れたアプリケーションに例外を指定することができます。
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重要：デフォルトのProtect [Whitelist Rule Template (ホワイトリストルールテンプレー

ト)]を適用することを選択した場合、アプリケーションを誤ってブロックする可能性があり

ます。Protectの[Whitelist Rule Template (ホワイトリストルールテンプレート)]は、アプリ

ケーションを明示的にリストすることなくアプリケーションをブロックします。たとえば、その

ユーザーのプロファイルディレクトリから実行されているプログラムがブロックされます。最良

の結果を得るために、監査レポートを確認して目的の結果が確認されるまで、ホワイト

リストポリシーを監査専用モードで最初に実行し、展開します。ワークフローの例はポリ

シーとルールに関するベストプラクティス：AppLockerポリシーを参照してください。

[Blacklist Rule Template (ブラックリストルールテンプレート)]は、変更されない限り、Protectで
新規デプロイに使用されるデフォルトのテンプレートです。

[Custom Rule Template (カスタムのルールテンプレート)]には、デフォルトの許可ルールまたは

拒否ルールは含まれていません。

元のデフォルト設定に戻すには、[Restore to Default (デフォルトに復元 )]をクリックします。

新規AppLockerポリシーを作成する

1. Protectメニューから、[Policies (ポリシー)]クリックして[Create Policy (ポリシーの作成 )]を
クリックします。

2. [Policy Details (ポリシーの詳細 )]セクションには、ポリシーの[Name (名称 )]と
[Description (説明 )]を入力します。[Policy Type (ポリシータイプ)]ドロップダウンメニュー

から、[AppLocker]を選択します。

3. [Mode (モード )]には、[Audit Only (監査のみ)]または[Blocking (ブロック)]を選択しま

す。

4. [Deny (拒否 )]の隣にある[+ Add another (別のルールを追加 )]をクリックして、エンドポイ

ントでアプリケーションが実行されるのを阻止する拒否ルールを作成するか、デフォルトの

許可ルールを越えてスクロールダウンし、[+ Add another (別のルールを追加 )]をクリック

して、特定のアプリケーションを実行するのを許可する許可ルールを作成します。

注意：AppLockerの拒否ルールは、AppLockerの許可ルールよりも優先されま

す。
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5. AppLockerルールの[Name (名称 )]を入力します。

6. [Rule type (ルールタイプ)]ドロップダウンリストから、[Path (パス)]、[Hash (ハッシュ)]、ま
たは[Publisher (パブリッシャ)]を選択します。

a. [Path (パス)]については、フルネームまたはパスを[Path (パス)]フィールドに入力し

ます。

b. [Hash Rule Type (ハッシュルールタイプ)]については、[Hash (ハッシュ)]と[File Size
(bytes) (ファイルサイズ(バイト))]を入力します。複数のハッシュを追加できます。

c. [Publisher (パブリッシャ)]については、[Publisher (パブリッシャ)]、[Product Name
(製品名 )]、[File Name (ファイル名 )]、および[File Version (ファイルのバージョン)]
を入力し、以前のバージョンまたはそれ以降のバージョンを含めるか、あるいは指
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定したバージョンのみを含めるかを示します。これらの値のいずれかに、(*)文字を

ワイルドカードとして使用できます。

7. [Windows user (Windowsユーザー)]ドロップダウンリストで、[Everyone (すべてのユー

ザー)]または[Administrators (管理者 )]を選択します。

8. [+ Add exception (+例外を追加 )]をクリックして、パスまたはパブリッシャのルールタイプに

例外を追加して設定します。ルールに例外を適用すれば、AppLockerルールから除外

するファイルまたはフォルダを指定できます。

9. [Create (作成 )]をクリックして、自分が設定したルールでポリシーを作成するか、または

[+ Add another (別のルールを追加 )]をクリックして、ルールの追加を続行します。

10. ポリシーを作成したら、[Policies (ポリシー)]ページでポリシーを選択してから[Edit (編
集 )]をクリックして、必要な変更を加えます。また、強制が存在する場合は[Enforce
Changes (変更を適用 )]をクリックするか、(強制を実施しない場合は)[Update (更新 )]
をクリックします。

注意：ドメインポリシーで設定されたAppLockerの許可ルールまたは拒否ルールに注意

してください。これらのルールは、Protectで作成されたAppLockerルールよりも優先される

ことがあります。

AppLockerルールをインポートする

Protectを使用すると、Windowsの[Local Security Policy Tool (ローカルセキュリティポリシー

ツール)]のAppLockerセクションで生成したXMLファイルを使用して、AppLockerルールをイン

ポートできます。この方法を使用すれば、ポリシーに複数のルールをすばやく追加できます。

1. Protectメニューから、[Policies (ポリシー)]をクリックし、次に[Create Policy (ポリシーの作

成 )]をクリックし、インポートされたAppLockerルールで新規ポリシーを作成するか、または

[Policies (ポリシー)]ページでポリシーを選択し、[Edit (編集 )]をクリックしてAppLocker
ルールを既存のポリシーにインポートします。

2. [Policy Details (ポリシーの詳細 )]セクションには、ポリシーの[Name (名称 )]と
[Description (説明 )]を入力します。[Policy Type (ポリシータイプ)]ドロップダウンメニュー

から、[AppLocker]を選択します。

3. モードには、[Audit Only (監査のみ)]または[Blocking (ブロック)]を選択します。

4. [Import Rules From XML: (XMLからルールをインポートする：)]で、[Choose File (ファイル

を選択 )]をクリックします。

5. エクスポートされたAppLockerルールを含むXMLファイルを選択し、[Open (開く)]をクリック

します。



©2019 Tanium Inc. All Rights Reserved 37ページ

6. [Import Pending Review (保留中のレビューをインポート)]ウィンドウには、インポートさ

れたXMLファイルからポリシーに追加された新しいルール、Protectでインポートできない

ルール、複製ルールを含む、3つのタブが表示されます。

7. [Proceed (続行 )]をクリックして、XMLファイルをインポートします。

8. 新規ポリシーを作成する場合は、[Save (保存 )]をクリックします。

9. (強制が存在する場合は)[Enforce Changes (変更を適用 )]をクリックするか、(強制が

存在しない場合は)[Update (更新 )]をクリックして、インポートしたルールを編集中のポ

リシーに追加します。
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Windowsデバイス管理ポリシーを作成する

Windowsデバイス管理ポリシーには、Windowsエンドポイント上のデバイスを管理するための2
つのモードがあります。

リムーバブルストレージ

リムーバブルメディアに対するアクセス許可を制御します。Microsoftによって事前定義さ

れたリムーバブルメディアの種類は、CD-ROMドライブとDVDドライブ、フロッピーディスクドラ

イブ、リムーバブルディスクドライブ、テープドライブ、およびWindowsポータブルデバイス

(WPD)です。

このモードでは、リムーバブルデバイスのカテゴリに対する特定のアクセス許可を拒否でき

ます。エンドポイント上で、アクセス許可は[Administrative Templates (管理テンプレー

ト)] > [System (システム)] > [Removable Storage Access (リムーバブルストレージアクセ

ス)]にあるローカルグループのポリシー設定を使用して管理されています。
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すべてのデバイス
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新しいデバイスのインストールを制限します。この高度なモードでは、ホワイトリストベース

のアプローチを使用して、より詳細な管理を提供します。

このモードでは、デバイスクラスまたはデバイスのハードウェアIDによってデバイスが明示的

に許可されていない限り、新しいデバイスのインストールはブロックされます。オプションの

設定により、管理者はすべての制限を回避し、許可されたデバイスのリストにない既存

のUSB ストレージデバイスをアンインストールすることができます。エンドポイント上で、アク

セス許可は[Administrative Templates (管理テンプレート)] > [System (システム)] >
[Device Installation (デバイスのインストール)] > [Device Installation Restrictions (デ
バイスのインストール制約 )]にあるローカルグループのポリシー設定を使用して管理され

ています。
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Windowsデバイス管理ポリシーを作成し、リムーバブルストレージを管理する

1. Protectメニューから、[Policies (ポリシー)]クリックして[Create Policy (ポリシーの作成 )]を
クリックします。

2. [Policy Details (ポリシー詳細 )]セクション：

a. ポリシーの[Name (名称 )]と[Description (説明 )]を入力します。

b. [Policy Type (ポリシータイプ)]のドロップダウンメニューから[Device Control -
Windows (デバイス管理 - Windows)]を選択します。

c. [Management Method (管理方法 )]には、[Removable Storage (リムーバブルス

トレージ)]を選択します。

3. [Deny Removable Storage Access (リムーバブルストレージアクセスの拒否 )]セクション

で、管理するリムーバブルストレージのタイプとそのストレージのタイプに対して拒否するア

クセス権を選択します。

4. [Create (作成 )]をクリックして、ポリシーを作成します。

5. ポリシーを作成したら、[Policies (ポリシー)]ページでポリシーを選択してから[Edit (編
集 )]をクリックして、必要な変更を加えます。また、強制が存在する場合は[Enforce
Changes (変更を適用 )]をクリックするか、(強制を実施しない場合は)[Update (更新 )]
をクリックします。

Windowsデバイス管理ポリシーを作成し、すべてのデバイスを管理する

注意：このモードは、デフォルトですべてのデバイスの新規インストールをブロックします。

このモードには、ポリシーのホワイトリストに登録されていない既存のUSBストレージデバイ

スをアンインストールするためのオプション設定が含まれています。現在接続されていな

いが以前にインストールされたデバイスを含め、他のすべての既存のデバイスはインス

トールされたままになり、ブロックされません。エンドポイントへのインストールを許可するに

は、デバイスをポリシーのホワイトリストに追加する必要があります。構成を広範囲にデ

プロイする前に、構成とその影響を慎重にテストしてください。

1. Protectメニューから、[Policies (ポリシー)]クリックして[Create Policy (ポリシーの作成 )]を
クリックします。

2. [Policy Details (ポリシー詳細 )]セクション：

a. ポリシーの[Name (名称 )]と[Description (説明 )]を入力します。

b. [Policy Type (ポリシータイプ)]のドロップダウンメニューから[Device Control -
Windows (デバイス管理 - Windows)]を選択します。

c. [Management Method (管理方法 )]には、[All Devices (すべてのデバイス)]を選

択します。
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3. ポリシー用にDevice Control (デバイス管理 )]を設定します。

a. 省略可｡ [Deny (拒否 )]セクションで、[Provide a notification message for users
when a device is denied access (デバイスへのアクセスが拒否されたときにユー

ザーに通知メッセージを表示 )]を選択し、ユーザーが制限付きデバイスをインス

トールしようとしたときに表示するメッセージを指定します。

b. [Allow (許可 )]セクションで、以下を設定します。

一般的なデバイスルール

l [Allow Administrators to bypass all restriction (管理者にすべての制限

の回避を許可 )]オプションを選択し、エンドユーザーが管理者としてログイン

している場合に制限を回避できるようにします。

注意：このオプションを選択すると、デバイスは自動的にインストール

されません。管理者はデバイスマネージャを使用してデバイスを手動

でインストールする必要があります。

l [Uninstall existing USB storage devices not on the allowed list of
devices (許可されているデバイスの一覧にない既存のUSBストレージデバ

イスをアンインストール)]オプションを選択し、ホワイトリストに登録されていな

いUSBストレージデバイスをアンインストールします。

注意：システムの実行に必要なデバイスのアンインストールに対する

予防策として、現在接続されているが以前にインストールされたデバ

イスを含め、現在エンドポイントにインストールされている他のデバイス

は、このオプションを選択してもアンインストールされません。ポリシーが

エンドポイントに適用されているときにデバイスが使用中の場合、デ

バイスはエンドポイントの次の再起動時にアンインストールされます。

このシナリオでは、ポリシーステータスセンサーは、禁止されているデバ

イスがまだインストールされていることを示すステータスを返します。

デバイスのクラス

[Device Classes (デバイスのクラス)]セクションを使用し、ご使用の環境で許可す

るデバイスのグループを定義します。多くのデバイスのクラスはMicrosoftによって事

前定義されいます。カスタムのデバイスクラスは定義できます。それぞれのデバイス

クラスには、グローバル一意識別子 (GUID)を有しています。デバイスのクラスに関

する詳細については、Microsoft：ハードウェア開発センサー：デバイスのクラスを参

照してください。デバイスクラスを追加すると、そのデバイスクラスはグローバルデバイ

スクラスリストに保存されます。このリストには、Protectの設定ページからアクセスで

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/install/device-classes
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きます。グローバルリストの詳細については、26ページのWindowsデバイスのクラスと

デバイスを管理するを参照してください。

注意：デバイスクラスごとにデバイスを追加する場合は、そのクラスのデバイ

スツリー内のすべてのデバイスノードを許可する必要があります。たとえば、

USBストレージデバイスのインストールを許可する場合は、[Disk Drives (ディ

スクドライブ)]と[USB Bus Devices (hubs and host controllers) (USBバスデ

バイス(ハブとホストコントローラ))]のインストールを許可する必要がありま

す。詳細については、Microsoft：ハードウェア開発センサー：デバイスノード

とデバイススタックを参照してください。

a. [Import (インポート)]をクリックし、インストールされているデバイスクラスにつ

いてすべてのWindowsエンドポイントを照会し、それらを許可リストにイン

ポートします。このオプションを使用すると、ご使用の環境で使用される可

能性のあるカスタムデバイスクラスをすばやく追加できます。警告アイコン で

マークされた、既にProtectに知られているデバイスクラスは、重複を避けるた

めにインポートされません。このページから、エンドポイントで見つかったすべて

のデバイスクラスを選択することも、個々のデバイスクラスを選択することもで

きます。[Proceed (続行 )]をクリックし、選択したデバイスクラスを許可リスト

に追加します。

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/gettingstarted/device-nodes-and-device-stacks
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/gettingstarted/device-nodes-and-device-stacks
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b. [Manage Existing (既存を管理 )]をクリックし、既存のデバイスクラスを許可

リストに追加します。このリストには、Microsoftによって提供されている事前

定義されているデバイスクラスと、以前に手動で追加されたデバイスクラス

が含まれています。このページから、使用可能なすべてのデバイスクラスを追

加または削除することも、個々のデバイスクラスを追加または削除すること

もできます。

注意：[Create (作成 )]オプションを使用し、デバイスクラスを追加した

場合、ポリシーを保存するまでこのリストに表示されません。

c. [Create (作成 )]をクリックし、新規のデバイスクラスを追加します。デバイスク

ラス名、有効なGUID、およびオプションの説明を指定します。再度 [Create
(作成 )]をクリックし、デバイスクラスを許可リストに追加します。

デバイス

[Device (デバイス)]セクションを使用し、ご使用の環境で許可する個々のデバイ

スを定義します。このオプションは、たとえば、貴社でサポートされている特定の

メーカーのUSBストレージデバイスを許可したいが、他のUSBストレージデバイスを

許可したくない場合に便利です。特定のデバイスを許可するときに、関連するデ

バイスクラスを許可する必要はありません。デバイスを追加すると、そのデバイスは

グローバルデバイスリストに保存されます。このリストには、Protectの設定ページか

らアクセスできます。グローバルリストの詳細については、26ページのWindowsデバ

イスのクラスとデバイスを管理するを参照してください。

l [Create (作成 )]をクリックし、新規のデバイスを追加します。デバイス名とオ

プションIDを指定します。[Create (作成 )]をクリックし、デバイスを許可リスト

に追加します。

注意：ほとんどのデバイスには複数のハードウェアIDがあります。これ

らのIDの範囲は、特定のデバイスを識別する最も限定的なものか

ら、デバイスタイプを識別する可能性がある、より一般的なIDまでで

す。ご使用の環境に適したハードウェアIDを使用します。

l [Import (インポート)]をクリックし、インストールされているUSBストレージデバ

イスについてすべてのWindowsエンドポイントを照会し、それらを許可リスト

にインポートします。このオプションを使用すると、ご使用の環境で使用され

る可能性のあるUSBストレージデバイスをすばやく追加できます。警告アイコ

ン でマークされた、すでに保護されていることがわかっているUSBストレージデ

バイスは、重複を避けるためにインポートされません。このページから、エンド

ポイントで見つかったすべてのUSBストレージデバイスを選択することも、
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個々のUSBストレージデバイスを選択することもできます。[Proceed (続行 )]
をクリックし、選択したUSBストレージデバイスを許可リストに追加します。

l [Manage Existing (既存を管理 )]をクリックし、既存のデバイスを許可リスト

に追加します。このリストには、以前に手動で追加されたデバイスが含まれ

ています。このページから、利用可能なすべてのデバイスを追加または削除

したり、個々のデバイスを追加または削除したりできます。

4. [Create (作成 )]をクリックして、ポリシーを作成します。

5. ポリシーを作成したら、[Policies (ポリシー)]ページでポリシーを選択してから[Edit (編
集 )]をクリックして、必要な変更を加えます。また、強制が存在する場合は[Enforce
Changes (変更を適用 )]をクリックするか、(強制を実施しない場合は)[Update (更新 )]
をクリックします。

EMETポリシーを作成する

重要：EMETルールを作成する前に、74ページのEMETルールのベストプラクティスを読ん

でください。広範囲にデプロイする前に、Microsoft Enhanced Mitigation Experience
Toolkit (EMET) 5.5ユーザーガイドを読んで理解し、リスクの緩和策とその影響を慎重に

テストしてください。

エンドポイントに.NET 4.5がインストールされていない場合、ProtectはEMETルールを作成できる

ように.NET 4.5.2を動的にインストールします。エンドポイントにEMET 5.5がインストールされてい

ない場合、ProtectはEMET 5.5も動的にインストールします。以前のバージョンのEMETがエンド

ポイントに存在する場合、Protectは古いバージョンのEMETを削除します。.NETまたはEMETの
動的インストールを望まない場合は、ProtectのホームページでProtectの設定を選択してか

ら、前提条件の自動インストールをオフにして、この機能を無効にすることができます。この機

能を無効にすると、.NETおよびEMETの要件を満たしていないエンドポイントでEMETルールを適

用できなくなります。

注意：Protectを使用してEMETをデプロイする前に、.NETおよびEMETのパッケージを

Tanium Serverでステージングする必要があります。エアギャップのある環境 (インターネッ

トに接続されていないネットワーク)にいる場合は、これらのパッケージをエアギャップのあ

る環境にアップロードする手順についてテクニカルアカウントマネージャに相談してくださ

い。

EMET保護プロファイルと関連するXMLファイルの作成方法については、Microsoft Enhanced
Mitigation Experience Toolkit (EMET) 5.5ユーザーガイドを参照してください。EMETアプリケー

ションを使用して、EMET保護プロファイルを作成し、メインの[EMET]ページから、Protectで使

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50802
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50802
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50802
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50802
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用するXMLファイルにエクスポートしてください。このXMLファイルはProtectにアップロードされま

す。

Protectは、XMLファイルの作成やインライン編集をサポートしていません。Protectは、インポート

されたEMET XMLファイルが有効であり、無効なEMET XMLファイルを強制しないことを確認しま

す。
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注意：ProtectでEMETルールを正しく機能させるには、[Application Configuration (アプ

リケーション構成 )]、[Certificate Trust Configuration (証明書信頼の構成 )]など、他

のEMETウィンドウからプロファイルをエクスポートしないでください。

1. Protectメニューから、[Policies (ポリシー)]クリックして[Create Policy (ポリシーの作成 )]を
クリックします。

2. [Policy Details (ポリシーの詳細 )]セクションには、ポリシーの[Name (名称 )]と
[Description (説明 )]を入力します。ドロップダウンメニューの[Policy Type (ポリシータイ

プ)]から、[EMET]を選択します。

3. [Choose EMET XML file (EMET XMLファイルを選択 )]をクリックし、EMETルールのXMLコー
ドを含むファイルを参照します。

4. [Create (作成 )]をクリックして、ポリシーを作成します。

Windowsファイアウォール管理ポリシーを作成する

1. Protectメニューから、[Policies (ポリシー)]クリックして[Create Policy (ポリシーの作成 )]を
クリックします。

2. [Policy Details (ポリシーの詳細 )]セクションには、ポリシーの[Name (名称 )]と
[Description (説明 )]を入力します。[Policy Type (ポリシータイプ)]ドロップダウンメニュー

から、[Firewall Management - Windows (ファイアウォールの管理 - Windows)]を選択し

ます。

3. [Firewall Profiles (ファイアウォールのプロファイル)]セクションで、以下を設定します。

1. [Domain (ドメイン)]、[Private (プライベート)]、および/または[Public (パブリック)]
を展開し、ポリシーのプロファイルを定義します。プロトコルの詳細については、

Microsoft Technet：ファイアウォールのプロファイルを理解するを参照してください。

2. [Network Selection (ネットワーク選択 )]で、[Default (デフォルト)]、[Enabled (有
効 )]、または[Disabled (無効 )]を選択します。

3. [Rule Management (ルール管理 )]で、[Replace (置き換え)]または[Merge (マー

ジ)]を選択します

[Replace (置き換え)]オプションは、エンドポイント上の既存のファイアウォールルー

ルをすべて削除し、このポリシーのルールで置き換えます。[Merge (マージ)]オプショ

ンは、エンドポイント上の既存のファイアウォールポリシーをそのまま残し、このポリ

シーにルールを追加します。

https://technet.microsoft.com/en-us/library/getting-started-wfas-firewall-profiles-ipsec(v=ws.10).aspx


©2019 Tanium Inc. All Rights Reserved 49ページ

新規のWindowsファイアウォールルールを作成する

1. [Firewall Rules (ファイアウォールルール)]セクションで、[Add Rule (ルールを追加 )]をク

リックします。

2. 次のフィールドに、ファイアウォールルールの必要事項を入力します。

フィール

ド

説明

Name
(名称)

これは必須項目です。ルールについて簡単な名前を入力します。

Directio
n (方
向)

これは必須項目です。接続の方向として、[Outbound (アウトバウ

ンド )]、[Inbound (インバウンド )]、または[Bi-directional (双方

向)]を選択します。

Action
(アクショ

ン)

これは必須項目です。作成しているルールのタイプに応じて、

[Block (ブロック)]または[Allow (許可)]を選択します。

Networ
k
Protoco
l (ネット

ワークプ

ロトコル)

これは必須項目です。プロトコルを選択します。プロトコルに

UDPまたはTCPを選択した場合、次のフィールドで少なくとも1つ
の値を指定する必要があります。[Application Path (アプリケー

ションパス)]、[Local Address(es) (ローカルアドレス)]、[Local
Port(s) (ローカルポート)]、[Remote Address(es) (リモートアド

レス)]、[Remote Port(s) (リモートポート)]、または[Service
Name (サービス名)]。

プロトコルの詳細については、Microsoft Technet：ファイアウォー

ルルールのプロパティを参照してください。

Group
(グルー

プ)

これはオプションのフィールドです。ここでグループ名を指定するか、

ファイアウォールルールの整理に役立つ既存のグループ名を選択す

ることができます。

Profiles
(プロファ

イル)

該当するプロファイルを選択します。1つ以上のプロファイルを選択

しないと、すべてのプロファイルが選択されたかのようにルールが作

成されます。

Applicat
ion
Path (ア
プリケー

ションパ

ス)

アプリケーションパスの例は次のとおりです：
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\
powershell.exe。

https://technet.microsoft.com/library/351343cb-04e0-4e23-914a-27a40f520259.aspx
https://technet.microsoft.com/library/351343cb-04e0-4e23-914a-27a40f520259.aspx
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フィール

ド

説明

Local
Address
(es)
(ローカ

ルアドレ

ス)

このフィールドを使用して、特定のローカルIPアドレスにルールを割

り当てることができます。IPアドレスはコンマで区切ります。

Local
Port(s)
(ローカ

ルポー

ト )

このフィールドは、[Inbound (インバウンド )]接続向けに使用され

る可能性が高いです。例えば、次のようにポート範囲を指定でき

ます。80, 443, 5000-5010

Remote
Address
(es) (リ
モートア

ドレス)

このフィールドを使用して、特定のリモート IPアドレスにルールを割

り当てることができます。IPアドレスはコンマで区切ります。

Remote
Port(s)
(リモート

ポート )

このフィールドは、[Outbound (アウトバウンド )]接続向けに使用さ

れる可能性が高いです。例えば、次のようにポート範囲を指定で

きます。80, 443, 5000-5010

Service
Name
(サービ

ス名)

このフィールドは、Windowsサービスの表示名として使用できます。

3. [Create (作成 )]をクリックしてポリシーを作成するか、[Add Rule (ルールを追加 )]をもう

一度クリックして、ポリシーに別のルールを追加します。

4. ポリシーを作成したら、[Policies (ポリシー)]ページでポリシーを選択してから[Edit (編
集 )]をクリックして、必要な変更を加えます。また、強制が存在する場合は[Enforce
Changes (変更を適用 )]をクリックするか、(強制を実施しない場合は)[Update (更新 )]
をクリックします。

Windows TSVファイルからファイアウォールルールをインポートする

Windows TSVファイルからProtectにファイアウォールポリシーをインポートするには、Windowsから

そのポリシーをエクスポートする必要があります。
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1. Windowsで、[Windows Firewall Advanced Security (セキュリティが強化された

Windowsファイアウォール)]に移動します。

2. 左側のパネルで、[Inbound Rules (インバウンドルール)]を右クリックして[Export List (リ
ストをエクスポート)]をクリックします。Text (Tab Delimited) .txtファイルとして保存しま

す。

3. [Firewall Rules (ファイアウォールルール)]セクションで、[Import (インポート)]ドロップダウ

ンリストから[Import from Windows TSV File (Windows TSVファイルからインポート)]を選

択します。

4. エクスポートされたファイアウォールルールを含むXMLファイルを選択し、[Open (開く)]をク

リックします。[Import (インポート)]ウィンドウには、ファイル名とインポートするルールの数

が表示されます。

5. [Direction (方向 )]を選択します。

6. [Proceed (続行 )]をクリックします。

7. [Outbound Rules (アウトバウンドルール)]に対してこれらの手順を繰り返し、Windowか
らエクスポートしてProtectにインポートします。
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インポートするファイルにサービス列が含まれない場合は、警告が表示されます。ファイアウォー

ルルールがサービスフィールドに依存する場合は、サービス列を追加し、Windowsからファイア

ウォールルールを再度エクスポートします。

サービス列を追加するには

1. Windowsで、[Windows Firewall Advanced Security (セキュリティが強化された

Windowsファイアウォール)]に移動します。

2. [View (ビュー)]メニューから、[Add/Remove Columns (列の追加 /削除 )]を選択します。

3. [Available columns (使用可能な列 )]から、[Service (サービス)]を選択して[Add (追
加 )]をクリックします。

4. [OK]をクリックします。

5. [Action (アクション)]メニューから、[Export List (リストをエクスポート)]を選択し、ファイル

に保存します。

Tanium Endpointsからファイアウォールルールをインポートする

1. [Firewall Rules (ファイアウォールルール)]セクションで、[Import (インポート)]ドロップダウ

ンリストから[Import Rules from Tanium Endpoints (Tanium Endpointsからルールをイ

ンポート)]を選択します。

2. [Import Firewall Rules from Tanium Endpoints (Tanium Endpointsからファイアウォー

ルをインポート)]ウィンドウで、インポートするTanium Endpointsに既存のルールを選択し
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ます。

3. [Proceed (続行 )]をクリックします。

Linuxのファイアウォール管理ポリシーを作成する

1. Protectメニューから、[Policies (ポリシー)]クリックして[Create Policy (ポリシーの作成 )]を
クリックします。

2. [Policy Details (ポリシーの詳細 )]セクションには、ポリシーの[Name (名称 )]と
[Description (説明 )]を入力します。[Policy Type (ポリシータイプ)]ドロップダウンメニュー

から、[Firewall Management - Linux (ファイアウォールの管理 - Linux)]を選択します。

3. [Linux Firewall Default Chain Policies (Linuxファイアウォールのデフォルトチェーンポリ

シー)]セクションにある、[Input (入力 )]、[Output (出力 )]、および[Forward (転送 )]
フィールドで、[ACCEPT (受け入れ)]または[DROP (ドロップ)]を選択します。

新規のLinuxファイアウォールルールを作成する

1. [Linux Firewall Rules (Linuxファイアウォールルール)]セクションで、[Add Rule (ルールを

追加 )]をクリックします。

2. 次のフィールドに、ファイアウォールルールの必要事項を入力します。
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フィールド 説明

Name (名称) これは必須項目です。ルールについて簡単な名前を

入力します。

Chain (チェーン) これは必須項目です。[INPUT (入力)]、[OUTPUT
(出力)]、または[FORWARD (転送)]を選択して、パ

ケットの配信パスのどこでルールが評価されるか指定

します。

Target (ターゲット ) これは必須項目です。次のいずれかを選択しま

す。

ACCEPT (受け入れ)：パケットを許可します。

DROP (ドロップ)：パケットをドロップします。

QUEUE (キュー)：パケットをユーザースペースに渡し

ます。

REJECT (拒否)：応答を送り返し、パケットをドロッ

プします。

Network Protocol
(ネットワークプロトコ

ル)

これはオプションのフィールドで、ルールのプロトコル

またはチェックするパケットを選択できます。指定さ

れたプロトコルは、あらかじめ定義されたオプション

のどれでもかまいません。また、これらのプロトコルの

いずれか、または別のプロトコルを表す数値でもか

まいません。このオプションを省略した場合は、プロ

トコル[all (すべて)]がデフォルト値です。

State (状態) 次のいずれかを選択します。

l New (新規)：パケットが新しい接続を開始しまし

た。

l Established (確立)：パケットは、双方向のパケッ

トを検出した接続に関連付けられています。

l Related (関連)：パケットは新しい接続を開始し

ていますが、既存の接続に関連付けられていま

す。

l Invalid (無効)：何らかの理由でパケットを識別で

きませんでした。
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フィールド 説明

Source Address
(ソースアドレス)

ネットワーク名、マスク付きIPアドレス、プレーンIPアド

レス、またはIPアドレス範囲のコンマ区切りのリストで

す。

Destination Address
(送信先アドレス)

ネットワーク名、マスク付きIPアドレス、プレーンIPアド

レス、またはIPアドレス範囲のコンマ区切りのリストで

す。

上記のいくつかのフィールドの選択肢に応じて表示されるオプションのフィール

ド：

Source port(s) (ソー

スポート )
ポートまたはポート範囲のコンマ区切りリストです。

Destination ports(s)
(送信先ポート )

ポートまたはポート範囲のコンマ区切りリストです。

In Interface (入力イ

ンターフェイス)
パケットを受信したインターフェイスの名前です。

Out Interface (出力

インターフェイス)
パケットが送信されるインターフェイスの名前です。

注意：[Chain (チェーン)]、[Target (ターゲット)]、および[Network Protocol (ネッ

トワークプロトコル)]フィールドで選択したオプションに応じて、追加のオプション

フィールドが表示されることがあります。

3. [Create (作成 )]をクリックしてポリシーを作成するか、[Add Rule (ルールを追加 )]をもう

一度クリックして、ポリシーに別のルールを追加します。

4. ポリシーを作成したら、[Policies (ポリシー)]ページでポリシーを選択してから[Edit (編
集 )]をクリックして、必要な変更を加えます。また、強制が存在する場合は[Enforce
Changes (変更を適用 )]をクリックするか、(強制を実施しない場合は)[Update (更新 )]
をクリックします。

Tanium EndpointsからLinuxファイアウォールルールをインポートする

注意：Tanium EndpointsからLinuxファイアウォールルールをインポートするには、エンドポ

イントにProtectツールをデプロイする必要があります。28ページのProtectツールをデプロイ

するを参照してください。
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1. [Linux Firewall Rules (Linuxファイアウォールルール)]セクションで、[Import Rules from
Tanium Endpoints (Tanium Endpointsからルールをインポート)]をクリックします。

2. [Import Firewall Rules from Tanium Endpoints (Tanium Endpointsからファイアウォー

ルをインポート)]ウィンドウで、インポートするTanium Endpointsに既存のルールを選択し

ます。

3. [Proceed (続行 )]をクリックします。

注意：ルールによっては、「rule not supported…(ルールがサポートされていません…)」と
指定される場合があります。つまり、Protectはこのルールをサポートしていませんが、ルー

ル設定全体がルールリストに表示され、必要に応じて手動で設定することができます。

SRP管理ポリシーを作成する

注意：Windows SRPを初めて有効にした場合、SRP管理ポリシーを適用するには、

ターゲットのエンドポイントを再起動する必要があります。

パスを使用してSRPプロセスルールを作成する

1. Protectメニューから、[Policies (ポリシー)]クリックして[Create Policy (ポリシーの作成 )]を
クリックします。

2. [Policy Details (ポリシーの詳細 )]セクションには、ポリシーの[Name (名称 )]と
[Description (説明 )]を入力します。[Policy Type (ポリシータイプ)]ドロップダウンメニュー

から、[SRP Management (SRPの管理 )]を選択します。

3. [Add Path Rule (パスルールを追加 )]をクリックします。

4. ルールの[Name (名称 )]を入力します。

5. [Path (パス)]フィールドに、パスまたはファイル名を入力します。フルパス、環境変数、お

よびファイル名がサポートされています。

6. [Create (作成 )]をクリックして、ポリシーを作成したり、引き続きルールを追加したりでき

ます。

7. ポリシーを作成したら、[Policies (ポリシー)]ページでポリシーを選択してから[Edit (編
集 )]をクリックして、必要な変更を加えます。また、強制が存在する場合は[Enforce
Changes (変更を適用 )]をクリックするか、(強制を実施しない場合は)[Update (更新 )]
をクリックします。
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ハッシュを使用してSRPプロセスルールを作成する

1. Protectメニューから、[Policies (ポリシー)]クリックして[Create Policy (ポリシーの作成 )]を
クリックします。

2. ポリシーの[Name (名称 )]と[Description (説明 )]を入力します。

3. [Policy Type (ポリシータイプ)]ドロップダウンメニューから、[SRP Management (SRPの管

理 )]を選択します。

4. [Add Hash Rule (ハッシュルールを追加 )]をクリックします。

5. ルールの[Name (名称 )]を入力します。

6. [MD5 Hash (MD5ハッシュ)]を入力します。

7. [File Size (ファイルサイズ)]をバイト単位で入力します。

8. [Create (作成 )]をクリックして、ポリシーを作成したり、引き続きルールを追加したりでき

ます。

9. ポリシーを作成したら、[Policies (ポリシー)]ページでポリシーを選択してから[Edit (編
集 )]をクリックして、必要な変更を加えます。また、強制が存在する場合は[Enforce
Changes (変更を適用 )]をクリックするか、(強制を実施しない場合は)[Update (更新 )]
をクリックします。

注意：ドメインポリシーで設定されたAppLockerの許可ルールまたは拒否ルールに注意

してください。これらのルールは、Protectで作成されたSRPプロセスの適用を阻止すること

があります。

ファイアウォールルールとSRP管理ルールの検索

ファイアウォールルールまたはSRP管理ルールを作成したら、ポリシーを開いて、[Firewall Rules
(ファイアウォールルール)]セクションまたは[SRP]セクションの右上にある[Filter (フィルタ)]フィール

ドおよび[Search (検索 )]フィールドを使用して、具体的なルールを検索できます。

注意：これらのフィールドを表示するには、ポリシーが編集モードである必要がありま

す。
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矯正ポリシーを作成する

1. Protectメニューから、[Policies (ポリシー)]クリックして[Create Policy (ポリシーの作成 )]を
クリックします。

2. [Policy Details (ポリシーの詳細 )]セクションには、ポリシーの[Name (名称 )]と
[Description (説明 )]を入力します。

3. 矯正ポリシーのタイプを[Policy Type (ポリシータイプ)]ドロップダウンリスト ([Remediation -
Windows (矯正 - Windows)]、[Remediation - Linux (矯正 - Linux)]、または

[Remediation - Mac (矯正 - Mac)])から選択します。

4. [Remediation (矯正 )]セクションで、エンドポイントで実行するタスクを[Add Task(タスク

を追加 )]ドロップダウンリストから選択します。

Windows矯正ポリシーには、次の7種類のタスクを追加できます。

l Delete Registry Key (レジストリキーの削除 )：レジストリキーが存在する場合は削

除します。

l Delete File (ファイルの削除 )：グロブパターンに一致する1つまたは複数のファイル

を削除します。

l Edit Registry Data (レジストリデータの編集 )：既存のレジストリ値が存在する場

合は変更します。オプションで、値が存在しない場合は作成できます。

l Update Registry Value (レジストリ値の更新 )：レジストリ値が存在する場合はそ

の名前を変更し、[Delete (削除)]オプションを選択した場合は値を削除し

ます。

l Kill Process (プロセスの強制終了 )：指定された[Process Type (プロセスタイプ)]
オプション：名前、パス、またはハッシュ、と一致するすべてのプロセスを強制終了

します。オプションで[Command Line Args (コマンドライン引数 )]を入力することも

でき、正規表現を使用して、どの[Process Type (プロセスタイプ)]オプションに関

してもプロセスコマンドライン引数と一致させることができます。

l Run Service Action (サービスアクションを実行する)：指定されたサービスの実行

状態を変更します。

l Run Service Configuration (サービス構成の実行 )：指定されたサービスの

startup configを変更します。

注意：レジストリを変更し、HKEY_USERSハイブをターゲットとするタスクの

場合、ワイルドカード (*)を使用してすべてのユーザーをターゲットにすると、

ポリシーが適用されたときにログアウトしているユーザーはスキップされます。

LinuxまたはMac矯正ポリシーには、次の3種類のタスクを追加できます。
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l Delete File (ファイルの削除 )：グロブパターンに一致する1つまたは複数のファイル

を削除します。

l Kill Process (プロセスの強制終了 )：指定された[Process Type (プロセスタイプ)]
オプション：名前、パス、またはハッシュ、と一致するすべてのプロセスを強制終了

します。オプションで[Command Line Args (コマンドライン引数 )]を入力することも

でき、正規表現を使用して、どの[Process Type (プロセスタイプ)]オプションに関

してもプロセスコマンドライン引数と一致させることができます。

l Run Service Action (サービスアクションの実行 )：指定されたサービスの実行状態

を変更します。

5. 定義するタスクの必須フィールドに必要事項を入力します。

6. ポリシーに必要な他のタスクを追加します。すべてのタスクを追加したら、[Create (作
成 )]をクリックします。

ポリシーをインポートする

JSONファイルから、1つまたは複数のポリシーをインポートできます。

1. Protectメニューから、[Policies (ポリシー)]をクリックして[Import (インポート)]をクリックしま

す。

2. [Import Policies (ポリシーをインポート)]ページで、[Choose File (ファイルの選択 )]をク

リックします。

3. JSONファイルを選択し、[Open (開く)]をクリックします。

4. インポートするポリシーを選択します。インポートステータスには、次のいずれかが表示さ

れます。

l New (新規 )：このポリシーはまだ存在しません。

l Modified (変更済 )：この名前のポリシーが存在し、インポートするポリシーで上書

きされます。

l Error (エラー)：インポート中に問題が発生しました。このポリシーをインポートする

ための十分な特権がない可能性があります。

5. [Import (インポート)]をクリックします。

6. インポートされたポリシーは、[Policies (ポリシー)]ページに表示されます。[Policy Details
(ポリシーの詳細 )]の下にある[Change Type (変更タイプ)]に、[Imported (インポート済

み)]と表示されます。
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ポリシーをエクスポートする

1. [Policies (ポリシー)]ページで、エクスポートするポリシーを選択します。

2. [Export (エクスポート)]をクリックして選択したポリシーをJSONファイルにエクスポートしま

す。
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ポリシーの操作

ポリシーを強制する

Tanium Consoleの[Administration (管理 )]セクションで定義した管理権限を有する1つ以上

のコンピュータグループにポリシーを適用します。コンピュータグループの作成と管理の詳細につ

いては、Tanium Platformユーザーガイド：コンピュータグループの管理を参照してください。

Protectでは、手動のコンピュータグループはサポートされません。

1. ポリシーページで、[Add Enforcement (強制の追加 )]をクリックします。

2. [Create Enforcement (強制の作成 )]ページで、[Computer Groups (コンピュータグルー

プ)]または[Individual Computers (個々のコンピュータ)]を選択します。

3. 矯正ポリシーを適用する場合、[Schedule (スケジュール)]を定義します。

4. [Create (作成 )]をクリックします。

CACを使用している場合は、[Proceed with enforcement of this policy to endpoints (エンド

ポイントへのこのポリシーの強制を続行 )]ボックスをオンにし、[Confirm (確認 )]をクリックして、

ポリシーを適用します。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_computer_groups.html
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ポリシー強制を削除する

1. [Enforcements for this Policy (このポリシーの強制 )]の下で、削除する強制の隣にあ

る削除 をクリックします。

2. 次のウィンドウで、パスワードを入力して[Confirm (確認 )]をクリックします。

CACを使用している場合は、[Proceed with deletion of this enforcement of this policy on
target group “XXXX” (対象グループ「XXXX」に対してこのポリシー強制の削除を続行 )](XXXX
は対象コンピュータグループの名前 )ボックスをオンにしてから、[Confirm (確認 )]をクリックしてポ

リシーの適用を削除します。

ポリシーを表示する

Protectメニューの[Policies (ポリシー)]をクリックして、作成されたすべてのポリシーを表示しま

す。

ポリシーをクリックすると、そのポリシーの構成、強制の数、ポリシーを作成したユーザー、および

ユーザーがポリシーを作成した日時が表示されます。

[Filter Results (フィルタ結果 )]の下にある[Type (タイプ)]と[Enforcement Status (強制ステー

タス)]のドロップダウンメニューを使用して、各タイプのポリシーを表示します。

エクスポート、コピー、編集、または削除するポリシーを選択することもできます。ポリシーは、強

制がない場合にのみ削除できます。

ポリシーに優先順位を付ける

すべてのポリシーは排他的です。つまり、特定の時点で各タイプの1つのポリシーのみが、エンド

ポイントで有効になります。同じ除外ルールタイプを持つ複数のポリシーが、特定のエンドポイ

ントに対して適用される場合、Protectはどのポリシーが適用されるか決定するために、競合

を解決する必要があります。
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同じタイプの2つ以上のポリシーがエンドポイントに適用されている場合は、最も優先度の高

いポリシーのみが適用されます。優先度の低いポリシーは適用されません。

ポリシーの優先順位付けを設定して、競合が存在する場合に適用されるポリシーを決定し

ます。

1. [Policies (ポリシー)]ページで、[Prioritize (優先順位を付ける)]を選択します。

2. 優先順位をつけるポリシーをドラッグアンドドロップします。Protectは、他のポリシーの隣

にある番号を自動的に調整し、優先順位でリストを並べ替えます。

3. [Save (保存 )]をクリックして、新規ポリシーの優先順位を保存します。

4. [Confirm Update of Conflict Resolution Priorities (競合解決の優先度の更新を確

認 )]ウィンドウを開き、パスワードを入力して[Confirm (確認 )]をクリックします

CACを使用している場合は、[Proceed with update of conflict resolution priorities (競合

解決の優先順位の更新を続行 )]ボックスにチェックを入れ[Confirm (確認 )]をクリックしてポリ

シーを適用します。

ポリシーの詳細を表示する

ポリシーをクリックすると、[Policy Details (ポリシーの詳細 )]が開き、ポリシーに関連するすべて

のルールが表示されます。
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すべての[Enforcements(強制 )]について詳細を表示することもできます。

[Add Enforcement (強制を追加 )]をクリックして、強制にコンピュータグループまたはエンドポイ

ントを追加します。

注意：Protectの[Home (ホーム)]ページで、[Online Partially Enforced Assets (オンラ

インで部分的に適用される資産 )]または[Online Unenforced Assets (オンラインで適

用されない資産 )]が表示される場合、Protectメニューで [Policies (ポリシー)]と
[Computer Groups (コンピュータグループ)]に移動して、どのポリシーが適用されず、ど

のコンピュータグループが強制されないか判断してください。
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Protectコンピュータグループの選択

Tanium Consoleの[Administration (管理 )]セクションでコンピュータグループを定義します。コ

ンピュータグループの作成と管理の詳細については、Tanium Platformユーザーガイド：コン

ピュータグループの管理を参照してください。

Protectメニューで[Computer Groups (コンピュータグループ)]をクリックすると、すべての

[Enforced Computer Groups (適用されたコンピュータグループ)]と[Unenforced Computer
Groups (適用されていないコンピュータグループ)]が表示されます。これらのカテゴリでは、次の

状態のオンライン資産を表示できます。

l Online Enforced Assets (オンラインで適用される資産 )
l Online Partially Enforced Assets (オンラインで部分的に適用される資産 )
l Online Unenforced Assets (オンラインで適用されていない資産 )

[Computer Groups (コンピュータグループ)]ページから、[Create Policy (ポリシーの作成 )]をク

リックして、ポリシーと関連ルールを作成することもできます。[Manage Computer Groups (コン
ピュータグループの管理 )]をクリックすると、Tanium Consoleの[Administration (管理 )]に移動

します。

コンピュータグループを展開するには、コンピュータグループの隣に表示される をクリックし、

適用されているポリシー、ユーザーによるポリシーの実施が適用されている資産と適用されて

いない資産の割合、ユーザーが適用した日時が表示されます。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_computer_groups.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_computer_groups.html
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展開後、強制状態の隣にあるInteract をクリックすると、Tanium Interact™モジュールに移動

し、各状態のコンピュータが表示されます。
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[Computer Groups (コンピュータグループ)]ページから、特定のコンピュータグループに強制を

追加することもできます。

強制を追加するには

1. 目的のコンピュータグループの隣に表示される[Add Enforcement (強制を追加 )]をクリッ

クします。

2. [New Enforcement (新規の強制 )]の下にある[Policy Name (ポリシー名 )]ドロップダウ

ンメニューから、目的のポリシーを選択します。

3. 選択したコンピュータグループは、[Targeting Criteria (対象条件 )]の下にある

[Computer Group (コンピュータグループ)]に表示されます。[Enforce (適用 )]をクリックし

て、このコンピュータグループで選択したポリシーを適用します。
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レポートの実行

レポートを実行すると、SRPプロセスとAppLockerルールを適用することで発生したイベントだけ

でなく、Windowsアンチマルウェアの情報に関するレポートが表示されます。これらの情報に

は、以下の項目が含まれます。

l 全般

l 強制のサマリ

l アンチマルウェア

l アクション結果

l 旧式のクライアント

l マルウェアの流行

l 上位の感染エンドポイント

l アンチマルウェアブロック

l アンチマルウェア定義のバージョン

l アンチマルウェアエンジンのバージョン

l AppLocker
l AppLocker警告

l AppLockerブロック

l SRP
l SRPプロセスブロック

1. Protectメニューから、[Reports (レポート)]をクリックします。

2. [Reports (レポート)]ページで、[Create Report (レポートの作成 )]をクリックします。

3. [Create Report (レポートの作成 )]ページで、[Computer Group (コンピュータグループ)]と
[Report Type (レポートタイプ)]を選択します。選択したレポートタイプに応じて、

[Report Time (レポート時間 )]と[Number of Endpoints (エンドポイントの数 )]の指定が

必要な場合があります。

注意：[Anti-Malware Definition Versions (アンチマルウェア定義バージョン)]と
[Anti-Malware Engine Versions (アンチマルウェアエンジンのバージョン)]のレポート

は、常に現在のデータを取得しますが、[Report Time (レポート時間 )]の設定は

ありません。

4. Protectの[Home (ホーム)]ページに最新のデータを表示する場合は、[Include on the
Homepage (ホームページに含める)]を選択します。[Home (ホーム)]ページには、最高
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で4つのレポートを含めることができます。ホームページにレポートが表示されなくなった場

合、[Max number of reports on homepage reached (ホームページのレポートが最大

数に達しました)]と表示されます。

5. [Create (作成 )]をクリックします。

[Reports (レポート)]ページでは、結果は棒グラフで表示されます。レポートは10秒ごとに更新

されます。

[Reports (レポート)]ページでは、デフォルトの棒グラフビューから次のいずれかの操作を実行で

きます。

l [Add to home (ホームに追加 )]または[Remove from home (ホームから削除 )]をクリック

して、[Home (ホーム)]ページに対してレポートを追加または削除します。

l 閉じる をクリックして、レポートを削除します。

l エクスポート をクリックして、結果をCSVファイルにエクスポートします。

l レポートの詳細を表示するには、レポートのタイトルをクリックします。各結果について、

[Occurrences (発生数 )]がエンドポイント上に表示されます。

注意：発生数は、エンドポイントで発生したイベントのおおよその数です。
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詳細ビューから、次のいずれかの操作を実行できます。

l レポートが複雑で大量のデータが含まれている場合は、ツリー をクリックしてツリーマッ

プビューに結果を表示します。バー をクリックして、デフォルトの棒グラフビューに戻りま

す。

l ページの右上にあるドロップダウンリストで、表示する結果の数を選択します。

l 次回にレポートを実行するときに表示されるグラフの種類と結果の数を保存する場合

は、[Save View (ビューを保存 )]をクリックします。
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l [View All in Interact (Interactにすべて表示 )]をクリックすると、InteractにQuestionを読

み込んで、結果のセット一式を確認できます。

l 結果項目の隣にある をクリックすると、Interactでその項目に対してフィルタリングされた

Questionが読み込まれます。

l [Search (検索 )]フィールドを使用して、項目のリストをフィルタリングします。

l 全画面 をクリックして、項目のリストを展開します。この拡張ビューには、[Severity
(重要度 )]などの結果のデータセット一式が表示されます。



©2019 Tanium Inc. All Rights Reserved 73ページ

ポリシーやルールと併せてベストプラクティス
を使用する

アンチマルウェアのポリシー

アンチマルウェアのポリシーを正しく適用するには、管理対象の定義を有効にして、Taniumを

介してMicrosoftアンチマルウェア定義をデプロイする必要があります。エンドポイントに

Windows 7以前がインストールされている場合は、SCEPを有効にします。

AppLockerポリシー

AppLockerルールの作成の詳細については、Microsoft Technet：AppLockerを参照してくださ

い。

デフォルトでは、ブラックリストルールにより、すべての実行可能ファイルが実行されます。ホワイ

トリストのルールでは、特に明記しない限り、管理者のみがアプリケーションを実行できます。

本番環境でポリシーをデプロイする前に、テスト環境でレポートを有効にしたり、監査モードで

ポリシーをデプロイしたりする必要があります。レポートの警告イベントを確認し、必要に応じて

ポリシーに変更を加えます。

このワークフローの例を学ぶと、Protectデフォルトの[Whitelist Rule Template (ホワイトリストの

ルールテンプレート)]がどのように機能するかをより良く理解できます。

デフォルトのホワイトリストルールテンプレートを使用したワークフローの例

このワークフローは、Protectのホワイトリストポリシーで必要な結果を達成していることを確認す

るのに役立ちます。

1. デフォルトのProtect [Whitelist Rule Template (ホワイトリストのルールテンプレート)]に該

当するコンピュータグループに対して[Audit Only (監査のみ)]モードで適用します。

2. [AppLocker Warnings (AppLocker警告 )]レポートを作成して、適切な日数の間実行

します。エンドポイントでのユーザーアクティビティの正確な全体像を収集するには、ポリ

シーを約7〜30日間適用する必要があります。

3. [AppLocker Warnings (AppLocker警告 )]レポートのブロックされたアプリケーションの集

計データに基づいて、アプリケーションの横にあるInteractアイコン をクリックしてInteractに
移動し、その特定のアプリケーションに関する詳細なイベント情報を表示します。

4. [Question Results (Questionの結果 )]の結果にある[AUDIT (監査 )]行を選択し、

[Drill Down (ドリルダウン)]をクリックします。

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd723678(v=ws.10).aspx


©2019 Tanium Inc. All Rights Reserved 74ページ

5. [Select Drilldown Question (ドリルダウンのQuestionを選択 )]ウィンドウの[Create
Question (Questionを作成 )]タブで、applocker threat detailsの入力を開始して、

すべてのマシンからの[Get AppLocker Threat Details Last X Days (直近X日間の

AppLockerの脅威の詳細を取得 )]クエリの結果をクリックします。

6. [Number of days to display (表示する日数 )]の結果はフィールドでは、レポートを作成

したのと同じ日数 (この例では、7)を入力して[Go (実行 )]をクリックします。

7. [Question Results (Questionの結果 )]ページにはアプリケーションへのパスが表示されま

す。アプリケーションの実行を許可するには、ポリシーを編集し、ポリシーの[Allow (許
可 )]セクションでパスを追加します。

8. [Enforce Changes (変更を適用 )]をクリックして、適用したポリシーの保存を確認しま

す。

EMETルール

EMETの完全なドキュメントは、MicrosoftのEnhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET)
5.5ユーザーガイドに記載されています。EMETルールを作成する場合は、ツールキットをレビュー

して理解することが重要です。エンタープライズ内で広範囲にわたるデプロイに移る前に、

EMETの軽減策とその影響を十分にテストしてください。アプリケーションの互換性に関する問

題の詳細については、MicrosoftのEMET軽減ガイドラインを参照してください。

EMETルールは、攻撃者がコンピュータシステムの脆弱性を悪用するために使用する、最も一

般的な手法を回避、終了、阻止、無効化する上で役に立ちます。お客様はEMETを使用

することで、いくつかのユニークなメリットを提供するセキュリティ対策を活用できます。

l EMETプロファイルは、従来のアプリケーションの強化に役立ちます。EMETは、古いソフト

ウェアが段階的に廃止されるまで、ハッカーがレガシーソフトウェアの脆弱性を悪用する

ことをより困難にすることによって、リスクの管理に役立ちます。

l EMETプロファイルは、Webサイトをサーフィンする際に、SSL証明書の信頼性を確認する

のに役立ちます。EMETは、特定のドメインのSSL証明書を発行元のルートCA (構成可

能な証明書のピニング)と照合して「中間者」攻撃を防止できる、一連のピニングルー

ルを強制する可能性を提供します。

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50802
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50802
https://support.microsoft.com/en-us/kb/2909257
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EMETルールを作成する際は、次の点を考慮してください。

l EMETはアプリケーションの実行を変更する可能性があるため、一部のアプリケーションが

予期せずクラッシュする可能性があります。エンタープライズ全体にデプロイする前に、す

べてのEMETプロファイルをテストするようにしてください。

l 異なるWindowsオペレーティングシステムでは、異なる緩和策を使用できます。EMET
ルールはオペレーティングシステムの種類に基づいてコンピュータグループを対象にする必

要があります。

l 特定のアプリケーションでは、特定のEMET軽減策を採用できます。一部の緩和策はシ

ステム全体に影響を与える可能性があり、ホスト上で実行されるすべてのアプリケーショ

ンに影響します。

l システム全体にわたるデータ実行対策 (DEP)設定を変更すると、サービスが中断される

可能性があるため、ProtectはEMETルール内にあるシステム全体のDEP設定を無視しま

す。

l 一部のシステム全体のEMET軽減には、再起動が必要になる場合があります。

l エンタープライズ内でEMETプロファイルを広範囲に適用する前に、ニーズに合わせて

EMETレポート設定を構成します。

EMETレポート設定

EMETルールを作成する前に、EMETレポート設定による影響を考慮してください。

[Tray Icon (トレイのアイコン)]が選択されている場合、EMETからエンドユーザー向けのポップ

アップ通知が[Windows Notification Tray (Windows通知トレイ)]タスクバーに表示されます。

[Early Warning (早期の警告 )]が選択されている場合、悪用行為に関する詳細を含む、

EMET関連の情報がMicrosoftと共有されます。[Windows Event Log (Windowsイベントログ)]
チェックボックスがオンになっている場合、EMET関連のデータがWindowsイベントログのサブシス

テムに記録されるので、潜在的な攻撃やアプリケーションの非互換性に関する情報を得るた

め、このデータをマイニングして監視することができます。これらの設定は、EMET 5.5ではデフォ

ルトで有効になっています。



©2019 Tanium Inc. All Rights Reserved 76ページ

EMETのデフォルト動作設定

EMETの設定インターフェイスにより、管理者は、保護されたアプリケーションに対して悪用が

試行されたときに実行される、デフォルトのアクションを設定できます。これらの設定は、攻撃

時に停止となります。つまり、アプリケーションが終了するか、クラッシュするか、監査のみにな

り、EMETが攻撃をログに記録し、プロセスを終了させないことを意味します。監査のみは、す

べての緩和策でサポートされないことに注意してください。詳細については、Microsoftの
Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET) 5.5ユーザーガイドを参照してください。

EMETによってアプリケーションがクラッシュする場合は、Enhanced Mitigation Experience Toolkit
(EMET) 5.5ユーザーガイドを参照してください。アプリケーションが攻撃を受けている可能性を

特定する方法を含み、トラブルシューティングの手順と詳細なガイダンスが記載されていま

す。

ファイアウォールルール

Protectでは、グループポリシー管理エディタでWindowsファイアウォールを管理しないでくださ

い。Protectで作成されたファイアウォールポリシーを有効にするには、グループポリシーファイア

ウォールの設定を[Not configured (設定されていない)]にします。

SRP管理ルール

Windows SRPは、ユーザーが起動したアプリケーションをブロックできます。Windows SRPは、

Windowsサービスの開始を妨げません。SRPは、SYSTEM特権がアプリケーションを起動するの

を妨げません。詳細については、Microsoft TechNetソフトウェアの制限ポリシーを参照してくだ

さい。

ポリシーの制限

項目 制限

ポリシーの最大数 100

ポリシーあたりのAppLockerルールの最

大数

100

ポリシーあたりのファイアウォールルール

の最大数

1000

ポリシーあたりのSRP管理ルールの最大

数

100

表4：許容されるポリシーとルールの最大数

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50802
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50802
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50802
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50802
https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831534(v=ws.11).aspx
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ProtectのアンインストールとProtectポリシー
の削除

必要に応じて、Protectをアンインストールする場合は、関連するファイアウォールポリシーとSRP
ルールを無効にして、エンドポイントから完全に削除されるようにする必要があります。これが

必要かどうかは、テクニカルアカウントマネージャに相談してください。必要な場合は、Protect
のインストール時に作成された次の2つのパッケージを含むアクションをデプロイする必要があり

ます。

l Disable Tanium Protect Software Restriction Policies (Tanium Protectソフトウェアの

制限ポリシーの無効化 )
l Remove Protect Firewall Rules (Protectのファイアウォールルールの削除 )

注意：Protectポリシーのクリーンアンインストールと削除を完了するには、関連するファイ

アウォールポリシーとSRPルールを無効にする前に、Protectをアンインストールする必要が

あります。

Protectをアンインストールする方法

次の手順では、Protectワークベンチを削除し、Tanium Module Server™からサービスをアンイン

ストールする方法について説明します。Protectをアンインストールした後に、Protectに関連す

るコンテンツを削除するために必要な、2つの特定のパッケージのアクションをデプロイする手順

については、77ページのProtectポリシーを無効にして削除する方法を参照してください。

Protectをアンインストールする方法

1. メインメニューから、[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]をクリックします。

2. Protectボックスの右下隅にある[Uninstall (アンインストール)]をクリックします。

3. 次のウィンドウで[Proceed with Uninstall (アンインストールを続行 )]をクリックして、自分

の資格情報を入力します。

Protectポリシーを無効にして削除する方法

テクニカルアカウントマネージャと相談した後で、場合によっては、Protectをアンインストールして

からProtectポリシーを無効にする必要があります。これは、Protectをアンインストールする際

に、一部のエンドポイントがオフラインになっている場合に発生します。Taniumでアクションをデ

プロイする方法の詳細については、Taniumプラットフォームユーザーガイド：予定済みアクション

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html
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の管理およびTaniumプラットフォームユーザーガイド：パッケージの管理と作成を参照してくだ

さい。

Protectポリシーを無効にして削除するには、オンラインになっているエンドポイントをすべて見つ

けてから、削除パッケージをデプロイする必要があります。

すべてのエンドポイントをオンラインで検索する

1. メインメニューからInteractを選択します。

2. Protectをアンインストールしたので、すべてのオンラインコンピュータからProtectポリシーを

無効にする場合は、Questionバーにget online from all machinesと入力します。

3. Interactがクエリ：Get Online from all machinesを提案します。このクエリを選択します。

4. 結果が100％に達するまで待ってから、[True]の隣にあるボックスを選択します。

削除パッケージをデプロイする

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

2. [Deploy Action (アクションをデプロイ)]の[デプロイパッケージ (Deployment Package)]
ページで、[Enter package name here (ここにパッケージ名を入力 )]フィールドにProtect

と入力してください。

3. [Disable Tanium Protect Software Restriction Policies (Tanium Protectソフトウェアの

制限ポリシー)]パッケージを選択します。

4. [Deploy Action (アクションをデプロイ)]ページの下部にある[Show preview to continue
(プレビューを表示して続行 )]をクリックします。

5. [Deploy Action (アクションをデプロイ)]をクリックして、資格情報を入力します。[Action
Summary (アクションのサマリ)]ページが表示されます。

6. 上記のすべての手順を繰り返しますが、[Remove Protect Firewall RulesProtect (ファ
イアウォールルールを削除 )]パッケージをデプロイします。

注意：[Disable Tanium Protect Software Restriction Policies (Tanium Protectソフト

ウェアの制限ポリシーを無効にする)]パッケージは、Protectによって作成されたすべての

SRPルールを削除します。エンドポイント上のSRPは無効になりません。同様に、

[Remove Protect Firewall Rules (Protectファイアウォールルールを削除 )]パッケージ

は、Protectによって作成されたすべてのファイアウォールルールを削除します。エンドポイ

ント上のSRPは無効になりません。

重要：Protectをアンインストールし、Protectポリシーを無効にする前に、テクニカルアカウ

ントマネージャに相談してください。

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_packages.html
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トラブルシューティング

ログを収集する

トラブルシューティングに必要なログを収集する

1. [Home (ホーム)]ページの右上にあるヘルプアイコン をクリックします。

2. [Troubleshooting (トラブルシューティング)]タブをクリックします。

3. [Collect (収集 )]をクリックし、[Download (ダウンロード )]をクリックして、Taniumがトラブ

ルシューティングを支援するためにに必要なzipファイルを入手します。

使用統計情報を表示する

[Home (ホーム)]ページの右上にある情報 をクリックします。[About (バージョン情報 )]タブの

下に表示されるProtectの使用統計情報が、トラブルシューティングに役立つ場合もありま

す。

Microsoft System Center Endpoint Protection (SCEP)のインストールを有

効にする

アンチマルウェアのポリシーでは、SCEPまたはWindows Defenderのいずれかをエンドポイントにイ

ンストールする必要があります。アンチマルウェアのルールを作成する際に、[SCEP Installation
(SCEPのインストール)]が有効になっている場合、アンチマルウェアのポリシーを強制すると、

Windows DefenderをサポートしていないエンドポイントにSCEPが自動的にインストールされま
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す。ただし、インストーラファイルをアップロードしていない場合、エラーが発生します。

[Anti-Malware Settings (アンチマルウェアの設定 )]ページに移動し、[Choose Installer (インス

トーラを選択 )]または[Update Installer (インストーラを更新 )]をクリックして、25ページの

Microsoft System Center Endpoint Protection (SCEP)のインストールで説明されているように、

アップロードするインストーラファイルの場所を指定します。

このエラーは、[Policies (ポリシー)]ページまたは[Anti-Malware Settings (アンチマルウェアの設

定 )]ページにも表示されます。上記と同じプロセスを使用して問題を解決してください。
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参照： アンチマルウェア対策の設定

クライアントインターフェイス

Display additional text to clients when they need to perform an action (アクションを実

行する必要があるときにクライアントに追加のテキストを表示する)

アクションを実行する必要があるときにユーザーに表示するカスタムメッセージを設定しま

す。文字列は1024文字未満でなければなりません。

例：Contact our company help desk at 555-1212 for more help.

Display notifications to clients when they need to perform actions (アクションを実行す

る必要があるときにクライアントに通知を表示する)

アクションを実行する必要があるときに通知をユーザーに表示するかどうかを設定しま

す。

Enable headless UI mode (ヘッドレスUIモードを有効にする)

ユーザーにWindows Defender UIを表示するかどうかを設定します。

Suppresses reboot notifications (再起動通知を抑制する)

再起動通知を表示するかどうかを設定します。

除外

Extension Exclusions (拡張子の除外 )

スキャンから除外されたファイル拡張子を指定します。

IP address range Exclusions (IPアドレス範囲の除外 )

ネットワークスキャンからIPアドレスを除外します。

例：157.1.45.123-60.1.1.1

Path Exclusions (パスの除外 )

スキャンから除外されたファイルパスを指定します。
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例：C:\Program Files

Port number Exclusions (ポート番号の除外 )

ネットワークスキャンからTCPポートを除外します。

例：17472

Process Exclusions for outbound traffic (送信トラフィックの除外処理 )

プロセスによる送信トラフィックをネットワークスキャンから除外します。

例：C:\Windows\Program.exe

Threat ID Exclusions (脅威 IDの除外 )

特定の脅威をネットワークスキャンから除外します。

例：2925110632

Turn off Auto Exclusions (自動除外機能を無効にする)(Defenderのみ)

自動除外機能を有効化または無効化します。

MAPS

Configure local setting override for reporting to MAPS (MAPSへのレポート用にローカル

設定優先を設定する)

Microsoft Active Protection Serviceに参加するためのローカル設定を許可して、グルー

プポリシーより優先します。

Join MAPS (MAPSに入る)

Microsoft Active Protection Serviceに参加します。

Send file samples when further analysis is required (さらなる解析が必要な場合にファ

イルサンプルを送信する)

サンプルをMicrosoft Active Protection Serviceに送信する方法を設定します。
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ネットワーク検査システム

Define the rate of detection events for logging (ログの検出イベントのペースを定義する)

検出イベントのログの時間間隔を分単位で指定します。各イベントは、最大でも1回
の時間間隔ごとにログに記録されます。

例：30

デフォルト：60

Specify additional definition sets for network traffic inspection (ネットワークトラフィック

検査の追加定義セットを指定する)

追加の定義セットを指定して、ネットワークスキャンを有効にします。それぞれの値は、

有効にする定義セットのGUIDである必要があります。

例：{b54b6ac9-a737-498e-9120-6616ad3bf590}

Turn on definition retirement (定義の終了を有効にする)

パッチ適用後に、Windows Defenderが既知のネットワークの脆弱性をスキャンするかど

うかを指定します。

Turn on protocol recognition (プロトコル認証を有効にする)

既知の脆弱性による攻撃から保護するために、ネットワークプロトコルの認証を使用す

るかどうかを指定します。

隔離

Configure local setting override for the removal of items from Quarantine folder (隔
離フォルダからアイテムを削除するためにローカル設定の優先を設定する)

グループポリシーより優先させて、隔離フォルダ内にアイテムを保持する日数のローカル

設定を許可します。

リアルタイム保護

Configure local setting override for monitoring file and program activity on your
computer (コンピュータ上のファイルとプログラムの動作を監視するローカル設定を優先し
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て

設定する)

グループポリシーより優先して、ファイルおよびプログラムの動作のローカル設定を許可し

ます。

Configure local setting override for monitoring for incoming and outgoing file activity
(ファイルの送受信の動作を監視するローカル設定を優先して設定する)

グループポリシーより優先して、ファイルの送受信の動作を監視するローカル設定を許

可します。

Configure local setting override for scanning all downloaded files and attachmentsダ
ウンロードしたすべてのファイルと添付ファイルをスキャンするために、ローカル設定を優先す

るよう設定する)

ダウンロードしたファイルと添付ファイルをスキャンするローカル設定を、グループポリシーに

優先して許可します。

Configure local setting override for turn on behavior monitoring (動作監視を有効に

するためにローカル設定を優先して設定する)

動作監視のローカル設定がグループポリシーに優先して適用されるようにします。

Configure local setting override for turn on script scanning (スクリプトスキャンを有効に

するためにローカル設定の優先を設定する)(SCEPのみ)

スクリプトスキャンを有効または無効にします。デフォルトでは設定は有効になっていま

す。

Configure local setting override to turn off Intrusion Prevention System (ローカル設定

を優先させて侵入防止システム(IPS)を無効に設定する)

ネットワークスキャンのローカル設定をグループポリシーに優先するようにします。

Configure local setting override to turn on real-time protection (リアルタイム保護を有

効にするためのローカル設定を設定する)
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グループポリシーに優先させて、リアルタイム保護を有効にするためのローカル設定を許

可します。

Configure monitoring for incoming and outgoing file and program activity (送受信す

るファイルおよびプログラムの動作の監視を設定する)

送受信ファイルをスキャンするかどうかを設定します。ネットワークトラフィックが多いサーバ

では、特定の方向のスキャンを無効にすると、最適なネットワークパフォーマンスを実現

できます。この設定は、NTFSボリュームにのみ適用できます。

Define the maximum size of downloaded files and attachments to be scanned (スキャン

するダウンロードファイルと添付ファイルの最大サイズを定義する)

スキャンするダウンロードファイルと添付ファイルの最大サイズを設定します。値はキロバ

イトでの最大ファイルサイズです。

例：524288

Monitor file and program activity on your computer (コンピュータ上のファイルとプログラ

ムの動作を監視する)

ファイルおよびプログラムの動作の監視を設定します。

Scan all downloaded files and attachments (ダウンロードしたすべてのファイルと添付ファ

イルをスキャンする)

ダウンロードしたファイルと添付ファイルのスキャンを設定します。

Turn off real-time protection (リアルタイム保護を無効にする)

既知のマルウェアが検出されたときに、プロンプトを表示するかどうかを設定します。

Turn on behavior monitoring (動作監視を有効にする)

動作監視を有効または無効にする。

Turn on Information Protection Control (情報保護制御を有効にする)

情報保護制御を有効または無効にします。
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Turn on network protection against exploits of known vulnerabilities (既知の脆弱性

の悪用に対するネットワーク保護を有効にする)

既知の脆弱性からのネットワーク保護を設定します。

Turn on process scanning whenever real-time protection is enabled (リアルタイム保護

が有効になるたびにプロセススキャンを有効にする)

リアルタイム保護が最初に有効になったときに、すべてのプロセスをスキャンするかどうか

を設定します。これにより、リアルタイム保護が無効のときに開始するマルウェアを検出

できます。

Turn on raw volume write notifications (生のボリューム書き込み通知を有効にする)

生のボリューム書き込み通知を設定します。

Turn on script scanning (スクリプトスキャンを有効にする)(SCEPのみ)

スクリプトスキャンを設定します。

矯正

Configure local setting override for the time of day to run a scheduled full scan to
complete remediation (矯正を完了するために、予定済みフルスキャンを実行する時刻

のローカル設定を優先するよう

設定する)

予定済みスキャン時刻のローカル設定をグループポリシーに優先できるようにします。

Specify the day of the week to run a scheduled full scan to complete remediation (矯
正を完了するために予定済みフルスキャンを実行する曜日を指定する)

フルスキャンを実行する曜日を予定に入れます。

Specify the time of day to run a scheduled full scan to complete remediation (矯正を

完了するために予定済みフルスキャンを実行する時刻を指定する)

フルスキャンを実行する時刻を指定します。この値は、スキャンを実行するエンドポイント

の現地時間で、深夜0時を過ぎた分数です。
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例：180

報告

Configure time out for detections in critically failed state (重大な障害が発生した状

態での検出のタイムアウトを設定する)

「重大な障害」の検出が「追加のアクション」に移動するか、または「クリアされる」までの

時間を分単位で設定します。

例：7200

Configure time out for detections in non-critical failed state (重大でない障害が発生し

た状態での検出のタイムアウトを設定する)

「重大でない障害」の検出を「クリア」する時間を分単位で設定します。

例：7200

Configure time out for detections in recently remediated state (最近矯正された状態

での検出のタイムアウトを設定する)

「完了した」検出を「クリア」する時間を分単位で設定します。

例：7200

Configure time out for detections requiring additional action (追加アクションが必要な

検出のタイムアウトを設定する)

「追加アクション」を「クリア」する時間を分単位で設定します。

例：7200

Configure Watson events (Watsonイベントを設定する)(SCEPのみ)

このポリシー設定では、Watsonイベントを送信するかどうかを設定できます。この値は、

2015年2月のアンチマルウェアプラットフォームの更新の時点では推奨されていません

(http://support.microsoft.com/kb/3036437)。

Configure Windows software trace preprocessor components (Windowsソフトウェアト

レースプリプロセッサコンポーネントを設定する)
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Windowsソフトウェアトレースプリプロセッサを設定します。

Configure WPP tracing level (WPPトレースレベルを設定する)

Windowsソフトウェアトレースプリプロセッサ(WPPソフトウェアトレース)のトレースレベルを設

定します。許可される値は、(1)Error (エラー) (2) Warning (警告 ) (3) Info (情報 ) (4)
Debug (デバッグ)です。

例：1

スキャン

Allow users to pause scan (ユーザーがスキャンを一時停止可能にする)

ユーザーが進行中のスキャンを一時停止できるようにします。

Check for the latest virus and spyware definitions before running a scheduled scan (予
定済みスキャンを実行する前に最新のウイルスとスパイウェアの定義を確認する)

スキャンを実行する前に新しいウイルスとスパイウェアの定義を確認してください。これ

は、ユーザーインターフェイスから手動で開始されたスキャンには適用されません。

Configure local setting override for maximum percentage of CPU utilization (CPU使
用率を最大にするためにローカル設定の優先を設定する)

グループポリシーに優先して、CPU使用率を最大にするローカル設定を許可します。

Configure local setting override for schedule scan day (予定済みスキャンの日のローカ

ル設定の優先を設定する)

予定済みのスキャン日のローカル設定をグループポリシーに優先できるようにします。

Configure local setting override for scheduled quick scan time (予定済みのクイックス

キャン時刻のローカル設定の優先を設定する)

予定済みクイックスキャン時刻のローカル設定をグループポリシーに優先できるようにしま

す。

Configure local setting override for scheduled scan time (予定済みのスキャン時刻の

ローカル設定の優先を設定する)

予定済みスキャン時刻のローカル設定をグループポリシーに優先できるようにします。
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Configure local setting override for the scan type to use for a scheduled scan (予定済

みスキャンに使用するスキャンタイプのローカル設定を優先するように設定する)

予定済みのスキャン中に使用するスキャンタイプのローカル設定をグループポリシーに優

先できるようにします。

Create a system restore point (システム復元ポイントを作成する)

エンドポイントをクリーンアップする前に、毎日のシステム復元ポイントをエンドポイントに

作成するかどうかを設定します。

Define the number of days after which a catch-up scan is forced (キャッチアップスキャンを

強制的に実施するまでの日数を定義する)(Defenderのみ)

強制キャッチアップスキャンが実行されるまでに許容される、連続して実行しそこなった

予定済みスキャンの回数を指定します。

例：2

デフォルト：2

Run full scan on mapped network drives (マップされたネットワークドライブでフルスキャンを

実行する)

マップされたネットワークドライブをスキャンするかどうかを設定します。

Scan archive files (アーカイブファイルをスキャンする)

アーカイブファイルをスキャンするかどうかを設定します。アーカイブファイルは.zipまたは

CABファイルです。

Scan network files (ネットワークファイルをスキャンする)

ネットワークファイルをスキャンするかどうかを設定します。

Scan packed executables (圧縮された実行可能ファイルをスキャンする)

圧縮された実行可能ファイルをスキャンするかどうかを設定します。

Scan removable drives (リムーバブルドライブのスキャン)
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フルスキャンを実行するときに、USBフラッシュドライブなどのリムーバブルドライブをスキャン

するかどうかを設定します。

Specify the interval to run quick scans per day (クイックスキャンを1日に実行する間隔を

指定する)

クイックスキャンの間隔を時間単位で設定します。値0は、クイックスキャンは予定されな

いということです。

例：24

デフォルト：0

Specify the maximum depth to scan archive files (アーカイブファイルをスキャンする最大

深度を指定する)

スキャン中にアーカイブファイルを解凍する最大ディレクトリ深度を設定します。アーカイ

ブファイルは.zipまたはCABファイルです。

例：1

デフォルト：0

Specify the maximum percentage of CPU utilization during a scan (スキャン中のCPU使
用率の最大パーセントを指定する)

スキャン中に許容されるCPU使用率の最大パーセントを設定します。有効なパーセント

値の範囲は5〜50です。値0は、制限がないことを意味します。

例：5

デフォルト：50

Specify the maximum size of archive files to be scanned (スキャンするアーカイブファイル

の最大サイズを指定する)

スキャンするアーカイブファイルの最大サイズを設定します。アーカイブファイルは.zipまたは

CABファイルです。値はキロバイト数です。値0はサイズ制限がないことを意味します。

例：1048576
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デフォルト：0

Specify the scan type to use for a scheduled scan (予定済みスキャンに使用するスキャン

タイプを指定する)

予定済みスキャン中に使用するスキャンのタイプを指定します。デフォルトでは、予定済

みのスキャンはクイックスキャンを使用します。

Specify the time for a daily quick scan (毎日のクイックスキャンの時刻を指定する)

毎日クイックスキャンを実行する時刻を指定します。この値は、スキャンを実行するエン

ドポイントの現地時間で、深夜0時を過ぎた分数です。

例：180

デフォルト：120

Start the scheduled scan only when computer is on but not in use (コンピュータの電源

は入っているが使用されていないときにのみ予定済みスキャンを開始する)

エンドポイントがアイドル状態の場合にのみスキャンを開始するかどうかを設定します。

Turn on catch-up full scan (キャッチアップのフルスキャンを有効にする)

連続して2回の予定済みスキャンが実行されていない場合にフルスキャンを開始するか

どうかを設定します。予定済みスキャンが2回実行されなかった後、誰かがログインした

ときにフルスキャンを開始します。

Turn on catch-up quick scan (キャッチアップのクイックスキャンを有効にする)

連続して2回の予定済みスキャンが実行されていない場合にクイックスキャンを開始す

るかどうかを設定します。予定済みスキャンが2回実行されなかった後、誰かがログイン

したときにクイックスキャンを開始します。

Turn on e-mail scanning (電子メールスキャンを有効にする)

電子メールと電子メールの添付ファイルをスキャンするかどうかを設定します。

Turn on heuristics (経験則を有効にする)

経験則は、新しい脅威にフラグを立てるWindows Defenderの機能を向上させます。



©2019 Tanium Inc. All Rights Reserved 93ページ

Turn on removal of items from scan history folder (スキャン履歴フォルダからのアイテム

の削除を有効にする)

アイテムがスキャン履歴フォルダに保管されてから完全に削除されるまでの日数を設定

します。値0は、アイテムは履歴フォルダから削除されないということです。

例：7

デフォルト：30

Turn on reparse point scanning (再解析ポイントスキャンを有効にする)

再解析ポイントスキャンをするかどうかを設定します。再解析ポイントは最大深度まで

追跡されるため、再帰的再解析ポイントはスキャンの速度を遅くする可能性があります

が、エラーは発生しません。

署名の更新

Allow definition updates from Microsoft Update (Microsoft Updateからの定義の更新を

許可する)

自動更新が別のダウンロード元を使用するように設定されている場合でも、Microsoft
Updateから定義の更新をダウンロードできるようにします。

Allow definition updates when running on battery power (バッテリ電源で動作している

ときに定義の更新を許可する)

エンドポイントがバッテリ電源で動作しているときに定義を更新するかどうかを設定しま

す。

Allow notifications to disable definitions based reports to Microsoft MAPS (Microsoft
MAPSへの定義に基づくレポートを無効にする通知を許可する)

MAPSから通知を受信できるようにして、誤検出の原因となっている定義を無効にしま

す。この機能を正常に使用するには、エンドポイントでMAPSを設定する必要がありま

す。

Allow real-time definition updates based on reports to Microsoft MAPS (Microsoft
MAPSへのレポートに基づいてリアルタイムの定義の更新を許可する)
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MAPSの最新の定義の更新に、未知のファイルに関わる脅威の定義があることが判明

した場合、リアルタイム定義の更新を有効にします。この機能を正常に使用するには、

エンドポイントでMAPSを設定する必要があります。

Check for the latest virus and spyware definitions on startup (起動時にウイルスとスパ

イウェアの最新の定義を確認する)

サービスの起動時に定義の更新を確認するかどうかを指定します。

Define file shares for downloading definition updates (定義の更新をダウンロードするた

めのUNCファイル共有を指定する)

定義の更新をダウンロードするためのUNCファイル共有を設定します。ファイル共有は指

定された順序で試行されます。

例：\\corp\updates

Define the number of days after which a catch-up definition update is required (定義の

キャッチアップ更新が必要となるまでの日数を指定する)

定義の強制的なキャッチアップ更新までの許容日数を指定します。

例：7

デフォルト：1

Define the number of days before spyware definitions are considered out of date (スパ

イウェアの定義が期限切れとみなされるまでの日数を指定する)

スパイウェアの定義が期限切れとみなされるまでに許容される日数を設定します。

例：7

デフォルト：14

Define the number of days before virus definitions are considered out of date (ウイルス

の定義が期限切れとみなされるまでの日数を指定する)

ウイルスの定義が期限切れとみなされるまでに許容される日数を設定します。

例：7
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デフォルト：14

Define the order of sources for downloading definition updates (定義更新をダウンロー

ドするダウンロード元の順序を指定する)

定義の更新をダウンロードするダウンロード元の順序を指定します。

Initiate definition update on startup (起動時に定義の更新を開始する)

マルウェア対策エンジンがない場合、起動時に定義を更新するかどうかを設定します。

Specify the day of the week to check for definition updates (定義の更新を確認する曜

日を指定する)

定義の更新を確認する曜日を指定します。デフォルトでは、更新は毎日確認されま

す。

Specify the interval to check for definition updates (定義の更新を確認する間隔を指

定する)

定義の更新を確認する間隔を時間単位で指定します。

例：12

Specify the time to check for definition updates (定義の更新を確認する時刻を指定す

る)

定義の更新を確認する時刻を指定します。この値は、定義の更新を確認するエンド

ポイントの現地時間で、深夜0時を過ぎた分数です。デフォルトでは、予定済みスキャ

ンの15分前に定義の更新を確認します。

例：120

Turn on scan after signature update (署名の更新後にスキャンを有効にする)

定義の更新後にスキャンを開始するかどうかを指定します。

System Center Endpoint Protect

Turn on Potentially Unwanted Application (潜在的に望ましくないアプリケーション(PUA)
の検出を有効にする)(SCEPのみ)
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Internet Explorer、Firefox、およびChromeからのPUAのダウンロードをブロックする

Turn on threat file hash logging (脅威ファイルのハッシュログを有効にする)(SCEPのみ)

検出された脅威ファイルをすべてイベントログに記録し、追加の調査や他の脅威スト

リームとの関連付けを行います。

Turn on virus definitions (ウイルス定義を有効にする)(SCEPのみ)

スキャン中に使用されるウイルス定義を管理します。

脅威

Specify threat alert levels at which default action should not be taken when detected
(検出時にデフォルトのアクションを実行しない脅威アラートレベルを指定する)

それぞれの脅威アラートレベルに対して実行する是正処置をカスタマイズします。

Specify threats upon which default action should not be taken when detected (検出

時にデフォルトのアクションを実行しない脅威を指定する)

それぞれの検出された脅威 IDに対して実行する是正処置をカスタマイズします。

Windows Defender

Allow antimalware service to remain running always (マルウェア対策サービスを常に実

行したままにする)

ウイルス定義およびスパイウェア定義が無効になっているときにWindows Defenderサービ

スを実行し続けるかどうかを選択します。

Allow antimalware service to startup with normal priority (通常の優先度でマルウェア

対策サービスを起動可能にする)

Windows Defenderサービスの起動優先度を変更します。これはパフォーマンスに影響

する可能性があります。

Configure local administrator merge behavior for lists (リストのローカル管理者のマージ

動作を設定する)
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除外と脅威に関するローカル設定をグループポリシーとマージするかどうかを管理しま

す。

Define addresses to bypass proxy server (プロキシサーバをバイパスするアドレスを指定す

る)

特定のIPアドレスのプロキシをバイパスします。この値は有効なURLである必要がありま

す。

Define proxy server for connecting to the network (ネットワークに接続するためのプロキ

シサーバを指定する)

定義の更新をダウンロードしたり、イベントをMAPSにレポートするために使用するプロキ

シを設定します。デフォルトでは、次の設定が順序どおり使用されます。(1)Internet
Explorerのプロキシ設定 (2)自動検出 (3)なし。

Randomize scheduled task times (予定済みタスク時間を無作為に選択する)

予定済みタスクの開始時間を無作為に選択します。

Turn off routine remediation (定期矯正をオフにする)

Windows Defenderが脅威を自動的に矯正するかどうかを指定します。

Turn off Windows Defender (Windows Defenderを無効にする)

Windows Defenderを有効または無効にします。
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参照： 強制エラー

Policy update not yet received (ポリシーの更新がまだ受信されていません)

指定されたポリシーXMLファイルは、エンドポイント上にある古いバージョンです。

これは、エンドポイントが最新バージョンのポリシーをダウンロードすると、数分後に解決

される一時的な状態です。

Policy has not been applied (ポリシーが適用されていません)

指定されたポリシーXMLファイルがエンドポイントに存在しません。

外部プロセスによってファイルが削除された可能性があります。テクニカルアカウントマ

ネージャ(TAM)に支援を求めてください。

Microsoft Anti-malware is not installed (Microsoftのアンチマルウェアがインストールされて

いません)

これらのWindows 7マシンには、アンチマルウェアのポリシーがデプロイされていますが、

SCEPはインストールされていません。

[Enable SCEP Installation (SCEPのインストールを有効化 )]を選択して、SCEPインス

トーラをアップロードすることで、[Settings (設定 )] -> [Anti-Malware Settings (アンチマ

ルウェアの設定 )}でSCEPの自動インストールを有効にします。

Microsoft Anti-malware has no definitions applied (Microsoftアンチマルウェアには定義

が適用されていません)

Microsoftアンチマルウェアは有効になっており、これらのコンピュータで実行されています

が、アンチマルウェアの定義はインストールされていません。

これは、Windowsアンチマルウェアが初めて有効にされた直後に発生する一時的な状

態です。問題が解決しない場合は、定義を入手するコンピュータからMicrosoftへの連

絡に問題のある可能性があります。

Protectポリシーで[Managed Definitions (管理対象の定義 )]オプションを有効にすること

で、TaniumはMicrosoftの定義を収集してデプロイすることができます。
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Microsoft Anti-malware definition has not been updated within the grace period (猶予

期間内にMicrosoftアンチマルウェア定義が更新されていない)

Microsoftアンチマルウェアは有効で実行されていますが、アンチマルウェアの定義はポリ

シーの猶予期間よりも古くなっています(デフォルト = 1日 )。

これは、コンピュータが長期間オフラインになっていた場合に発生する一時的な状態で

す。問題が解決しない場合は、コンピュータからMicrosoftへの問い合わせに問題があり

ます。あるいは、[Managed Definitions (管理対象の定義 )]オプションが有効になってい

る場合、Protectサービスで定義をダウンロードする際に問題が発生している可能性が

あります。詳細については、Protectの[Home (ホーム)]ページで、[Anti-Malware
Definitions Status Health (アンチマルウェアの定義ステータスのヘルス)]を確認してくだ

さい。

Microsoft Anti-malware configuration does not match policy (Microsoftアンチマルウェア

の構成がポリシーと一致しません)

Microsoftアンチマルウェアの構成設定は、ポリシーに設定されているものとは異なります。

この問題は、ユーザーが手動で変更を行った場合に発生するか、GPOなどの外部プロ

グラムによって発生する可能性があります。

次回のポリシー適用時に、Protectが正しい状態にリセットされます(デフォルト = 1時
間 )。

Microsoft Anti-malware is not set to automatic start mode (Microsoftアンチマルウェアが

自動起動モードに設定されていません)

Microsoftのアンチマルウェアサービスが自動起動モードに設定されていません。この問題

は、ユーザーが手動で変更を行った場合に発生するか、GPOなどの外部プログラムに

よって発生する可能性があります。

次回のポリシー適用時に、Protectは開始モードを正しい状態にリセットします(デフォル

ト = 1時間 )。

Microsoft Anti-malware services are not all running (一部のMicrosoftのアンチマルウェア

サービスが実行されていません)

一部のMicrosoftのアンチマルウェア関連のサービスが実行されていません。この問題は、

ユーザーが手動で変更を行った場合に発生するか、GPOなどの外部プログラムによって

発生する可能性があります。
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次回のポリシー適用時に、Protectはサービスを正しい状態にリセットします(デフォルト =
1時間 )。

Unsupported EMET Settings (サポートされていないEMET設定 ) - (x)

この設定 (x)は、これらのエンドポイントで実行されているEMETのバージョンではサポートさ

れていません。この設定をサポートするにはEMETのバージョンが古すぎるか、提供された

EMET xmlの設定名にエラーが含まれます。

構成している設定が、使用しているEMETのバージョンに対して有効であることを確認し

てください。

EMET 5.5 is not installed (EMET 5.5がインストールされていません)

EMETがインストールされていないか、インストールされているバージョンが5.5より古いで

す。

次回のポリシー適用時に、ProtectはEMETの正しいバージョンをインストールします(デフォ

ルト = 1時間 )。

Unexpectedly missing EMET config (意外なことにEMETの構成がありません)

Protectには、付属のEMET構成がありません。Tanium Clientサービスのファイルアクセス許

可が不十分であるか、または外部プログラムによってファイルが削除されている可能性

があります。

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。

Unable to read settings from EMET config (EMET構成から設定を読み取ることができま

せん)

Protectは、指定されたEMET構成を開くことができませんでした。Tanium Clientサービスの

ファイルアクセス許可が不十分であるか、または転送中にファイルが破損した可能性が

あります。

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。

AppLocker is enabled. SRP might be ignored (AppLockerが有効になっています。SRPは
無視される可能性があります)
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AppLockerとSRPの両方の管理ポリシーが、これらのエンドポイントで設定されています。

AppLockerはSRPの新しい実装で、Applockerが有効な場合、WindowsはSRPを無視し

ます。

これらのエンドポイントから、ApplockerポリシーまたはSRP管理ポリシーのいずれかを削除

します。

Protect has not yet initialized Windows SRP (ProtectがWindows SRPを初期化していま

せん)

ProtectはSRPを初期化する必要があります。

これは、SRPが初めて有効にされた直後に発生する一時的な状態です。ポリシーが適

用されると、ProtectはSRPを正しく初期化します(デフォルト = 1時間 )。

Endpoint requires reboot to initialize Windows SRP (Windows SRPを初期化するには、

エンドポイントを再起動する必要があります)

SRPがProtectによって最初に初期化された後、システムが再起動されるまで、設定は

有効になりません。

SRPを有効にするには、これらのコンピュータを再起動する必要があります。

One or more expected Windows SRP rules was not correctly applied (1つ以上の期待

されるWindows SRPルールが正しく適用されませんでした)

SRPには、ポリシーで設定されているルールとは異なるルールがあります。この問題は、

ユーザーが手動で変更を行った場合に発生するか、GPOなどの外部プログラムによって

発生する可能性があります。

次回のポリシー適用時に、Protectが正しい状態にリセットされます(デフォルト = 1時
間 )。

Windows Firewall is not running (Windowsファイアウォールが動作していない)

現在、Windowsファイアウォールサービスは実行されていません。この問題は、ユーザーが

手動で変更を行った場合に発生するか、外部プログラムによって発生する可能性があ

ります。
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次回のポリシー適用時に、Protectが正しい状態にリセットされます(デフォルト = 1時
間 )。

Windows Firewall GPO conflict (WindowsファイアウォールとGPOの競合 )

GPOが、これらのエンドポイント上でWindowsファイアウォールの設定を変更しています。こ

れにより、GPO値とProtectのポリシー値の間で常に設定が変更されます。

GPOを使用してファイアウォールポリシーを使用することは、サポートされていません。これ

らのエンドポイントからGPO管理を削除してください。

An expected rule is missing from Windows Firewall (Windowsファイアウォールに、期待さ

れるルールがない)

Windowsファイアウォールに、ポリシーで設定されているルールとは異なるルールがありま

す。この問題は、ユーザーが手動で変更を行った場合に発生するか、外部プログラム

によって発生する可能性があります。

次回のポリシー適用時に、Protectが正しい状態にリセットされます(デフォルト = 1時
間 )。

An expected rule is not correct in Windows Firewall (Windowsファイアウォールで、期待

されるルールが正しくない)

Windowsファイアウォールに、ポリシーで設定されているルールとは異なるルールがありま

す。この問題は、ユーザーが手動で変更を行った場合に発生するか、外部プログラム

によって発生する可能性があります。

次回のポリシー適用時に、Protectが正しい状態にリセットされます(デフォルト = 1時
間 )。

Invalid rules are still applied (無効なルールがまだ適用されています)

Windowsファイアウォールに、ポリシーで設定されているルールとは異なるルールがありま

す。この問題は、ユーザーが手動で変更を行った場合に発生するか、外部プログラム

によって発生する可能性があります。

次回のポリシー適用時に、Protectが正しい状態にリセットされます(デフォルト = 1時
間 )。
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Firewall profile does not match policy (ファイアウォールのプロファイルとポリシーが一致し

ません)

Windowsファイアウォールに、ポリシーで設定されているルールとは異なるルールがありま

す。この問題は、ユーザーが手動で変更を行った場合に発生するか、外部プログラム

によって発生する可能性があります。

次回のポリシー適用時に、Protectが正しい状態にリセットされます(デフォルト = 1時
間 )。

One or more invalid firewall rules found in Policy (ポリシーに無効なファイアウォールの

ルールが1つ以上あります)

Windowsファイアウォールは、ポリシーで指定されたルールの一部を読み取れませんでし

た。これは、作成時またはエンドポイントへの転送中にポリシーが破損した場合に発生

します。

この問題が解決しない場合は、Protectポリシーを再作成してください。

Windows AppLocker is not enabled (Windows AppLockerが有効になっていない)

Windows AppLockerサービスが実行されていません。この問題は、ユーザーが手動で変

更を行った場合に発生するか、外部プログラムによって発生する可能性があります。

次回のポリシー適用時に、Protectが正しい状態にリセットされます(デフォルト = 1時
間 )。

Windows AppLocker configuration does not match policy (Windows AppLockerの設定

がポリシーと一致しません)

Windows AppLockerには、ポリシーで設定されている構成とは異なる構成があります。こ

の問題は、ユーザーが手動で変更を行った場合に発生するか、外部プログラムによっ

て発生する可能性があります。

次回のポリシー適用時に、Protectが正しい状態にリセットされます(デフォルト = 1時
間 )。

Windows AppLocker configuration enforced by Protect has not yet been applied
(Protectによって適用されるWindows AppLockerの構成はまだ適用されていません)
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Windows AppLockerは有効にされ、構成されていますが、新しい構成はまだ使用されて

いません。

AppLockerが実際にアプリケーションをブロックする前に、新しいルールに基づいて、

Protectによって構成が設定された後に、小さなウィンドウが表示されます。通常、この

問題は数分後に解決します。
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