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はじめに

このガイドでは、Carbon Black Cloud センサーのインストールおよび設定手順について説明します。

Carbon Black Cloud センサーは、Windows、macOS、Linux のエンドポイント、および VDI 環境のエンドポ

イントにインストールできます。センサーは、エンドポイントから Carbon Black Cloud 分析にデータを提供しま

す。Carbon Black Cloud を使用して、VMware ワークロードと Kubernetes クラスタのワークロードを保護す

ることもできます。

対象ユーザー

このドキュメントには、管理者、インシデント対応者、および Carbon Black Cloud を操作するその他のユーザー

向けのセンサーのインストール、更新、およびアンインストール手順が記載されています。

Carbon Black Cloud のアクティビティを管理するスタッフは、オペレーティング システム、Web アプリケーシ

ョン、インストールされたソフトウェア、デスクトップ インフラストラクチャ (特にソフトウェアのロールアウト、

パッチ管理、アンチウイルス ソフトウェアのメンテナンスのための社内手順)、および望ましくないソフトウェアの

影響を熟知している必要があります。
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センサーのインストールの開始 1
Carbon Black Cloud センサーは、Windows、macOS、Linux のエンドポイント、および VDI 環境のエンドポ

イントにインストールできます。センサーは、エンドポイントから Carbon Black Cloud 分析にデータを提供しま

す。

次の手順では、エンドポイントにセンサーをインストールする方法について説明します。ワークロードにセンサーを

インストールして管理するには、「9 章 仮想マシン ワークロードのセンサーの管理」を参照してください。

方法 1: センサーをエンドポイントにインストールするユーザーを招

待する

n 招待されたユーザーは、インストール コードを含む E メールを受信します。招待された各ユーザーは、センサ

ーをエンドポイントに直接インストールします。この方法は Linux センサーでは使用できません。

n この方法は、センサーを小数のエンドポイントにインストールする場合に便利です。

方法 2: コマンド ラインまたはソフトウェア配布ツールを使用してエ

ンドポイントにセンサーをインストールする

n コマンド ラインの方法を使用すると、小規模な展開とテストが可能になります。

n スクリプトまたは自動の方法では、ソフトウェア配布ツールを使用してセンサーをインストールします。この方

法は、多数のエンドポイントにわたってセンサーをインストールする場合に役立ちます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n エンドポイントにセンサーをインストールする前に

n 方法 1: センサーをエンドポイントにインストールするユーザーを招待する

n 方法 2: コマンド ラインまたはソフトウェア配布ツールを使用してエンドポイントにセンサーをインストールす

る 

エンドポイントにセンサーをインストールする前に

エンドポイントが、購入した Carbon Black Cloud 製品の動作環境要件 (OER) を満たしていることを確認します。

次の VMware Carbon Black Cloud センサーの動作環境要件を参照してください。

n Windows センサー（Windows デスクトップ上）の動作環境要件
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n Windows センサー（Windows Server 上）の動作環境要件

n Linux センサーの動作環境要件

n macOS センサーの動作環境要件

注：   一部のセンサー名には、製品名の「CB Defense」が含まれています。これは正しいです。同じセンサーがす

べての Carbon Black Cloud 製品に適用されます。

エンドポイントにセンサーをインストールする前に、次のトピックをお読みください。AV 除外を設定し、プロキシ

とファイアウォールの設定を行う環境を構成します ( 13 章 Carbon Black Cloud 通信の構成も参照してくださ

い)。

センサー グループとポリシーの割り当てについて

各センサーに、センサーに適用するポリシー ルールを決定するポリシーが割り当てられています。

以下のいずれかの条件が当てはまる場合をのぞき、デフォルトでは新しい各センサーに、 Standard ポリシーが割

り当てられています。

n コマンド ラインのインストール時に、代替ポリシーを定義している。

n センサー グループを作成したことがあり、インストールしたセンサーがセンサー グループの基準に一致し、か

つターゲット ポリシーが Standard ポリシーではない。

センサー グループ内のすべてのセンサーがセンサーに関連付けられたメタデータと定義した基準に基づき、ポリシー

に自動的に割り当てられている。この機能には次の（またはそれ以降の）センサー バージョンが必要です。

n Windows センサー v3.1

n macOS センサー v3.2

n Linux センサー v2.5

ユーザーの直接インストール中にポリシーを定義することはできません。 ただし、インストール後にセンサーが割り

当てられているポリシーは変更できます。

注：   ポリシーの割り当ては、Audit and Remediation スタンドアローン製品には適用されません。

ローカル スキャン設定

ローカル スキャン機能は、Windows センサー 2.0 以降でのみ使用できます。Audit & Remediation スタンドア

ローン製品、Linux センサー、または macOS センサーでは使用できません。

Windows のローカル スキャン設定の詳細については、「ローカル スキャン設定とアンチウイルス シグネチャ パッ

ク」を参照してください。コンソールでローカル スキャン設定を構成するには、VMware Carbon Black Cloud 
ユーザー ガイドの「ローカル スキャン設定の構成」を参照してください。

アンチウイルス除外ルールの設定

さまざまなエンドポイント プラットフォームに固有のルールを含む、アンチウイルス (AV) 除外ルールを作成できま

す。

通常どおり実行するには、他のアンチウイルス製品にカスタム ルールが必要です。

VMware Carbon Black Cloud センサー インストール ガイド
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他のセキュリティ製品を使用する場合は、Carbon Black Cloud センサーに対して次の除外を作成します。

Linux

/var/opt/carbonblack/

/opt/carbonblack/

macOS

/Applications/Confer.app/

/Applications/VMware Carbon Black Cloud

/Library/Application Support/com.vmware.carbonblack.cloud/ 

/Library/Extensions/CbDefenseSensor.kext

Windows フォルダ

C:\Program Files\Confer\

C:\ProgramData\CarbonBlack\

Windows ファイル

C:\Windows\System32\drivers\cti
file.sys

C:\Windows\System32\drivers\ct
inet.sys

C:\Windows\System32\drivers\cbe
lam.sys

C:\Windows\system32\drivers\cbd
isk.sys

C:\windows\system32\CbAMSI.dll C:\windows\system32\ctiuser.dll

C:\windows\syswow64\CbAMSI.dll C:\windows\syswow64\ctiuser.dl
l

C:\Windows\Syswow64\ctintev.dll

C:\Program 
Files\Confer\BladeRunner.exe

C:\Program 
Files\Confer\CbNativeMessaging
Host.exe

C:\Program 
Files\Confer\RepCLI.exe

C:\Program 
Files\Confer\RepMgr.exe

C:\Program 
Files\Confer\RepUtils.exe

C:\Program 
Files\Confer\RepUx.exe

C:\Program 
Files\Confer\RepWAV.exe

C:\Program 
Files\Confer\RepWmiUtils.exe

C:\Program 
Files\Confer\RepWSC.exe

C:\Program 
Files\Confer\Uninstall.exe

C:\Program 
Files\Confer\VHostComms.exe

C:\Program 
Files\Confer\Blades\LiveQuery\o
squeryi.exe

C:\Program 
Files\Confer\scanner\scanhost.e
xe

C:\Program 
Files\Confer\scanner\upd.exe
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アンチウイルス除外ルールを設定する

この手順を使用して、さまざまなエンドポイント プラットフォームに固有のルールを含むアンチウイルス除外ルール

を作成します。

注：   一部のセキュリティ ベンダーは、すべてのディレクトリ コンテンツを示すため、末尾のアスタリスク (*) が必

要な場合があります。

手順

1 左側のナビゲーション ペインで、[適用] - [ポリシー] の順にクリックします。

2 ポリシーを選択します。

3 [防止] タブをクリックし、[権限] を展開します。

4 [アプリケーション パスを追加] をクリックします。

5 セキュリティ ベンダーから除外するアンチウイルスの推奨ファイル/フォルダを入力する。

6 操作を試行する [任意の API 操作を実行] を [バイパス] に設定します。

7 変更を適用するには、[確認] をクリックし、[保存] をクリックします。

方法 1: センサーをエンドポイントにインストールするユーザーを招

待する

この方法は、インストールするセンサーの数が少ない場合、またはソフトウェア配布ツールが利用できない場合に役

立ちます。この方法は Linux センサーでは使用できません。

インストール コードは 7 日後に期限が切れます。

重要：   エンドポイントのユーザーには、センサーをインストールする管理者権限が必要です。

注：   Windows 3.6 センサーのリリースによって、インストール コードまたは会社コードのいずれかを提供してセ

ンサーをインストールできます。

センサーをインストールするようユーザーを招待する

エンドポイントにセンサーをインストールするユーザーを招待できます。

手順

1 Carbon Black Cloud コンソールにログインします。

2 ナビゲーション バーで、[インベントリ] をクリックし、[エンドポイント] をクリックします。

3 [センサー オプション] をクリックし、[インストール リクエストの送信] [をクリックします。]

4 1 人のユーザーまたは複数のユーザーを追加します。複数のユーザーを追加するには、メール アドレスのカンマ

区切りのリストを入力し、[送信] をクリックします。
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結果

ユーザーは、インストーラのダウンロード リンクと固有の単回使用インストール コードを含む招待メールを受信し

ます。インストール コードは 1 週間後に期限が切れます。インストール コードの有効期限が切れた場合は、「新しい

インストール コードを送信する」の手順を実行します。

ユーザーは、E メールの指示に従ってセンサーをインストールする必要があります。メールで、エンド ユーザーは適

切な OS インストーラ リンクをクリックしてセンサーをダウンロードします。

注：   招待メールを送信する場合は、事前にユーザーに通知することをお勧めします。事前通知で、ダウンロードす

るバージョン (32 ビットまたは 64 ビット) をユーザーに伝えます。センサーの 32 ビット バリアントは、64 ビッ

ト バージョンの Windows では実行されません。インストール コードをコピーしてプレーン テキスト エディタに

貼り付け、そのエントリをコピーしてインストーラに貼り付けるようにユーザーに指示します。インストール コード

をコンソールから直接コピー/貼り付けしても、常に正常に動作するとは限りません。

ユーザーが 3.0 より前のバージョンのセンサーをインストールしている場合は、3.0 以降の拡張インストール コー

ドではなく、レガシーの 6 桁のコードを使用する必要があります。6 桁のコードは [エンドポイント] ページで確認

できます。要求が行われているユーザーを展開し、リストされた v1-v2 コードを提供します。

新しいインストール コードを送信する

インストール コードの有効期限が切れている場合は、次の手順に従って新しいインストール コードをユーザーに送

信できます。

手順

1 Carbon Black Cloud コンソールにログインします。

2 ナビゲーション バーで、[インベントリ] をクリックし、[エンドポイント] をクリックします。

3 インストール コードの有効期限が切れているセンサーを検索して選択します。

4 [][アクション実行] をクリックし [新しいインストール コードを送信] をクリックします。

方法 2: コマンド ラインまたはソフトウェア配布ツールを使用してエ

ンドポイントにセンサーをインストールする

コマンドラインでインストールするか、グループ ポリシーやシステム管理ツールなどのスクリプト化または自動化さ

れた方法を使用してセンサーをインストールできます。

後者の方法は、多数のエンドポイントにわたってセンサーをインストールする場合に役立ちます。

注：   センサーは、初回インストール時にプロキシ設定を自動的に検出しようとします。これはテストする必要があ

ります。自動検出が成功しない場合は、MSI コマンド ラインにプロキシの IP アドレスとポートを含めるようにパラ

メータを定義する必要があります。「プロキシの構成」を参照してください。

重要：   センサーをインストールするには管理者権限が必要です。

記載されている順に以下の手順を実行します。

1 会社登録コードを取得する

VMware Carbon Black Cloud センサー インストール ガイド
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2 センサー キットのダウンロード

3 エンドポイントへのセンサーのインストール

会社登録コードを取得する

新しいセンサーを登録するには、会社登録コードを取得する必要があります。

すでに生成された会社コードをコピーし、ソフトウェア配布システムまたはイメージングによるセンサーの自動イン

ストールを実行するときに提供します。

新しい会社コードを生成すると、前の会社コードが無効になり、元に戻すことはできません。現在のコードが侵害さ

れ、許可されていない個人によって使用されているという懸念がある場合は、会社コードを再生成する必要がありま

す。会社コードを再生成する場合は、ソフトウェア配布ツールまたは既存のインストール スクリプトを更新して、新

しいコードを使用する必要があります。

注：   1.x — 2.x Windows または macOS センサー バージョンでは、会社登録コードの長さが短縮され 8 文字に

なります。

1.x — 2.x の会社コードを使用して、バージョン 3.0 より前の Windows または macOS センサーを更新します。

センサーのインストール中にコードを提供するプロセスは変わりません。拡張コードを使用するには、ソフトウェア

配布ツールまたは既存のインストール スクリプトを更新する必要があります。

会社コードを変更し、新しいコードを使用してセンサーをインストールすると、古いセンサーは引き続き動作します。

インストールしたセンサーは影響を受けません。新しいインストール パッケージのみ新しいコードを使用する必要

があります。

手順

1 Carbon Black Cloud コンソールにログインします。

2 ナビゲーション バーで、[インベントリ] をクリックし、[エンドポイント] をクリックします。

3 [センサー オプション] - [会社コードの表示] の順にクリックします。

[会社コードの表示] ウィンドウが表示されます。

4 コードを取得するには、[登録] タブで [コピー] をクリックします。

VMware Carbon Black Cloud センサー インストール ガイド
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登録解除コードを取得する

会社登録解除コードを取得できます。これは、センサーをアンインストールするときに使用する一般的な会社コード

です。

会社登録解除コードは、現在のコードが侵害され、許可されていない個人によって使用されているという懸念がある

場合は、いつでも再生成できます。

センサーをアンインストールするための会社コードを表示して提供するには、[会社コードの表示] ウィンドウで [登
録解除] タブを見つけて、登録解除コードをコピーします。

注：   macOS センサーと Windows センサーのみ、会社の登録解除コードでアンインストールできます。コマン

ド ラインを使用した エンドポイントからの Linux センサーのアンインストール

センサー キットのダウンロード

エンドポイントのオペレーティング システムに一致するセンサー キットをダウンロードする必要があります。

手順

1 Carbon Black Cloud コンソールにログインします。

2 ナビゲーション バーで、[インベントリ] をクリックし、[エンドポイント] をクリックします。

3 [センサー オプション] をクリックし、[センサー キットをダウンロード] をクリックします。
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4 適切なセンサー キットのバージョンを選択し、リンクをクリックしてダウンロードします。

エンドポイントへのセンサーのインストール

エンドポイントへのセンサーのインストールは、オペレーティング システムと環境によって異なります。

特定のセンサーのインストール手順については、次のセクションを参照してください。

n 2 章 エンドポイントへの Linux センサーのインストール

n 3 章 エンドポイントへの macOS センサーのインストール

n 4 章 VDI 環境でのエンドポイントへのセンサーのインストール

n 5 章 エンドポイントへの Windows センサーのインストール

VMware Carbon Black Cloud センサー インストール ガイド
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エンドポイントへの Linux センサーの
インストール 2
このセクションでは、コマンド ラインから Linux センサーをインストールする方法について説明します。

重要：   ここで説明するプロセスを開始する前に、「1 章 センサーのインストールの開始」をお読みください。センサ

ーの正常なインストールに役立つ、関連性の高い情報が含まれています。

センサーをインストールする前に、次のステップを実行する必要があります。

会社登録コードを取得する

センサー キットのダウンロード

センサー キットは、cb-psc-sensor-<DISTRO>-<BUILD-NUMBER>.tgz 形式の .tgz です。

Carbon Black Cloud v2.5.0 Linux センサーのリリースにより、Audit & Remediation および Enterprise 
EDR が Linux プラットフォームでサポートされるようになりました。Carbon Black Cloud Linux センサーは高

度にモジュール化されています。Enterprise EDR および Audit & Remediation の独立したランタイムの使用可

能性をサポートできます。インストーラ パッケージを手動でカスタマイズして、必要な機能のみをインストールでき

ます。Audit & Remediation のみをインストールするには、「Carbon Black Cloud Linux 機能選択のカスタマ

イズ」を参照してください。

Linux インストール用のプロキシを構成するには、「Linux 用プロキシの構成 (すべてのセンサー バージョン)」を参

照してください。

注：   会社登録コードに特殊文字 (!、#、*、$ など) が含まれ、引用符で囲まれていない場合、インストールはすぐ

に終了します。二重引用符は、単一引用符の代わりとしては受け入れられません。

この章には、次のトピックが含まれています。

n エージェントを展開する

n 展開された Tar ボールの内容を確認する

n Linux センサー バージョン 2.10 以降の場合の Linux 4.4 以降のカーネルの前提条件

n Linux センサー cfg.ini ファイルについて

n Linux インストーラ コマンド ライン パラメータ

n 単一エンドポイントに Linux センサーをインストールする

n RPM/DPKG インストーラを使用してエンドポイントに Linux センサーをインストールする

n 初回起動時に自動的に登録されるエンドポイントに Linux センサーをインストールする 
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エージェントを展開する

Linux センサーをエンドポイントにインストールする最初の手順では、エージェントを展開します。

手順

1 エンドポイントでルート所有の一時インストール ディレクトリを作成します。/tmp や /var/tmp などの共

有フォルダは使用しないでください。

$ sudo mkdir cb-psc-install

2 インストーラ パッケージのコンテンツを作成した一時ディレクトリに抽出します。cb-psc-sensor-
<DISTRO>-<BUILD-NUMBER>.tgz をインストーラ パッケージのファイル名に置き換えます。

$ sudo tar -C cb-psc-install -xzf cb-psc-sensor-<DISTRO>-<BUILD-NUMBER>.tgz

注：   -xzf オプションに関して、z はオプションです。

展開された Tar ボールの内容を確認する

2.11.2 Linux センサーのリリースでは、すべての Tar ボール コンテンツのデジタル整合性検証が有効になります。

次の手順を実行して、TGZ を展開した後、センサーをインストールする前に整合性を確認します。

前提条件

通常、Linux に事前インストールされている以下の 2 つのツールが必要です。

n GnuPG パッケージ (/usr/bin/gpg ツール用)

n SHA256 チェックサム ツール: /usr/bin/sha256sum

さらに、VMware Carbon Black パブリック キーをダウンロードしなければなりません public.asc。

手順

1 public.asc.gpg ファイルを作成するには、VMware Carbon Black パブリック キーを public.asc とし

てダウンロードし、dearmor します。

gpg --dearmor public.asc
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2 含まれている manifest.sha256 ファイルをパブリック キーで確認するには、次の手順を実行します。この

手順では、trustdb.gpg ファイルを作成します。このファイルは無視しても問題ありません。

注：   次の出力例では、「良好な署名」行がマニフェストを検証します。WARNING 行は無視してかまいませ

ん。署名の日付は TGZ 署名日です。

$ gpg --no-default-keyring --homedir . \
--keyring public.asc.gpg \
--verify manifest.sha256.asc manifest.sha256

[Example output:]
gpg: WARNING: unsafe permissions on homedir '/tmp/cb-psc-install'
gpg: Signature made Wed Jun  9 01:49:05 2021 IST
gpg:                using RSA key 485BB0DF6AC57704
gpg: /tmp/cb-psc-install/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: Good signature from "bit9build (bit9cs) <support@bit9.com>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 1853 62D1 D591 FDFA 0C64  7B58 485B B0DF 6AC5 7704

3 解凍されたファイルの整合性を確認します: $ sha256sum -c manifest.sha256

blades/bladesUnpack.sh: OK
blades/cb-psc-lq-0.9.8200-8200-blade.tar.gz: OK
blades/cb-psc-th-0.9.8200-8200-blade.tar.gz: OK 
cb-psc-sensor-2.11.2-545096.el6.x86_64.rpm: OK
cb-psc-sensor-2.11.2-545096.el7.x86_64.rpm: OK
cb-psc-sensor-2.11.2-545096.el8.x86_64.rpm: OK
install.sh: OK

4 TGZ から抽出された予期しないファイルを確認します。検証済みの manifest.sha256、public.asc、

pubic.asc.gpg、trustdb.gpg、および 2 つのマニフェスト ファイルにリストされたファイルが表示されま

す。ディレクトリに追加ファイルが存在すると、TGZ が改ざんされたと表示されます。

Linux センサー バージョン 2.10 以降の場合の Linux 4.4 以降のカ

ーネルの前提条件

センサーをインストールする前に、基盤となる BPF 実装では、アクティブなカーネルをインストールするために 

Linux カーネル ヘッダーが必要です。

ヘッダーがインストールされていることを確認するには、次のコマンドを実行します。

cat /boot/config-$(uname -r) | grep CONFIG_IKHEADERS

CONFIG_IKHEADERS=m または CONFIG_IKHEADERS=y のいずれかの結果は、BPF のヘッダーをインストールする

必要がないことを意味しています。
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次のコマンドを実行して、実行中のカーネルのバージョンを確認します。$ uname -r

注：   現時点では、カーネル モジュールが署名されていないため、セキュア ブートは CBC Linux インストーラで

サポートされていません。インストールの前に、セキュア ブートを無効にするか、お好みの方法でカーネル モジュ

ールに署名してください。セキュア ブートを無効にせずにインストールを試みると、インストール時にセンサーがバ

イパス モードになります。

CentOS、RHEL、Oracle RHCK、Amazon Linux の場合

n カーネル ヘッダーがインストールされているかどうかを確認するには (すべてのユーザーがこれを実行できま

す):

$ yum list kernel-devel-$(uname -r)

n 必要なカーネル ヘッダーをインストールするには:

$ sudo yum install -y kernel-devel-$(uname -r)

n 適切にインストールされている場合、必要なカーネル ヘッダーは下にあります

$ /usr/src/kernels/$(uname -r)/include/

[カーネル ヘッダー パッケージが見つからない場合]

Linux ディストリビューションではカーネル パッケージが定期的に更新されるため、古いカーネル ヘッダー パッケ

ージがパッケージ リポジトリに保持されない場合があります。この場合の最も簡単な解決策は、システムを最新のカ

ーネルに更新してから、カーネル ヘッダーのインストール コマンドを再実行することです。

カーネルを最新バージョンに更新してカーネル ヘッダーをインストールするには、次のコマンドを実行します(再起

動が必要です)。

$ sudo yum update kernel kernel-devel

$ reboot

Oracle UEK の場合

n カーネル ヘッダーがインストールされているかどうかを確認するには (すべてのユーザーがこれを実行できま

す):

$ yum list kernel-uek-devel-$(uname -r)

n 必要なカーネル ヘッダーをインストールするには:

$ sudo yum install -y kernel-uek-devel-$(uname -r)

n 適切にインストールされている場合、必要なカーネル ヘッダーは下にあります

$ /usr/src/kernels/$(uname -r)/include/
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SUSE または OpenSUSE の場合

n カーネル ヘッダーがインストールされているかどうかを確認するには (すべてのユーザーがこれを実行できま

す):

$ zypper se -s kernel-default-devel | grep $(uname -r | sed "s/-default//")

$ zypper se -s kernel-devel | grep $(uname -r | sed "s/-default//")

n 出力は次のようになります。ここで、 i+ はパッケージがインストールされていることを示します。左側の列が 

v または空白の場合は、パッケージをインストールする必要があります。

$ i+ kernel-default-devel | package | 4.12.14-lp150.12.25.1 | x86_64 | openSUSE-
Leap-15.0-Update

n 必要なカーネル ヘッダーをインストールするには:

$ zypper install --oldpackage kernel-default-devel=$(uname -r | sed "s/-default//")

$ zypper install --oldpackage kernel-devel=$(uname -r | sed "s/-default//")

n 適切にインストールされている場合、必要なカーネル ヘッダーは下にあります。

/usr/src/linux-$(uname -r | sed "s/-default//")/include/

n 次のコマンドを実行して、必要なファイルを検索できます。

$ find /usr/src/linux-$(uname -r | sed "s/-default//")/include/ | grep -f ~/includes

Debian の場合

n カーネル ヘッダーがインストールされているかどうかを確認するには (すべてのユーザーがこれを実行できま

す):

apt list linux-headers-$(uname -r)

n 必要なカーネル ヘッダーをインストールするには:

sudo apt install linux-headers-$(uname -r)

n 適切にインストールされている場合、必要なカーネル ヘッダーは下にあります

/usr/src/linux-headers-/$(uname -r)/include/

Ubuntu の場合

n カーネル ヘッダーがインストールされているかどうかを確認するには (すべてのユーザーがこれを実行できま

す):

apt list linux-headers-$(uname -r)

n 必要なカーネル ヘッダーをインストールするには:
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sudo apt install linux-headers-$(uname -r)

n 適切にインストールされている場合、必要なカーネル ヘッダーは下にあります

/usr/src/linux-headers-$(uname -r)/include/

Linux センサー cfg.ini ファイルについて

Linux センサーは、プライマリ構成の詳細を過渡状態とともに /var/opt/carbonblack/psc/cfg.ini ファ

イルに保持します。

センサーのインストール時に cfg.ini ファイルが作成されます。センサーの実行中に変更され、ソフトウェアのア

ップグレード、通信の構成と状態、デバイス登録情報など、多数の長期的なステートフル プロセスを管理するために

使用されます。

センサーは通常、起動時に cfg.ini ファイルを 1 回読み取り、センサーが情報を更新する必要がある場合に 1 回以

上書き込みます。したがって、センサーの停止中に cfg.ini ファイルを編集する必要があります。センサーの実行

中に行われた変更は、ファイルの次回の更新によって上書きされる可能性が高く、いずれの場合も、次回の起動まで

センサーには表示されません。ファイルの編集中に発生するセンサーのダウンタイムを減らすために、どのような変

更を行うのかを計画することをお勧めします。

install.sh スクリプトは、エンドポイントにセンサーをインストールします (単一エンドポイントに Linux セン

サーをインストールするを参照)。このスクリプトを実行する場合、そのスクリプトの --prop オプションを使用し

て、cfg.ini フィールドを設定できます。たとえば、次のようにこのセンサーのメール アドレスを設定します。

./install --prop 'EmailAddress=bill@example.com'

ヒント:    この例では、パラメータは一重引用符で囲まれています。この場合、これは厳密には必須ではありません

が、適切な方法です。
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表 2-1. サポートされている Install.sh cfg.ini (--prop) オプション

オプション 値 メモ

CompanyCode 文字列値

会社コードにアクセスまたは再生成するには、 

[エンドポイント] > [センサー オプション] > 
[会社コード] の順に移動します。会社コード

は一重引用符で囲む必要があります。

会社コードは、このマシンを所有する会社を識

別します。組織全体で、すべてのマシンがこの

オプションに対して同じ値を持つ必要があり

ます。

重要：   VDI 環境を管理し、会社コードを新し

いインスタンスにコピーする必要がある場合

を除き、Carbon Black は会社コードの使用

を推奨しません。会社コード値は、

install.sh スクリプトに登録コードを提

供することで、センサーのインストール中にす

でに設定されています。

GroupName 文字列値

ポリシー名 (グループ名) にスペースが含まれ

る場合は、必ずこの値を引用符で囲んでくださ

い。

。

オプションのポリシー名の割り当て。このフ

ィールドは、このエンドポイントのポリシーの

値を設定します。これは、このセンサーに適用

されるルール セットに影響します。これは、

インストール時にセンサーが使用するポリシ

ーを事前に設定するために使用できます。

注：   これは、Carbon Black Cloud コンソ

ールで管理する方が簡単な場合があります。

バックエンドは、コンソールで行われた変更に

応じてこのフィールドを変更する場合があり

ます。この割り当ては、インストール中に設定

することもできます。/install.sh --
groupname 'SensorGroupName'

EmailAddress 任意のメール アドレスを設定できます。 これは、このセンサーを管理するための連絡先

です。指定したアドレスは、コンソールの [エ
ンドポイント] 画面に表示されます。

ProxyServer server:port ProxyServer フィールドを設定して、プロキ

シ サーバ (「squid」プロキシ サーバなど) を
介してセンサー ネットワーク トラフィックを

移動できます。サーバの IP アドレスを指定で

きます。

ProxyPemFile PEM ファイルのフル ファイル パスとファイ

ル名を指定します。例：./install.sh --
proxy 1.2.3.4:3129 --prop 
ProxyPemFile=/path/path/my-pem-
file.pem。

PEM ファイルは、証明書ベースの認証を使用

する一部のプロキシに接続するために使用さ

れます。PEM ファイルは、プロキシ サーバも

設定されている場合にのみ使用されます。

PEM ファイルがない場合、プロキシ サーバ接

続は認証なしで試行されます。

Linux インストーラ コマンド ライン パラメータ

次のコマンド ライン パラメータは、Linux センサー 2.12 以降から始まる install.sh インストール ユーティリ

ティ スクリプトでサポートされています。パラメータ値は常に一重引用符で囲む必要があります。

すべてのコマンド ライン パラメータを表示するには、-h パラメータと一緒にコマンドを実行します。
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表 2-2. 

パラメータ 説明

<パラメータなし> センサーのみエンドポイントにインストールします。センサーを登録

または起動しません。

-b | --bypass インストール後すぐにバイパス モード (無効な保護) を有効にします。

'<Company_Code>' センサーを登録して起動します。

-d | --disable-lr 起動中にセンサーの Live Response を無効にします。Live 
Response はデフォルトで有効になっています。

-g | --groupname‘<POLICY_NAME>’ 起動中にセンサーを追加するポリシーを割り当てます。

-h | --help すべてのコマンド ライン オプションを表示します。

-p | --proxy ‘<PROXY_SERVER:PORT>’ 優先プロキシ サーバとポート。

-r | --register このオプションはエージェントの起動をスキップし、インストール中に

のみセンサーを登録します。このオプションを使用する場合は、会社コ

ードを渡す必要があります。

単一エンドポイントに Linux センサーをインストールする

単一のエンドポイントに Carbon Black Cloud Linux センサーをインストールするには、次の手順を実行します。

手順

1 インストーラ パッケージの内容を一時ディレクトリに抽出します。

2 次のコマンドを実行して、センサーをインストールして登録します。「<COMPANY_CODE>」を会社登録コー

ドに置き換えます:

sudo cb-psc-install/install.sh ‘<COMPANY_CODE>’

Linux センサー バージョン 2.11.1 以降の場合、コマンド ラインを使用してセンサーをインストールおよび登録

する間にプロキシ サーバの詳細を指定できます。'<COMPANY_CODE>' を会社の登録コードに置き換えま

す。

sudo cb-psc-install/install.sh [-p|--proxy ‘proxyhost:proxyport’] ‘<COMPANY_CODE>’
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Linux センサー バージョン 2.6.0 以降では、オプションのパラメータを cfg.ini ファイルからインストール 

スクリプトに渡すことができます。パラメータの完全なリストと、cfg.ini の詳細については、Linux センサ

ー cfg.ini ファイルについてを参照してください。

注：   -p|--proxy は、Linux センサー バージョン 2.11.1 以降で使用できるオプションのパラメータです。エ

ンドポイントがバックエンドと通信するためのプロキシ サーバの詳細を渡します。IP アドレスまたはホスト名

を、proxyhost の一部として指定できます。

注：   Linux センサーは、cfg.ini を介した HTTP 非認証プロキシ サーバのみをサポートします。

表 2-3. 

プロキシ タイプ IP アドレスの形式 FDQN 形式

HTTP ip:port fdqn:port

HTTP http://ip:port http://fdqn:port

Cfg.ini 設定の例:

[customer]
ProxyServer=proxy.example.com:3128

RPM/DPKG インストーラを使用してエンドポイントに Linux セン

サーをインストールする

この方法を使用して、エンドポイントに Linux センサーをインストールできます。

手順

1 インストーラ パッケージの内容を一時ディレクトリに抽出します。

2 RPM/DEB パッケージをインストールします。

RPM:

x86_64 マシンの場合：

$ sudo rpm -i cb-psc-install/cb-psc-sensor-<BUILD-NUMBER>.x86_64.rpm 

aarch64 マシンの場合：

$ sudo rpm -i cb-psc-install/cb-psc-sensor-<BUILD-NUMBER>.aarch64.rpm

DEB:

x86_64 マシンの場合：

$ sudo dpkg -i cb-psc-install/cb-psc-sensor-<BUILD-NUMBER>.x86_64.deb 

aarch64 マシンの場合：

$ sudo dpkg -i cb-psc-install/cb-psc-sensor-<BUILD-NUMBER>.aarch64.deb
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3 ブレードをインストールします。

$ sudo cb-psc-install/blades/bladesUnpack.sh

4 cfg.ini ファイルを v3.x+ 会社登録コードで更新します。

$ sudo /opt/carbonblack/psc/bin/cbagentd -d '<COMPANY_CODE>'

5 エージェントを開始します。

CentOS/RHEL 6 の場合:

$ service cbagentd start

その他すべてのディストリビューションの場合:

$ systemctl start cbagentd

初回起動時に自動的に登録されるエンドポイントに Linux センサー

をインストールする

この方法を使用すると、Linux センサーは初回起動時に登録されます。

手順

1 インストーラ パッケージの内容を一時ディレクトリに抽出します。

2 install.sh スクリプトを使用して、エージェントをインストールしますが、会社コードは入力しないでくださ

い。$ sudo cb-psc-install/install.sh

3 cfg.ini ファイルを v3.x 以降の会社コードで更新します。$ sudo /opt/carbonblack/psc/bin/
cbagentd -d '<COMPANY_CODE>'

結果

注：   センサーは、センサーの起動時に登録されるように構成されています。これは、次回のシステム起動時または

エージェントの再起動によって発生する可能性があります。エージェントが起動すると、センサーは自身を Carbon 
Black Cloud バックエンドに登録します。
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エンドポイントへの macOS センサー
のインストール 3
このセクションでは、エンドポイントに macOS センサーをインストールする方法について説明します。

重要：   ここで説明するプロセスを開始する前に、「1 章 センサーのインストールの開始」をお読みください。センサ

ーの正常なインストールに役立つ、関連性の高い情報が含まれています。

Carbon Black Cloud Mac センサー バージョン 3.7.1.12 および 3.7.2.77 をお使いのお客様には、2023 年 1 月 

9 日までにバージョン 3.7.1.17 および 3.7.2.81 を導入することを強くお勧めします。詳細については、3.7.1.17 リ
リース ノートおよび 3.7.2.81 リリース ノートを参照してください。センサー バージョン 3.7.1.12 および 

3.7.2.77 は、2023 年 1 月 9 日までに廃止されます。

方法 1: センサーをエンドポイントにインストールするユーザーを招待する を使用して macOS センサー 3.6.1 以
降をインストールする場合は、[詳細]オプションを使用して FIPS を有効にできます。FIPS を有効にしないようにユ

ーザーに指示します。この機能は、Carbon Black Cloud の商用インスタンスではサポートされません。

センサーをインストールする前に、次のステップを実行する必要があります。

会社登録コードを取得する

センサー キットのダウンロード

注：   VMware Workspace One の手順については、「Workspace ONE UEM を使用した VMware Carbon 
Black Cloud センサーの展開」を参照してください。

この章には、次のトピックが含まれています。

n カーネル拡張の承認 (macOS 10.13 ～ macOS 11)

n macOS 11 以降のシステム拡張とネットワーク拡張の承認

n macOS センサーのフル ディスク アクセス要件

n macOS 10.15 以降の再起動要件

n Big Sur の macOS センサーに対する特別な考慮事項

n macOS 11 以降でのセンサーの手動インストールと承認

n macOS センサーのコマンド ライン インストール

n Jamf Pro を使用した Big Sur 以降への macOS センサーの展開

n RepCLI を介して正常なシステム拡張センサーを検証する

n インストール後の拡張警告に対処する 
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n macOS サービス、ユーティリティ、アンインストーラ

n Workspace ONE UEM を使用したエンドポイントへの macOS センサーのインストール

カーネル拡張の承認 (macOS 10.13 ～ macOS 11)

macOS High Sierra (10.13) への macOS v3.1 センサーのインストールには、管理ポリシーまたはユーザーによ

る製品のカーネル機能拡張 (KEXT) の承認が必要です。

この要件は Apple によって実施されています。ドライバ コンポーネントを持つすべてのサードパーティ製品に適

用されます。センサーは、以前の KEXT 承認ステータスに関係なく、KEXT 承認を必要とします。

注：   macOS Big Sur の場合、ユーザー KEXT の承認は要件のほんの一部であり、macOS Big Sur での KEXT 
展開には MDM 承認が必要です。

Carbon Black は、MDM ポリシー、NetBoot、または事前設定済みのイメージを使用して、事前承認済のドライ

バでエンドポイントを事前設定することを推奨します。このアプローチにより、特にコマンド ライン インストール

中のセンサーのインストールが簡単になります。インストール中 CLI メッセージが表示され、インストールをスキッ

プして終了するための - kext フラグが求められます。

センサーのインストール前にドライバが事前に承認されていない場合、動作は以下のようになります。

コマンド ライン インストール: インストールは完了し、成功を返しますが、インストール ログに警告を記録します。

ドライバをロードできないため、センサーはバイパス状態になり、この状態をクラウドに報告します。KEXT が承認

されると、センサーは 1 時間以内に回復し、完全な保護状態になります。

直接インストールは、コマンド ライン インストールと同様に処理されますが、2 つの違いがあります。 (1) センサー

のインストールでは、ユーザーに対して、システム環境設定を使用して KEXT の承認を求めるダイアログ メッセー

ジが表示されます。(2) インストーラは最大 10 分間停止し、ユーザーに KEXT を承認する機会を与えます。

KEXT を手動で承認する

この手順では、KEXT を手動で承認できます。

手順

1 センサーをエンドポイントにインストールします。

2 [システム環境設定] の [セキュリティとプライバシー] ペインで、[全般] タブをクリックします。

3 管理者として認証します。

4 [System software from developer "Carbon Black" was prevented from loading (開発者「Carbon 
Black」のシステム ソフトウェアはロードされませんでした)] について [許可する] ボタンをクリックします。

インストーラの実行が完了しセンサーをロードします。

MDM を介した KEXT の承認

MDM を使用して KEXT を承認するには、この手順を使用します。
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手順

u 設定プロファイルから、Apple チーム ID および KEXT バンドルを指定します。

n Apple チーム ID: 7AGZNQ2S2T

n KEXT バンドル ID: com.carbonblack.defense.kext

『How to approve Mac Sensor 3.0 KEXT for Install/Upgrade』および『Apple Technical Note 
TN245』を参照してください。

Big Sur の MDM を介して KEXT を承認

KEXT を承認するために必要な MDM ペイロードを配布する最も簡単な方法は、docs フォルダ内のインストーラ

のマウントされた DMG にある MDM-KEXT-approval.mobileconfig ファイルをアップロードすることで

す。

カーネル拡張の構成プロファイルで Apple チーム ID と KEXT バンドル ID を指定して、添付された 

mobileconfig を MDM ツールで再作成することもできます。

n Apple チーム ID: 7AGZNQ2S2T

n KEXT バンドル ID: com.carbonblack.defense.kext

MacOS Big Sur で KEXT のロードを許可するには、OS はインストール後に KEXT を承認するために管理者から

ローカル アクションを要求するか、カーネル キャッシュを再構築するために MDM からカスタマイズされた再起動

コマンドを要求します。

次の方法を使用するには、MDM がカスタム XML をサポートしている必要があります。MDM プロバイダがカスタ

ム XML をサポートしていない場合は、ローカル承認方法を使用して KEXT を実行します。

必要な MDM コマンドを配布する最も簡単な方法は、docs フォルダ内のインストーラのマウントされた DMG に
ある MDM-KEXT-reboot-command.xml ファイルをアップロードすることです。この XML ファイルはカスタ

ム コマンドとしてアップロードし、KEXT のインストール後にエンドポイントに送信する必要があります。ターゲ

ット マシンは警告なしで再起動します。この配布方法は、MDM プロバイダが RebuildKernelCache をサポート

するために再起動プロトコルを更新するまでの一時的なワークフローです。コマンドは次のとおりです。

<dict>
   <key>RebuildKernelCache</key>
   <true/>
   <key>KextPaths</key>
   <string>/Library/Extensions/CbDefenseSensor.kext</string>
   <key>RequestType</key>
   <string>RestartDevice</string>
</dict>

オペレーティング システムをサポートしていない、または KEXT 承認が必要な
センサーを持つデバイスを特定する

これらの検索手順では、サポートされていないオペレーティング システムで実行されているセンサー、または KEXT 
が承認されていないセンサーが表示されます。

VMware Carbon Black Cloud センサー インストール ガイド

VMware, Inc. 29

https://community.carbonblack.com/t5/Knowledge-Base/Cb-Defense-How-to-approve-Mac-Sensor-3-0-KEXT-for-Install/ta-p/34012


手順

1 Carbon Black Cloud コンソールにログインします。

2 ナビゲーション バーで、[インベントリ] をクリックし、[エンドポイント] をクリックします。

3 [ステータス] フィルタを[すべて]に変更し、次の検索クエリを入力します: sensorStates:UNSUPPORTED_OS

4 次の検索クエリを使用して、オペレーティング システムをサポートしているが、センサー KEXT またはシステ

ム拡張が承認されていないセンサーを持つデバイスを特定するのに役立ちます

sensorStates:DRIVER_LOAD_NOT_GRANTED

macOS 11 以降のシステム拡張とネットワーク拡張の承認

macOS 11 (Big Sur) 以降、センサーはユーザー スペースの操作にシステム拡張とネットワーク拡張 (Web コンテ

ンツ フィルタ) を使用します。操作を承認するためにクライアント側の通知を抑制するには、可能な限り MDM を介

してシステム拡張とネットワーク拡張を事前承認する必要があります。

手動インストールとセンサー承認については、macOS 11 以降でのセンサーの手動インストールと承認 を参照して

ください。

MDM を介したシステム拡張の承認

この手順を使用して、MDM に正しい mobileconfig を手動で作成します。

手順

u 許可されたシステム拡張構成プロファイルで Apple チーム ID とシステム拡張バンドル ID を指定します。

n システム拡張タイプ: Allowed System Extensions

n Apple チーム ID: 7AGZNQ2S2T

n システム拡張バンドル ID: com.vmware.carbonblack.cloud.se-agent.extension

Workspace ONE の構成は次のようにする必要があります。

JAMF 構成は次のようにする必要があります。
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MDM を介したシステム拡張のネットワーク拡張コンポーネントの承認

この手順を使用して、システム拡張機能に、Web コンテンツ フィルタ構成プロファイルを介してネットワーク コ
ンテンツをフィルタする機能を付与します。

このプロファイルを作成したら、プロファイルに署名して MDM 経由の配布を有効にする必要があります。

手順

u フィールドには次のように完全に入力する必要があります。正確を期すためにコピー アンド ペーストします。

一般ペイロードの場合:

n [ペイロードの範囲]: System

Web コンテンツ フィルタ ペイロードの場合:

n [フィルタ タイプ]: Plug-In

n [プラグイン バンドル ID]: com.vmware.carbonblack.cloud.se-agent

n [ソケット フィルタリングの有効化] にチェックを入れます

n [フィルタ データ プロバイダ システム拡張バンドル ID (macOS)]: 
com.vmware.carbonblack.cloud.se-agent.extension

n [フィルタ データ プロバイダ指定要件 (macOS)]: identifier 
"com.vmware.carbonblack.cloud.se-agent.extension" and anchor apple generic 
and certificate 1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists */ and 
certificate leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* exists */ and 
certificate leaf[subject.OU] = "7AGZNQ2S2T" 

n [パケット フィルタリング (macOS) の有効化] にチェックを入れます

n [フィルタ パケット プロバイダ システム拡張バンドル ID (macOS)]: 
com.vmware.carbonblack.cloud.se-agent.extension

n [フィルタ パケット プロバイダ指定要件 (macOS)]: identifier 
"com.vmware.carbonblack.cloud.se-agent.extension" and anchor apple generic 
and certificate 1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists */ and 
certificate leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* exists */ and 
certificate leaf[subject.OU] = "7AGZNQ2S2T" 

macOS センサーのフル ディスク アクセス要件

macOS 10.14.5 以降におけるユーザー データ セキュリティ強化の一環として、保護されたユーザーおよびアプリ

ケーションデータへのアクセスを許可する必要があります。

この要件はカーネル拡張の許可に追加されたものであり、そのプロセスに取って代わるものではありません。
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アプリケーションには、[セキュリティおよびプライバシーのシステム環境設定] ペインを介したアプリケーション デ
ータ (写真、連絡先、およびカレンダーなど)、保護されたサービスおよびデバイス (マイクまたはカメラなど)、また

はユーザー データ (メール、Cookie、および Safari 履歴など) へのアクセスが付与されます。個別のアクセスを有

効にする、またはフル ディスク アクセスを許可することにより、アクセスが付与されます。macOS 10.14.5 以降

を実行しているエンドポイントで macOS センサーがすべての機能を使用して動作するには、センサーに対してフル 

ディスク アクセスを付与しておく必要があります。

完全に機能させるには、macOS センサーに対して、保護対象のユーザーおよびアプリケーション データへのアクセ

スを付与する必要があります。これは、各エンドポイントで手動で実行することができます。また、エンドポイント

をさらに迅速かつ一貫して管理する場合、モバイル デバイス管理 (MDM) プロファイルを作成およびデプロイする

ことで、これらの設定を管理することができます。

3.5.1 より前のセンサーのフル ディスク アクセスを手動で許可する

この手順で、3.5.1 より前のセンサー バージョンへのフル ディスク アクセスを許可します。

手順

1 [セキュリティおよびプライバシー システム環境設定] セクションに移動し、[プライバシー] タブをクリックし

ます。

2 管理者として認証されたら、[フル ディスク アクセス] セクションにスクロールし、[+] ボタンをクリックして

アプリケーションを追加します。[/Applications/Confer.app] を選択します。

3 Confer.app を再起動します。再起動後に、許可されたアプリケーション リストに 

com.carbonblack.defense.ui が表示されます。

3.5.1 以降のセンサーのフル ディスク アクセスを手動で許可する

この手順を使用して、macOS センサーへのフル ディスク アクセス権を手動で付与します。

手順

1
n macOS Ventura より前の macOS バージョンの場合：

a システム環境設定で、[セキュリティとプライバシー] ペインを開き[フル ディスク アクセス] まで下に

スクロールします。[ロック] アイコンをクリックして設定を編集します。

b [フル ディスク アクセス] ウィンドウで、[com.vmware.carbonblack.cloud.se-
agent.extension.systemextension] 見つけてチェックボックスをオンにします。

n macOS Ventura の場合：

a システム環境設定で、[セキュリティとプライバシー] ペインを開き[フル ディスク アクセス] まで下に

スクロールします。

b [フル ディスク アクセス] ウィンドウで、[com.vmware.carbonblack.cloud.se-
agent.extension.systemextension] を見つけ、トグルスイッチをオンにして有効にします。

macOS ユーザー名とパスワードを入力し、[ロック解除] をクリックして変更を許可します。

2 [ファインダ] ウィンドウを開き、/Applications/VMware Carbon Black Cloud/ に移動します。
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3 次のフォルダ項目のみ[フル ディスク アクセス] リストにドラッグします。

n LiveQuery バンドル

n repmgr バンドル

n バンドルのアンインストール

n VMware CBCloud

重要：   [フル ディスク アクセス] ペインに Apple 確認済みのバグが表示され、バンドルがウィンドウに表示さ

れません。ドラッグが成功しなかったかのように表示されます。これは事実ではありません。

4 フル ディスク アクセスが正常に有効になっていることを確認します。RepCLI がフル ディスク アクセスの変

更を正常に報告するには、約 1 時間かかります。変更をすぐに確認するには、エンドポイントを再起動します。

5 ターミナル ウィンドウを開き、次のいずれかのコマンドを実行します (管理者パスワードが必要)。

cd /Applications/VMware\ Carbon\ Black\ Cloud/repcli.bundle/Contents/MacOS/
sudo ./repcli status
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または

sudo /Applications/VMware\ Carbon\ Black\ Cloud/repcli.bundle/Contents/MacOS/repcli status

RepCLI は、フル ディスク アクセス ステータスを含むセンサー情報レポートを表示します。

MDM を介して 3.51 以降のセンサーのフル ディスク アクセスを許可する

必要なプライバシー設定ペイロードを配布する最も簡単な方法は、docs フォルダのマウントされた DMG のインス

トーラにある MDM-privacyconfig.mobileconfig ファイルをアップロードすることです。

次の手順で、MDM に mobileconfig を再作成します。

これらの手順は Apple のドキュメントを使用して作成され、センサー バージョン 3.5.0.30 を使用して Jamf 
PRO および WorkspaceONE UEM で検証されました。フィールド名、値、および機能は、MDM フレームワー

クまたはセンサーのバージョンによって異なります。

アプリケーションのフル ディスク アクセスの許可は、Privacy Preferences ペイロードを介して行うことができ

ます。Carbon Black Cloud センサーにはこのプライバシー ペイロードで 5 つの識別子が必要です。

手順

u フィールドには次のように完全に入力する必要があります。正確を期すためにコピー アンド ペーストします。

識別子: com.vmware.carbonblack.cloud.daemon

識別子タイプ: Bundle ID

コード要件:

identifier "com.vmware.carbonblack.cloud.daemon" and anchor apple generic 
                        and certificate 1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists */ and 
                        certificate leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* exists */ and 
                        certificate leaf[subject.OU] = "7AGZNQ2S2T"

アプリまたはサービス: SystemPolicyAllFiles
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アクセス: Allow

識別子: com.vmware.carbonblack.cloud.osqueryi

識別子タイプ: Bundle ID

コード要件:

identifier "com.vmware.carbonblack.cloud.osqueryi" and anchor apple generic 
                        and certificate 1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists */ and 
                        certificate leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* exists */ and 
                        certificate leaf[subject.OU] = "7AGZNQ2S2T"

アプリまたはサービス: SystemPolicyAllFiles

アクセス: Allow

識別子: com.vmware.carbonblack.cloud.se-agent.extension

識別子タイプ: Bundle ID

コード要件:

identifier "com.vmware.carbonblack.cloud.se-agent.extension" and anchor apple generic 
                        and certificate 1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists */and 
                        certificate leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* exists */ and 
                        certificate leaf[subject.OU] = "7AGZNQ2S2T"

アプリまたはサービス: SystemPolicyAllFiles

アクセス: Allow

識別子: com.vmware.carbonblack.cloud.uninstall

識別子タイプ: Bundle ID

コード要件:

identifier "com.vmware.carbonblack.cloud.uninstall" and anchor apple generic 
                        and certificate 1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists */ and 
                        certificate leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* exists */ and 
                        certificate leaf[subject.OU] = "7AGZNQ2S2T"

アプリまたはサービス: SystemPolicyAllFiles

アクセス: Allow

識別子: com.vmware.carbonblack.cloud.uninstallerui

識別子タイプ: Bundle ID
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コード要件:

identifier "com.vmware.carbonblack.cloud.uninstallerui" and anchor apple 
                        generic and certificate 1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* 
exists */ and 
                        certificate leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* exists */ and 
                        certificate leaf[subject.OU] = "7AGZNQ2S2T"

アプリまたはサービス: SystemPolicyAllFiles

アクセス: Allow

macOS 10.15 以降の再起動要件

macOS 10.15 以降、次のシナリオではシステムの再起動が必要です。

n macOS 10.15 以降で初めてセンサーをインストールする。

n macOS 11 で KEXT モードでセンサーをインストールまたはアップグレードする。

再起動が必要なエンドポイントは、[ダッシュボード] または [エンドポイント] ページの状態を報告します。[エンド

ポイント] ページで sensorStates:DRIVER_INIT_REBOOT_REQUIRED を検索し、バイパス モードで再起動が必

要な 10.15 以降のデバイスを見つけます。

Big Sur の macOS センサーに対する特別な考慮事項

このセクションでは、Big Sur に macOS センサーをインストールする場合の考慮事項について説明します。

Big Sur への KEXT 対応センサーのインストール

この手順を使用して、KEXT 対応センサーを Big Sur にインストールします。macOS 11 では、手動インストーラ

はデフォルトでシステム拡張センサーをインストールします。KEXT モードでインストールするには、docs フォル

ダのセンサー インストーラのマウントされた DMG にある cbcloud_install_unattended.sh のインスト

ール スクリプトを使用することをお勧めします。

注：   macOS Big Sur での KEXT 操作には、Big Sur の MDM を介して KEXT を承認 が必要です。MDM ツー

ルがない場合は、macOS Big Sur に KEXT をインストールしようとしないでください。

cbcloud_install_unattended.sh の新しい -k フラグは KEXT センサーのインストールを示します。こ

のフラグは、更新中も機能します。「macOS コマンド ライン パラメータ」を参照してください。

macOS Big Sur でカーネル拡張 (レガシー システム拡張) を実行するために、Apple は新しいインストールまた

は更新に関して次の 2 つの新しい制限を追加しました。

n カーネル拡張は MDM を介して事前承認されている必要がある。

n カーネル拡張は手動で承認する必要があり、インストール後に OS を再起動する必要がある。
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手順

1 cbcloud_install_unattended.sh スクリプトを実行します。マウント ポイントは、ここに表示されているも

のとは若干異なる場合があります。

sudo /Volumes/CBCloud-3.5.1.19/docs/cbcloud_install_unattended.sh -i /Volumes/
CBCloud-3.5.1.19/CBCloud\ Install.pkg -c [Company Registration Code] -k 

2 インストールが完了する前に、システム拡張が更新されたことを示すウィンドウが表示されます。このプロンプ

トを [システム環境設定] の [セキュリティとプライバシー] ペインで承認します。KEXT は、インストールの前

に MDM プロバイダを使用して事前承認される必要があります。承認されない場合、このアラートはオペレーテ

ィング システムによって抑制されます。このプロセスの詳細については、「Big Sur の MDM を介して KEXT 
を承認」を参照してください。手動でのフルディスク アクセスの手順については、3.5.1 以降のセンサーのフル 

ディスク アクセスを手動で許可する を参照してください。

3 OS を再起動して、新しい KEXT のインストールを完了します。

更新中に Big Sur で macOS センサーのカーネル タイプを切り替える

Big Sur で更新中にカーネル タイプを切り替えるには、cbcloud_install_unattended.sh または -k フラグを

使用して -e スクリプトを実行します。

-k フラグは、カーネル センサーを強制的に拡張します。-e フラグは、システム センサーを強制的に拡張します。

「macOS コマンド ライン パラメータ」を参照してください。

マウント ポイントは、ここに表示されているものとは若干異なる場合があります: sudo /Volumes/
CBCloud-3.5.1.19/docs/cbcloud_install_unattended.sh -i /Volumes/CBCloud-3.5.1.19/
CBCloud\ Install.pkg -c [Company Registration Code] -k 

 

Big Sur でのカーネル拡張とシステム拡張の切り替え

Big Sur でのカーネル拡張とシステム拡張の両方のために MDM を構成したら、切り替えコマンドを実行すること

を強くお勧めします。

切り替えコマンドを実行するには、組織の登録解除コードが必要です。Carbon Black Cloud コンソールで [イン

ベントリ] > [エンドポイント] > [センサー オプション] > [会社コードの表示] の順に移動します。このコンテキス

トでは、コードは何もアンインストールしませんが、RepCLI ツールを有効にする管理コードとして使用されます。

RepCLI の詳細については、ユーザー ガイドの「RepCLI を使用したセンサーの管理」を参照してください。

手順

u 次のいずれかの手順を実行します。

n システム拡張からカーネル拡張に切り替えるには:

a 次のコマンドを実行する:

sudo /Applications/VMware\ Carbon\ Black\ Cloud/repcli.bundle/Contents/
macOS/repcli setsensorkext [deregistration code] 
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b KEXT は手動で承認する必要があります。システム拡張が更新されたことを示すウィンドウが表示さ

れます。このプロンプトを [システム環境設定] の [セキュリティとプライバシー] ペインで承認しま

す。

c OS を再起動します。

n カーネル拡張からシステム拡張に切り替えるには:

a 次のコマンドを実行する:

sudo /Applications/VMware\ Carbon\ Black\ Cloud/repcli.bundle/Contents/
macOS/repcli setsensorsysext [deregistration code] 

b OS を再起動します。

macOS 11 以降でのセンサーの手動インストールと承認

この記事では、macOS Big Sur (macOS 11 以降) で Carbon Black Cloud センサーを手動インストールして承

認する方法について説明します。

手順

1 Carbon Black Cloud インストーラを起動します。インストーラがデスクトップ フォルダへのアクセスを要

求します。[OK] をクリックします。
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2 センサーのインストール コードを入力します。インストール コードが誤って入力されると、インストーラが 

Carbon Black Cloud と通信できないことを示すエラー メッセージが表示されます。インストール コードを

確認して、もう一度やり直してください。

3 インストーラの実行が完了すると、VMware Carbon Black Cloud システム拡張を承認する必要があること

を示すメッセージが表示されます。[セキュリティ環境設定を開く] をクリックして、[セキュリティとプライバ

シー] ペインを開きます。
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4 [セキュリティとプライバシー] ペインの [全般] タブで、VMware CBCloud システム拡張機能のロードがブロ

ックされたことを示す通知が表示されます。管理者パスワードを入力してペインのロックを解除し、通知の横に

ある [許可する] ボタンをクリックします。

注：   エンドポイントが再起動された場合でも、システム拡張が承認されるまで通知は保持されます。承認され

るまで、センサーはバイパス モードになります。

5 システム拡張が承認されると、VMware Carbon Black Cloud センサーがネットワーク コンテンツをフィル

タリングすることを伝える別の通知が表示されます。これは、センサーがネットワーク イベントを Carbon 
Black Cloud コンソールに報告するために必要です。[許可する] をクリックします。

注：   [許可する] ではなく [許可しない] をクリックすると、ネットワーク イベントはバックエンドに送信され

ません。このプロンプトを再起動するには、/Applications/VMware Carbon Black Cloud フォルダ

で CBCloud.app を実行します。
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6 ネットワーク拡張が承認されていることを確認するには、[ネットワーク] ペインに移動します。VMware 
CBCloud のエントリがネットワーク インターフェイスとして表示されます。

macOS センサーのコマンド ライン インストール

CBCloud Install.pkg および ccloud_install_unattended.sh スクリプトは、macOS センサー リ

リースの一部であり、CB Defense DMG に組み込まれます。macOS エンドポイントでのコマンド ライン インス

トールには両方のファイルが必要です。

注：   ソフトウェア配布ツール用のカスタム パッケージを作成する方法については、この記事の範囲外です。

Carbon Black は、cbcloud_install_unattended.sh ユーティリティ スクリプトのヘルプを使用して、コ

マンド ラインで CBCloud Install.pkg ペイロードをインストールする方法に関する一般的な手順を提供しま

す。これらの手順はソフトウェア配布ツールに適合させることができます。
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macOS ユーティリティ スクリプト

以下の方法で、ユーティリティ スクリプトが使用できます。

n 現状のまま (インストール プロセスをカスタマイズするために渡されるコマンド ライン オプション)。

n インストール オプションをハードコードし、インストールを簡素化するように変更。

n カスタム スクリプトの作成方法の例またはガイドとして使用。

一般的なインストール方法では、ユーティリティ スクリプトを現状のまま使用し、スクリプトと PKG ペイロードを

ターゲット デバイスにプッシュして（両方のファイルをカスタム パッケージにバンドルできます）、ユーティリティ 

スクリプトを実行します。

macOS インストール ファイルを抽出して準備する

センサーをインストールする前に、macOS インストール ファイルを抽出して準備する必要があります。

手順

1 [CB Cloud DMG] をクリックするか、システム ツールを使用してマウントします。DMG は /Volumes/
CBCloud-X.X.X.X ディレクトリ (ここで X.X.X.X はセンサーのバージョンを示します) にマウントされま

す。

2 または、hdiutil コマンドを使用して、ダウンロードしたセンサーのリリース ディスク イメージをマウント

します。例: hdiutil attach /path/to/CBCloud_Installer_mac_X.X.X.X

3 マウントされたボリューム /Volumes/CBCloud-X.X.X.X ディレクトリから CBCloud Install.pkg 
ファイルを抽出します。.pkg ファイルはセンサー インストーラ ペイロードです。

4 cbcloud_install_unattended.sh ユーティリティ スクリプトを /Volumes/CBCloud-X.X.X.X/
docs/ ディレクトリから抽出します。

5 マウントされたボリュームは、残りの手順では必要ないため、アンマウントできます。Finder を使用してアン

マウントするか、コマンド hdiutil eject /Volumes/CBCloud-X.X.X.X を実行してアンマウントできま

す。

6 抽出された CBCloud Install.pkg と cbcloud_install_unattended.sh ファイルを使用して、ソ

フトウェア配布ツールと互換性のあるカスタム パッケージを作成するか、2 つのファイルを macOS のターゲ

ット デバイスに直接インストールします。

結果

注：   ユーティリティとインストーラ ペイロード間の互換性を確保するには、リリースされた DMG ファイルの同じ

メジャー バージョンとマイナー バージョンから cbcloud_install_unattended.sh および CBCloud 
Install.pkg ペイロードを抽出する必要があります。2 つのファイルが同じリリースからのものでない場合、イン

ストールは失敗する可能性があります。
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通常、抽出された cbcloud_install_unattended.sh ファイルと CBCloud Install.pkg ファイルはターゲッ

トのサーバ エンドポイントにプッシュされます。これらを使用して、特定のソフトウェア配布ツールと互換性のある

カスタム インストール バンドルを作成できます。

注：   会社登録コードは常に一重引用符で囲む必要があります。二重引用符は、単一引用符の代わりとしては受け入

れられません。

macOS センサーのコマンド ライン インストールを実行する

コマンド ラインから macOS センサーをインストールするには、この手順を実行します。

手順

1 センサー リリース DMG ファイルからファイルを抽出します。

2 必要に応じて、選択したソフトウェア配布ツールと互換性のあるカスタム ラッパー パッケージ バンドルを作成

します。カスタム パッケージには、オプションを設定してセンサーの PKG インストールを開始するユーティリ

ティとともに、CBCloud Install.pkg ファイルが組み込まれています。

3 サポートされているオプションを使用して、エンドポイントにセンサー インストーラをインストールします。

macOS コマンド ライン パラメータ

以下の一般的なコマンド ライン パラメータは cbcloud_install_unattended.sh ユーティリティ スクリプ

トでサポートされています。パラメータはインストーラに渡されます。

注：   パラメータ値は常に一重引用符で囲む必要があります。

すべてのコマンド ライン パラメータを表示するには、-h パラメータと一緒にコマンドを実行します。

パラメータ

必須/オ

プショ

ン 説明

-c
COMPANY CODE

必須 会社登録コード。

-d オプシ

ョン

インストール後すぐにバイパス モード (無効な保護) に入ります。保護は後で有効にできます。この

モードはテスト状況でのみ推奨されます。

-e オプシ

ョン

macOS Big Sur にシステム拡張機能を強制的にインストールします( Big Sur のセンサーはデフ

ォルトでこのモードに設定され、明示的に指定する必要はありません)。

-g
POLICY_NAME

オプシ

ョン

センサーを追加するポリシーを指定します。

-h ここでは文書化されていない詳細オプションを含む、すべてのコマンド ライン オプションを表示しま

す。

現在サポートされているインストール オプションについては、

cbcloud_install_unattended.sh ユーティリティ スクリプトの組み込みヘルプを参照し

てください。

-i
PKG_FILE

必須 PKG インストーラ ペイロードへの絶対パス。
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パラメータ

必須/オ

プショ

ン 説明

-k オプシ

ョン

macOS Big Sur にカーネル拡張機能を強制的にインストールします (事前承認が必要)。

-o オプシ

ョン

ユーザー名/メール アドレスの上書き。登録時およびデバイスの識別に使用されます。

-p
PROXY_SERVER:PORT

オプシ

ョン

優先プロキシ サーバとポート。例:

-p ‘10.5.6.7:54443’

複数のプロキシ サーバはセミコロン (;) で区切る必要があります。例: -

p ‘10.5.6.8:54443;10.5.6.7:54443’

プロキシ サーバ/ポートが指定されていないが必要な場合、センサーはプロキシの自動検出を試みま

す。「プロキシの構成」を参照してください。

-s オプシ

ョン

バックグラウンド スキャンが有効 (「オン」) または無効 (「オフ」)。デフォルトでは有効。クラウド ポ
リシーは、この設定を上書きします。

-t オプシ

ョン

ファイルのアップロード制限 (MB 単位)。デフォルトでは制限なし。

-u オプシ

ョン

自動更新を無効にします。自動更新はデフォルトで有効になっています。

-v オプシ

ョン

このスクリプトのバージョンを表示します。メジャー バージョンとマイナー バージョンは、展開され

ている Carbon Black Cloud パッケージのバージョンと一致する必要があります。

-x
PROXY_USER:PASSWORD

オプシ

ョン

必要に応じて、プロキシ サーバのためにプロキシ認証情報を使用。これらは、プロキシ サーバが自動

検出されるか指定されるかに関係なく適用されます。

例: - x ‘proxy_user:proxy_password’

プロキシ認証情報が指定されていないが、プロキシ サーバで必要な場合、macOS センサーは、検出

または指定されたプロキシ サーバに一致するキーチェーンに格納されているプロキシ認証情報を検出

して使用しようとします。

--skip-kext-approval-
check=1

オプシ

ョン

3.1 以降のセンサーのインストール/アップグレードは、インストール/アップグレードの前に KEXT 
の承認が行われなくても、macOS 10.13 以降で実行できます。KEXT の承認は、センサーのインス

トール/アップグレード後まで延期できます。

注意:    macOS 11.0 では、KEXT センサーをインストールするために KEXT MDM の事前承認が

必要です。

--disable-live-
response=1

オプシ

ョン

Live Response を無効にします。

--disable-sysext-
network-extension

オプシ

ョン

ネットワーク拡張機能を無効にします。macOS 11 以降のシステム拡張モードでのみ使用できます。

ネットワーク拡張機能はデフォルトで有効になっています。

--disable-upgrade-
jitter=1

オプシ

ョン

自動アップグレード ジッターを無効にします。

コマンド ライン入力の難読化

エンドポイント ユーザーはコマンド ラインに機密データを入力する場合があります。コマンド ライン入力の難読化

により、権限のないユーザーがセンサーの .log ファイルとセンサー データベースのプレーン テキストのデータに

アクセスすることを防ぎます。自動インストール スクリプトで次の引数を使用することで、コマンド ライン入力を

難読化できます。--enable-hide-command-lines=1
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設定は、センサー .log ファイルとデータベースでコマンド ライン入力の難読化を有効にします。Carbon Black 

Cloud コンソールのデータは難読化されていません。

macOS コマンド ラインのインストール例

macOS コマンド ラインのインストールの次の例を確認します。

次のコマンドは 1 行にする必要があります。

次の例では、必要なファイルがターゲットデバイスの /tmp/ ディレクトリにインストールされていることを前提と

しています。

[必須パラメータでコマンド ライン インストールを実行するには]

 sudo /tmp/cbcloud_install_unattended.sh -i '/tmp/CBCloud Install.pkg' -c 'XYZ'

[センサーのポリシーを指定するには]

 sudo /tmp/cbcloud_install_unattended.sh -i '/tmp/CBCloud Install.pkg' -c 'XYZ' -g 'Monitored'

Jamf Pro を使用した Big Sur 以降への macOS センサーの展開

Jamf Pro を使用して、Big Sur を実行している macOS システムに Carbon Black Cloud macOS センサーを

展開できます。

展開には macOS センサーの最新バージョンを使用することをお勧めします。ここに記載している構成は、次のバー

ジョンを使用してテストしました。

n macOS Big Sur 11.4

n Jamf Pro 10.30

n macOS sensor 3.5.3.82

注：   この手順はガイダンスとしてのみ提供されます。VMware は、Jamf ソフトウェアの公式サポートを提供し

ていません。

基本的な展開ワークフローは次のとおりです。

1 構成プロファイルを作成して展開します。

2 Jamf Pro で作成したパッケージを一時的な場所に展開する配布ポリシーを展開します。このポリシーは、イン

ストーラ パッケージの場所と会社登録を含むスクリプトを実行します。オプションで、スクリプトはセンサーを

カーネル拡張モードでインストールできます。システム拡張はデフォルト モードです。

Jamf Pro を使用して macOS センサーを展開するには、次の手順を実行します。

1 macOS センサー キットをダウンロードし、会社登録コードを取得します。

2 Jamf Composer を使用してパッケージを作成します。

3 インストール スクリプトを取得、準備、およびアップロードします。

4 構成プロファイルを作成して展開します。
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5 スマート コンピュータ グループを作成して割り当てます。

センサーの取得と準備

展開用のセンサー キットを取得して準備するには、次の手順を実行します。

手順

1 次の手順に従って、最新の macOS センサー キットをダウンロードします: センサー キットのダウンロード。

2 手順 1 でダウンロードした DMG ファイルをマウントし、CBCloud Install.pkg ファイルを見つけます。

3 次の手順に従って、会社の登録コードを見つけてメモします: 会社登録コードを取得する。

重要：   新しい会社登録コードを生成しないで、現在のコードをメモしてください。

Jamf Composer を使用したパッケージの作成

エンドポイントの一時的な場所でインストーラのパッケージを作成します。

手順

1 Jamf Composer を開き、[環境設定] に移動します。[除外リスト] から /private/tmp を削除し、設定を

保存します。

2 望ましい方法 (この場合は、[ファイル システムの変更の監視]) で新しいパッケージを作成します。[次へ] をク

リックします。

3 適切なパッケージ名を入力し、[次へ] をクリックします。

VMware Carbon Black Cloud センサー インストール ガイド

VMware, Inc. 46



4 ファイル パス /private/tmp/cbc を作成します。ダウンロードしたセンサー キットから CBCloud 
Install.pkg ファイルをこのディレクトリにコピーします。Jamf Composer で [パッケージ ソースの作

成] をクリックします。

5 パッケージに含まれる唯一のファイル パスが /private/tmp/cbc であることを確認します。

6 [DMG としてビルド] をクリックして保存します。

インストール スクリプトの変更

macOS センサー展開用の cbcloud_install_unattended.sh スクリプトを変更します。

手順

1 マウントされた DMG で、docs フォルダにある cbcloud_install_unattended.sh ファイルを探しま

す。

2 cbcloud_install_unattended.sh を変更可能な場所にコピーします。

3 プレーン テキスト エディタで cbcloud_install_unattended.sh を開き、次の行 (49 行目から始ま

る) を見つけます。

#options
CBC_INSTALLER=""
COMPANY_OR_USER_CODE=""

4 CBC_INSTALLER を、Jamf Composer を使用したパッケージの作成 で確立した CBCloud Install.pkg 
の一時的な場所として設定します。
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5 COMPANY_OR_USER_CODE を会社登録コードに変更します。例:

CBC_INSTALLER="/private/tmp/cbc/CBCloud Install.pkg"
COMPANY_OR_USER_CODE="3TABC99SW2021"

オプション: カーネル拡張モードでセンサーを展開する場合は、次の行を変更します。

KERNEL_TYPE=0

以下へ変更:

KERNEL_TYPE=1

6 変更を保存します。

macOS センサー DMG とインストール スクリプトを Jamf Pro にアップロー
ド

Jamf Admin を使用して、macOS センサー DMG とインストール スクリプトを Jamf Pro にアップロードしま

す。

手順

1 Jamf Admin を起動します。

2 DMG およびインストール スクリプト ファイルをリポジトリに追加します。

3 cbcloud_install_unattended.sh ファイルの [優先順位] を [後] に設定します。例:
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構成プロファイルの作成

macOS Big Sur システムに Carbon Black Cloud macOS センサーを展開できるようにするには、構成プロファ

イルを作成します。実装に必要なシステム拡張またはカーネル拡張ペイロードを含めます。

構成プロファイルの全般設定の構成

構成プロファイルで [全般] 設定を構成するには、次のパラメータを定義します。

手順

1 プロファイルの説明的な [名前] を指定します。たとえば、「Carbon Black Cloud 設定-システム拡張」と入力

します。

2 プロファイルに簡単な [説明] を追加します。

3 組織の [カテゴリ] を設定します。

4 [レベル] を [コンピュータ レベル] に設定します。

5 [配布方法] を [自動的にインストール] に設定します。

構成プロファイルでの Privacy Preferences ポリシー制御の設定

macOS センサーの完全な機能を確保するには、次の表から各 App Access サブペイロードを入力します。すべて

のサブペイロードの場合、[識別子タイプ] は Bundle ID で、[アプリケーションまたはサービス] は 

SystemPolicyAllFiles で、[アクセス] は Allow に設定されています。

識別子 コード要件

com.vmware.carbonblack.cloud.daemon identifier 
"com.vmware.carbonblack.cloud.daemon" and 
anchor apple generic and certificate 
1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists 
*/ and certificate 
leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* 
exists */ and certificate leaf[subject.OU] = 
"7AGZNQ2S2T"

com.vmware.carbonblack.cloud.se-
agent.extension

identifier "com.vmware.carbonblack.cloud.se-
agent.extension" and anchor apple generic and 
certificate 
1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists 
*/ and certificate 
leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* 
exists */ and certificate leaf[subject.OU] = 
"7AGZNQ2S2T"

com.vmware.carbonblack.cloud.osqueryi identifier "com.vmware.carbonblack.osqueryi" 
and anchor apple generic and certificate 
1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists 
*/ and certificate 
leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* 
exists */ and certificate leaf[subject.OU] = 
"7AGZNQ2S2T"
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識別子 コード要件

com.vmware.carbonblack.cloud.uninstall identifier 
"com.vmware.carbonblack.cloud.uninstall" and 
anchor apple generic and certificate 
1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists 
*/ and certificate 
leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* 
exists */ and certificate leaf[subject.OU] = 
"7AGZNQ2S2T"

com.vmware.carbonblack.cloud.uninstallerui identifier 
"com.vmware.carbonblack.cloud.uninstallerui" 
and anchor apple generic and certificate 
1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists 
*/ and certificate 
leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* 
exists */ and certificate leaf[subject.OU] = 
"7AGZNQ2S2T"

構成プロファイルでのシステム拡張ペイロードの有効化

macOS センサーをシステム拡張モードで展開する場合は、システム拡張ペイロードを含めます。オプションで、シ

ステム拡張とカーネル拡張の両方のペイロードを含めて、柔軟性を高めることができます。

手順

1 オプションで、このペイロードに含まれていない拡張をユーザーが承認できるようにするには、[ユーザーにシス

テム拡張の承認を許可する] を選択します。

2 [許可されたチーム ID とシステム拡張]で次の設定を定義します。

n [表示名]: Carbon Black Cloud システム拡張

n [システム拡張タイプ]: [許可されたシステム拡張]

n [チーム ID]: 7AGZNQ2S2T

n [許可されたシステム拡張]:

com.vmware.carbonblack.cloud.se-agent.extension

例:
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構成プロファイルでのカーネル拡張ペイロードの有効化

macOS センサーをカーネル拡張モードで展開する場合は (macOS 10.14 ～ macOS 11)、承認済みのカーネル拡張

ペイロードを含めます。オプションで、システム拡張とカーネル拡張の両方のペイロードを含めて、柔軟性を高める

ことができます。

手順

1 [ユーザーにシステム拡張の承認を許可する] を選択します。

2 オプションで、[標準ユーザーがレガシー カーネル拡張を承認することを許可する（macOS 11 以降）] を選択し

ます。これは環境によって異なります。

3 [許可されたチーム ID とカーネル拡張]で次の設定を定義します。

n [承認されたチーム ID の表示名]: VMware Carbon Black

n [承認されたチーム ID]: 7AGZNQ2S2T

n [承認されたカーネル拡張の表示名]: Carbon Black Cloud センサー

n [承認されたカーネル拡張バンドル ID]:

com.carbonblack.defense.kext

例:
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注：   このペイロードは、カーネル拡張を事前承認します。ユーザーは、センサーをインストールした後も、

エンドポイントの [システム環境設定] の [セキュリティとプライバシー] セクションでカーネル拡張を有効

にする必要があります。次に、エンドポイントを再起動する必要があります。

構成プロファイルでのコンテンツ フィルタの設定

ネットワーク拡張のユーザー承認を必要とせずに構成の展開を有効にするには、次のペイロードを作成します。

手順

1 [フィルタ名]を設定:

VMware Carbon Black Cloud Network Extension Filter.

2 [識別子]を設定:

com.vmware.carbonblack.cloud.se-agent

3 [ソケット フィルタ バンドルの識別子]を設定:

com.vmware.carbonblack.cloud.se-agent.extension

4 [ソケット フィルタの指定要件]を設定:

identifier "com.vmware.carbonblack.cloud.se-agent.extension" and anchor apple generic and 
certificate 1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists */ and certificate 
leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* exists */ and certificate leaf[subject.OU] = 
"7AGZNQ2S2T"

5 [ネットワーク フィルタ バンドルの識別子]を設定:

com.vmware.carbonblack.cloud.se-agent.extension
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6 [ネットワーク フィルタ指定要件]を設定:

identifier "com.vmware.carbonblack.cloud.se-agent.extension" and anchor apple generic and 
certificate 1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists */ and certificate 
leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* exists */ and certificate leaf[subject.OU] = 
"7AGZNQ2S2T"

7 構成プロファイルを保存します。

例:

ソフトウェア配布ポリシーの作成

Jamf Pro で、ソフトウェア配布ポリシーを作成します。

手順

1 説明的なポリシーの [表示名] を指定します。

2 [トリガ] を [定期チェックイン] に設定します。

例:
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3 [パッケージ] タブで、Jamf Composer を使用して作成した Carbon Black Cloud DMG ファイルを選択し

ます。

4 [配布ポイント] を [各コンピュータのデフォルト配布ポイント] に設定します。

5 [ アクション] を [インストール] に設定します。

6 [スクリプト] タブで、変更した cbcloud_install_unattended.sh ファイルを選択します。優先順位を 

[後] に設定します。パラメータ値は必要ありません。

7 ポリシーを保存します。

スマート コンピュータ グループの作成と割り当て

macOS センサーの展開用に 2 つのスマート コンピュータ グループを作成して割り当てます。

2 つのスマート コンピュータ グループの範囲を構成プロファイルとソフトウェア ポリシーに設定する必要がありま

す。この範囲では、Carbon Black Cloud macOS センサーをインストールする前に、構成プロファイルがエンド

ポイントに展開されていることを確認します。構成プロファイルを展開せずに Carbon Black Cloud センサーを

展開すると、ユーザーは承認プロンプトを受け取ります。プロンプトが承認されていない場合、センサーは完全には

機能しません。

注：   2 番目のスマート グループ (手順 5 ～ 10) で Carbon Black Cloud 設定の構成プロファイルを選択するに

は、まず構成プロファイルを macOS エンドポイントに展開し、エンドポイント インベントリを更新する必要があ

ります。Jamf Pro がインストールされている構成プロファイルを認識すると、スマート コンピュータ グループを

作成するときにプロファイルが選択可能なオプションになります。

手順

1 Jamf Pro ダッシュボードの [コンピュータ] タブで、[スマート コンピュータ グループ] をクリックしてから、

[+ 新規] をクリックします。

VMware Carbon Black Cloud センサー インストール ガイド

VMware, Inc. 54



2 [コンピュータ グループ] タブで、「macOS Big Sur コンピュータ」などの名前を入力します。

3 [基準] タブをクリックし、次の基準を設定します。

n [基準]: [オペレーティング システム]

n [演算子]: [like]

n [値]: [11]

4 スマート コンピュータ グループを保存します。

5 Jamf Pro ダッシュボードの [コンピュータ] タブで、[スマート コンピュータ グループ] をクリックしてから、

[+ 新規] をクリックします。

6 [コンピュータ グループ] タブで、「Carbon Black Cloud 設定」などの名前を入力します。

7 [基準] タブをクリックし、次の基準を設定します。

n [基準]: [プロファイル名]

n [演算子]: [Has]

n [値]: [...] メニューをクリックし、Carbon Black Cloud 設定 – システム拡張機能構成プロファイルを選択

します。

8 スマート コンピュータ グループを保存します。

9 構成プロファイルの場合は、[macOS Big Sur コンピュータ] スマート コンピュータ グループを範囲に割り当

てます。

10 ポリシーの場合は、「Carbon Black Cloud 設定」スマート コンピュータ グループを範囲に割り当てます。

スマート コンピュータ グループが割り当てられると、展開が開始されます。

重要：   カーネル拡張機能を展開する場合は、[システム環境設定] > [セキュリティとプライバシー] でインスト

ールした後に、この機能を承認する必要があります。これは、Apple が課す要件です。システム拡張機能を展開

する場合、この承認は必要ありません。 展開ポリシーの通知を使用して、この拡張機能を承認するようにユーザ

ーに依頼することをお勧めします。

RepCLI を介して正常なシステム拡張センサーを検証する

Big Sur の健全なシステム拡張センサーを検証するには、次の手順を実行します。

手順

u 次のコマンドを実行する:

sudo /Applications/VMware\ Carbon\ Black\ Cloud/repcli.bundle/Contents/macOS/repcli 
status 
RepCLI の詳細については、『ユーザー ガイド』の RepCLI を使用したセンサーの管理を参照してください。

次の結果が想定されます。
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一般情報

n カーネル タイプ: システム拡張

n システム拡張: 実行中

n カーネル ファイルのフィルタ: 接続済み

センサーの状態

n 状態: 有効

n SvcStable: はい (インストール後に SvcStable に到達するまでに数分かかる場合があります)

n クラウド ステータス:

n 登録済み: はい

インストール後の拡張警告に対処する

macOS センサーをインストールすると、インストール後警告が発生する可能性があります。この手順によって問題

が解決されます。

手順

1 インストーラ: macOS をダウンロードします。

2 CB Defense 拡張カーネルを承認するように指示されたら、[OK] をクリックします。

3 [システム拡張がブロックされました] のメッセージが表示されたら、[セキュリティ設定を開く] をクリックしま

す。

4 [ブロックされた開発者の「Carbon Black, Inc.」からのシステム ソフトウェア] の横の [許可] をクリックしま

す。

5 Carbon Black アイコンをダブルクリックし、テキスト エディタからインストール コードをコピー アンド ペ
ーストします。

macOS サービス、ユーティリティ、アンインストーラ

このセクションでは、エンドポイントにある macOS センサー サービス、ユーティリティ、およびアンインストー

ラ ファイルを一覧表示します。
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3.5.0 以前の macOS インストール済みサービス

n センサー ドライバ バンドル: /System/Library/Extensions/CBDefenseSensor.kext

n センサー サービス: /Applications/Confer.app/Contents/MacOS/repmgr

n センサー UI: /Applications/Confer.app/Contents/MacOS/CBDefense

3.5.1 以降の macOS インストール済みサービス

n センサー ドライバ バンドル: /Applications/VMware Carbon Black Cloud/

n センサー データ ディレクトリ: /Library/Application Support/
com.vmware.carbonblack.cloud/

n センサー サービス: /Applications/VMware Carbon Black Cloud/repmgr.bundle/
Contents/MacOS/repmgr

n センサー UI: /Applications/VMware Carbon Black Cloud/CBCloudUI.bundle/
Contents/MacOS/CBCloudUI

macOS インストール済みユーティリティ

n アンインストーラ ヘルパー: /VMware Carbon Black Cloud/uninstall.bundle/Contents/
MacOS/uninstall

n アップグレード ヘルパー: /VMware Carbon Black Cloud/UpgradeHelper.bundle/Contents/
MacOS/UpgradeHelper

n RepCLI: /VMware Carbon Black Cloud/repcli.bundle/Contents/MacOS/repcli

macOS アンインストーラ

n 3.X: /Applications/Confer.app/uninstall

n 1.X センサー: /Applications/Confer.app/uninstall.sh

n CLI_USERS=sid #Required, はローカルでセンサーと相互作用する必要があります

Workspace ONE UEM を使用したエンドポイントへの macOS セ
ンサーのインストール

このセクションでは、Workspace ONE UEM を介して Carbon Black Cloud macOS センサーを展開する方法

について説明します。

注：   手順は、macOS の特定のバージョン、Carbon Black Cloud macOS センサー、使用している Workspace 
ONE UEM によって異なる可能性があります。このコンテンツは、macOS Big Sur 11.1、Workspace ONE UEM 
2101、および Carbon Black Cloud macOS センサー バージョン 3.5.1.19 を使用して作成されました。
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拡張機能のタイプ

macOS 11 以降、Carbon Black Cloud macOS センサー (v3.5.1) は、デフォルトで、以前のバージョンで使用さ

れていたカーネル拡張機能 (KEXT) の代わりにシステム拡張機能 (ユーザー空間) を使用して、ユーザー空間で動作

します。その結果、macOS 11 以降のバージョンでシステム拡張モードでセンサーを使用すると、一部の機能が一時

的に使用できなくなります。KEXT モードでセンサーを使用すると、古いオペレーティング システムと同じ機能が 

macOS 11 で実現されます。機能の違いについては、Carbon Black Cloud macOS センサーの動作環境要件で一

覧表示しています。

前提条件

n デバイスとアプリケーションを管理する権限を持つ Workspace ONE UEM

n Carbon Black Cloud コンソール アクセスと管理者アカウントの認証情報

n macOS を実行して連携をテストするエンドポイント

macOS センサーのインストールの準備

エンドポイントに macOS 用の Carbon Black Cloud センサーを展開する前に、インストール コードを取得し、

Carbon Black Cloud センサー インストーラをダウンロードする必要があります。Workspace ONE 管理者は、

登録コードを使用して、エンドポイントをそれぞれの Carbon Black Cloud 環境テナントに接続します。

センサー インストーラとインストール コードを取得するには、2 つの方法があります。

n Carbon Black Cloud コンソールからセンサーのインストール リクエストを送信できます。次に、インストー

ラのダウンロード リンクと一意の使い捨てインストール コードを含む招待メールを受信します。詳細について

は、方法 1: センサーをエンドポイントにインストールするユーザーを招待する を参照してください。

n 会社登録コードを使用して、エンドポイントのオペレーティング システムに一致するセンサー キットをダウン

ロードできます。詳細については、会社登録コードを取得するとセンサー キットのダウンロードを参照してくだ

さい。

デフォルトでは、Carbon Black Cloud macOS センサー バージョン 3.5.1.19 以降は、macOS Big Sur 11.0 以
降にシステム拡張機能をインストールします。

システム拡張機能を使用して手動で macOS 用 Carbon Black Cloud センサ
ーを展開する

デフォルトでは、Carbon Black Cloud macOS センサー バージョン 3.5.1.19 以降は、macOS Big Sur 11.0 以
降にシステム拡張機能をインストールします。

Workspace ONE 管理者は、Workspace ONE UEM コンソールを使用して macOS デバイス プロファイルを

作成し、システム拡張機能で macOS 用 Carbon Black Cloud センサーを展開する必要があります。

前提条件

n macOS バージョン 3.5.1.19 以降の Carbon Black Cloud センサーの更新を確認します。

n macOS バージョン 3.6.1.10 および 3.6.2.110 の Carbon Black Cloud センサーの更新については、

Carbon Black Cloud ドキュメントの一部である「macOS センサー リリース ノート」を参照してくださ

い。
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n macOS バージョン 3.5.1.19 から 3.6.1.10 への Carbon Black Cloud センサーの更新については、

「Carbon Black Cloud macOS センサー リリース ノート（Carbon Black Cloud コミュニティ）」を参

照してください。

n スマート グループについて理解していることを確認します。UEM Console でスマート グループを作成する

方法については、VMware Workspace ONE UEM コンソールのドキュメント の一部である、はじめに → 

Console Basics → 割り当てグループ を参照してください。

n Carbon Black Cloud センサーを KEXT モードで展開する予定がある場合、VMware は、macOS センサー 

バージョン 3.5 以降をインストールまたはアップグレードする前に、Workspace ONE UEM による承認のた

めに該当するカーネル拡張 ID を送信することを推奨します。詳細については、カーネル拡張の承認 (macOS 
10.13 ～ macOS 11) を参照してください。

n Carbon Black Cloud センサーをシステム拡張モードで展開するには、VMware は、macOS センサー バー

ジョン 3.5 以降をインストールまたはアップグレードする前に、該当するシステム拡張 ID を送信して 

Workspace ONE UEM による承認を受けることを推奨しています。詳細については、macOS 11 以降のシス

テム拡張とネットワーク拡張の承認 を参照してください。

手順

1 構成プロファイルの作成

macOS Big Sur システムに Carbon Black Cloud macOS センサーを展開できるようにするには、構成プ

ロファイルを作成します。実装に必要なシステム拡張またはカーネル拡張ペイロードを含めます。

2 macOS 11 以降でのセンサーの手動インストールと承認

デバイス構成プロファイルの公開後、macOS Big Sur (macOS 11 以降) に Carbon Black Cloud センサー

を手動インストールして承認します。

3 macOS デバイスにインストールされている Carbon Black Cloud センサーの確認

RepCLI 出力を使用して、macOS 用 Carbon Black Cloud センサーがデバイスに正常にインストールされ

ていることを確認できます。

構成プロファイルの作成

macOS Big Sur システムに Carbon Black Cloud macOS センサーを展開できるようにするには、構成プロファ

イルを作成します。実装に必要なシステム拡張またはカーネル拡張ペイロードを含めます。

手順

1 デバイス プロファイルの全般設定の構成

デバイス構成プロファイルで [全般] 設定を構成し、Carbon Black センサーにインストール前に付与された適

切な権限があることを確認するには、Workspace ONE UEM コンソールで次のパラメータを定義します。

2 構成プロファイルでのカーネル拡張ペイロードの有効化

macOS センサーをカーネル拡張モードで展開する場合は (macOS 10.14 - macOS 11)、承認済みのカーネル

拡張ペイロードを含めます。オプションで、システム拡張とカーネル拡張の両方のペイロードを含めて、柔軟

性を高めることができます。
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3 構成プロファイルでのシステム拡張ペイロードの有効化

macOS センサーをシステム拡張モードで展開する場合は、システム拡張ペイロードを含めます。オプション

で、システム拡張とカーネル拡張の両方のペイロードを含めて、柔軟性を高めることができます。

4 構成プロファイルでの Privacy Preferences ポリシー制御の設定

エンドポイントで macOS センサーがすべての機能を使用して動作するには、センサーに対してエンドポイン

トへのフル ディスク アクセスを付与しておく必要があります。このペイロードは、macOS センサーにフル 

ディスク アクセス権を付与します。

5 構成プロファイルでのコンテンツ フィルタの設定

ネットワーク拡張のユーザー承認を必要とせずに構成の展開を有効にするには、カスタム設定のペイロードを

構成します。

デバイス プロファイルの全般設定の構成

デバイス構成プロファイルで [全般] 設定を構成し、Carbon Black センサーにインストール前に付与された適切な

権限があることを確認するには、Workspace ONE UEM コンソールで次のパラメータを定義します。

手順

1 プロファイルの説明的な [名前] を指定します。

たとえば、Carbon Black 設定などです。

2 プロファイルに簡単な [説明] を追加します。

3 [割り当てタイプ] を 自動 に設定します。

4 macOS Big Sur 11.0 以降への Carbon Black Cloud センサー インストーラの展開に使用したスマート グ
ループを [スマート グループ] テキスト ボックスに入力します。

構成プロファイルでのカーネル拡張ペイロードの有効化

macOS センサーをカーネル拡張モードで展開する場合は (macOS 10.14 - macOS 11)、承認済みのカーネル拡張

ペイロードを含めます。オプションで、システム拡張とカーネル拡張の両方のペイロードを含めて、柔軟性を高める

ことができます。

手順

1 デバイス構成プロファイルの検索テキスト ボックスに kernel と入力します。

2 Kernel Extension Policy ペイロード オプションを選択し、[構成] をクリックします。

3 Carbon Black Cloud チーム ID と Carbon Black Cloud カーネル拡張バンドル ID を入力します。

例:

n [チーム ID]：7AGZNQ2S2T

n [バンドル ID]：com.carbonblack.defense.kext
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注：   このペイロードは、カーネル拡張を事前承認します。ユーザーは、センサーをインストールした後も、エ

ンドポイントの [システム環境設定] の [セキュリティとプライバシー] セクションでカーネル拡張を有効にする

必要があります。次に、エンドポイントを再起動する必要があります。

構成プロファイルでのシステム拡張ペイロードの有効化

macOS センサーをシステム拡張モードで展開する場合は、システム拡張ペイロードを含めます。オプションで、シ

ステム拡張とカーネル拡張の両方のペイロードを含めて、柔軟性を高めることができます。

手順

1 デバイス構成プロファイル検索テキスト ボックスに system と入力します。

2 System Extensions ペイロード オプションを選択し、[構成] をクリックします。

注：   カーネル拡張モードでセンサーを展開する場合は、システム拡張設定を事前にステージングして、後にカ

ーネル拡張からシステム拡張に移行するための準備を行います。

3 [システム拡張を追加] をクリックします。

4 Carbon Black Cloud チーム ID と Carbon Black Cloud システム拡張バンドル ID を入力します。

例:

n [チーム ID]：7AGZNQ2S2T

n [バンドル ID]：com.vmware.carbonblack.cloud.se-agent.extension
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構成プロファイルでの Privacy Preferences ポリシー制御の設定

エンドポイントで macOS センサーがすべての機能を使用して動作するには、センサーに対してエンドポイントへの

フル ディスク アクセスを付与しておく必要があります。このペイロードは、macOS センサーにフル ディスク アク

セス権を付与します。

macOS センサーの完全な機能を確保するには、次の表から各 App Access サブペイロードを入力します。すべて

のサブペイロードの場合、[識別子タイプ] は Bundle ID で、[アプリケーションまたはサービス] は 

SystemPolicyAllFiles で、[アクセス] は Allow に設定されています。
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識別子 コード要件

com.vmware.carbonblack.cloud.daemon identifier 
"com.vmware.carbonblack.cloud.daemon" and 
anchor apple generic and certificate 
1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists 
*/ and certificate 
leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* 
exists */ and certificate leaf[subject.OU] = 
"7AGZNQ2S2T"

com.vmware.carbonblack.cloud.se-
agent.extension

identifier "com.vmware.carbonblack.cloud.se-
agent.extension" and anchor apple generic and 
certificate 
1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists 
*/ and certificate 
leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* 
exists */ and certificate leaf[subject.OU] = 
"7AGZNQ2S2T"

com.vmware.carbonblack.cloud.osqueryi identifier "com.vmware.carbonblack.osqueryi" 
and anchor apple generic and certificate 
1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists 
*/ and certificate 
leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* 
exists */ and certificate leaf[subject.OU] = 
"7AGZNQ2S2T"

com.vmware.carbonblack.cloud.uninstall identifier 
"com.vmware.carbonblack.cloud.uninstall" and 
anchor apple generic and certificate 
1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists 
*/ and certificate 
leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* 
exists */ and certificate leaf[subject.OU] = 
"7AGZNQ2S2T"

com.vmware.carbonblack.cloud.uninstallerui identifier 
"com.vmware.carbonblack.cloud.uninstallerui" 
and anchor apple generic and certificate 
1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists 
*/ and certificate 
leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* 
exists */ and certificate leaf[subject.OU] = 
"7AGZNQ2S2T"

構成プロファイルでのコンテンツ フィルタの設定

ネットワーク拡張のユーザー承認を必要とせずに構成の展開を有効にするには、カスタム設定のペイロードを構成し

ます。

手順

1 デバイス構成プロファイルの検索テキスト ボックスに custom と入力します。

VMware Carbon Black Cloud センサー インストール ガイド

VMware, Inc. 63



2 [カスタム設定] を選択し、[構成] をクリックします。

3 センサーのネットワーク拡張機能に次のカスタム XML をコピーして貼り付けます。

この設定では、システム拡張機能に、Web コンテンツ フィルタ構成プロファイルを使用してネットワーク コ
ンテンツをフィルタする機能を付与できます。

カスタム設定 XML の例。

<dict>
    <key>FilterDataProviderBundleIdentifier</key>
    <string>com.vmware.carbonblack.cloud.se-agent.extension</string>
    <key>FilterDataProviderDesignatedRequirement</key>
    <string>identifier "com.vmware.carbonblack.cloud.se-agent.extension" and anchor apple 
generic and certificate 1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists */ and certificate 
leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* exists */ and certificate leaf[subject.OU] = 
"7AGZNQ2S2T"</string>
    <key>FilterPacketProviderBundleIdentifier</key>
    <string>com.vmware.carbonblack.cloud.se-agent.extension</string>
    <key>FilterPacketProviderDesignatedRequirement</key>
    <string>identifier "com.vmware.carbonblack.cloud.se-agent.extension" and anchor apple 
generic and certificate 1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists */ and certificate 
leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* exists */ and certificate leaf[subject.OU] = 
"7AGZNQ2S2T"</string>
    <key>FilterPackets</key>
    <true/>
    <key>FilterSockets</key>
    <true/>
    <key>FilterType</key>
    <string>Plugin</string>
    <key>PayloadDisplayName</key>
    <string>Web Content Filter</string>
    <key>PayloadIdentifier</key>
    <string>com.apple.webcontent-filter.71C289AC-7ACF-44BC-AB5E-580736C634DF</string>
    <key>PayloadType</key>
    <string>com.apple.webcontent-filter</string>
    <key>PayloadUUID</key>
    <string>71C289AC-7ACF-44BC-AB5E-580736C634DF</string>
    <key>PayloadVersion</key>
    <integer>1</integer>
    <key>PluginBundleID</key>
    <string>com.vmware.carbonblack.cloud.se-agent</string>
    <key>UserDefinedName</key>
    <string>Carbon Black Network Extension Filter</string>
</dict>

4 構成プロファイルを保存します。

macOS 11 以降でのセンサーの手動インストールと承認

デバイス構成プロファイルの公開後、macOS Big Sur (macOS 11 以降) に Carbon Black Cloud センサーを手

動インストールして承認します。
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手順

1 Carbon Black Cloud インストーラを起動し、インストーラがデスクトップ フォルダへのアクセスを要求した

ら [OK] をクリックします。

2 センサーのインストール コードを入力します。

インストール コードが誤って入力されると、インストーラが Carbon Black Cloud と通信できないことを示す

エラー メッセージが表示されます。インストール コードを確認して、もう一度やり直してください。

インストーラの実行が完了すると、 VMwareCarbon Black Cloud システム拡張を承認する必要があること

を示すメッセージが表示されます。

3 [セキュリティ環境設定を開く] をクリックして、[セキュリティとプライバシー] ペインを開きます。

[セキュリティとプライバシー] ペインの [全般] タブで、VMware CBCloud システム拡張機能のロードがブロ

ックされたことを示す通知が表示されます。
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4 管理者パスワードを入力してペインのロックを解除し、通知の横にある [許可する] ボタンをクリックします。

注：   通知はデバイスの再起動に関係なく継続され、センサーはシステム拡張が承認されるまでバイパス モード

のままになります。

システム拡張が承認されると、VMware Carbon Black Cloud センサーがネットワーク コンテンツをフィル

タリングすることを伝える別の通知が表示されます。

5 [許可する] をクリックします。

センサーがネットワーク イベントを Carbon Black Cloud コンソールに報告するには、ネットワーク拡張を有

効にする必要があります。

注：   [許可する] ではなく [許可しない] をクリックすると、ネットワーク イベントはバックエンドに到達しま

せん。このプロンプトを再起動するには、/Applications/VMware Carbon Black Cloud フォルダで 

CBCloud.app を実行します。
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macOS デバイスにインストールされている Carbon Black Cloud センサーの確認

RepCLI 出力を使用して、macOS 用 Carbon Black Cloud センサーがデバイスに正常にインストールされている

ことを確認できます。

手順

1 加入済み macOS デバイスで Terminal.app を開き、cd /Applications/VMware\ Carbon\ 
Black\ Cloud/repcli.bundle/Contents/MacOS コマンドを入力します。

2 次に sudo ./repcli status コマンドを入力します。

プロンプトが表示されたら、管理パスワードを入力します。

3 System Extension ステータス、センサー State、および Cloud Status 行の値を確認します。

展開が正常に完了すると、値が次のように一覧表示されます。

オプション 説明

システム拡張: 実行中

状態: 有効

クラウド ステータス: 登録済み

 

次のステップ

n システム拡張機能がロードされていない場合は、正しいプロファイル ペイロードがステージングされていること

を確認します。

n カーネル拡張機能が macOS Big Sur でロードされていない場合は、カーネル キャッシュを再構築する必要が

あります。

カーネル拡張キャッシュの再構築

カーネル拡張モードで macOS 用 Carbon Black Cloud センサーをインストールし、カーネル拡張機能がロード

されていない場合、カーネル拡張キャッシュを再構築する必要があります。

手順

1 Workspace ONE UEM 管理コンソールで、[デバイス] - [リスト表示] の順に移動し、カーネル キャッシュの

再構築が必要な macOS デバイスを選択します。

2 [その他のアクション] ドロップダウン メニューをクリックし、[カスタム コマンド] を選択します。

3 [コマンド XML] テキスト ボックスに次のコマンドを貼り付け、KextPaths の完全なリストを array に追加し

ます。

<dict>
    <key>RebuildKernelCache</key>
    <true/>
    <key>KextPaths</key>
    <array>
        <string>/Library/Extensions/CbDefenseSensor.kext</string>
        <string>/Library/Extensions/SomeOtherExtension.kext</string>
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    </array>
    <key>RequestType</key>
    <string>RestartDevice</string>
</dict>

注：   <key>KextPaths</key> を指定する場合は、Carbon Black Cloud カーネル拡張パスと、カーネル キ

ャッシュの再構築に含めるその他のパスを含める必要があります。

4 オプション。[コマンド XML] テキスト ボックスに次のコマンドを貼り付けます。不明な場合は 

<key>KextPaths</key> と array の値を除きます。

<dict>
    <key>RebuildKernelCache</key>
    <true/>
    <key>RequestType</key>
    <string>RestartDevice</string>
</dict

注：   <key>KextPaths</key> を指定しない場合、macOS は既知のカーネル拡張機能を使用してキャッシュ

の再構築を試みます。たとえば、以前に起動し、カーネル拡張機能のロードを試みたアプリから。

5 [送信] をクリックします。

管理対象アプリケーションとして macOS 用 Carbon Black Cloud センサー
を展開する

Workspace ONE 管理者は、Workspace ONE で macOS 用のストア以外の管理対象アプリケーションを作成

できます。アイコン ファイル、インストーラ（dmg または pkg）、メタデータ ファイルを指定する必要があります。

また、センサー キットの展開パッケージ構造では、メタデータ (PLIST) ファイルを変更する必要があります。その

後、Carbon Black Cloud センサーを加入済みの macOS デバイスに展開できます。

前提条件

n macOS 用 Workspace ONE Intelligent Hub を使用して、メタデータ ファイルに基づいて、管理対象アプ

リケーションがインストールされているかどうか、インストールされているアプリケーションが正しいバージョ

ンであるかどうかを判断します。

n Workspace ONE Intelligent Hub アプリについてよく理解します。詳細については、VMware 
Workspace ONE UEM のドキュメントの一部である VMware Workspace ONE Intelligent Hub の概

要を参照してください。

n センサー キットの展開を構成する前に、Workspace ONE Admin Assistant アプリケーションで必要なアイ

コンとメタデータ ファイルを生成する必要があります。
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n VMware Workspace ONE Admin Assistant ツールについて理解していることを確認します。詳細につい

ては、VMware Workspace ONE 生産性アプリのドキュメントの一部である Workspace ONE Admin 
Assistant → Admin Assistant for macOS を参照してください。

手順

1 アプリケーション インストーラの設定

macOS 用 Carbon Black Cloud センサーを管理対象アプリケーションとして正しく配布するには、センサ

ー キットを解析し、PLIST ファイルを変更する必要があります。

2 macOS 用 Carbon Black Cloud センサーを管理対象アプリケーションとしてインストールする 

Workspace ONE 管理者は、PLIST ファイルを変更した後、Carbon Black Cloud センサーを加入済みの 

macOS デバイスに展開できます。

3 管理対象アプリケーションとしてインストールされた macOS 用 Carbon Black Cloud センサーの確認

macOS 用 Carbon Black Cloud センサーが管理対象アプリケーションとして macOS デバイスに正常に

インストールされているかどうかを検証できる方法はほとんどありません。

アプリケーション インストーラの設定

macOS 用 Carbon Black Cloud センサーを管理対象アプリケーションとして正しく配布するには、センサー キ
ットを解析し、PLIST ファイルを変更する必要があります。

手順

1 Workspace One Admin Assistant アプリケーションを開き、Carbon Black Cloud コンソール 

(confer_installer_mac-<version>.dmg) からダウンロードしたセンサー キットをアップロードし

ます。

2 解析が完了したら、[ファインダーで公開] ボタンをクリックします。

3 CBCloud Install-<version> フォルダを展開し、CBCloud Install-<version>.plist ファイ

ルを右クリックします。

4 [Open With] をクリックし任意のエディタを選択します。

例: TextEdit、Xcode、vim。

5 次の XML スニペットを追加して、PLIST ファイルを変更します。

<key>installs</key>
    <array>
        <dict>
            <key>CFBundleIdentifier</key>
            <string>com.vmware.carbonblack.cloud.se-agent</string>
            <key>CFBundleName</key>
            <string>VMware CBCloud</string>
            <key>CFBundleShortVersionString</key>
            <string>3.5.1fc19</string>
            <key>CFBundleVersion</key>
            <string>3.5.1fc19</string>
            <key>minosversion</key>
            <string>10.15</string>
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            <key>path</key>
            <string>/Applications/VMware Carbon Black Cloud/VMware CBCloud.app</string>
            <key>type</key>
            <string>application</string>
            <key>version_comparison_key</key>
            <string>CFBundleShortVersionString</string>
        </dict>
    </array>

注：   バージョンは「fc」を含んで表示されます。例:

センサーのバージョン PLIST ファイル センサーのバージョンの値

3.5.2.76 3.5.2fc76

3.6.2.110 3.6.2fc110

3.7.2.77 3.7.2fc77

3.7.3.30 3.7.3fc30

6 展開する特定のセンサー バージョンと異なる場合は、CFBundleShortVersionString 値と 

CFBundleVersion 値を置き換えます。

7 オプション。次のいずれかの方法で installs 配列を生成します。

n インストーラ パッケージから VMware CBCloud.app をエクスポートし、Workspace ONE Admin 

Assistant アプリケーションから VMware CBCloud.app を実行します。

n Carbon Black センサー キットを Workspace ONE Admin Assistant 搭載のマシンにインストール

した場合は、~/Downloads ディレクトリ (cp -R /Applications/VMware\ Carbon\ Black\ 
Cloud\VMware CBCloud.app ~/Downloads) に VMware CBCloud.app をコピーし、

Workspace ONE Admin Assistant アプリケーションを介して ~/Downloads/VMware 
CBCloud.app を解析します。

このインスタンスで生成された PLIST には、適切な installs 配列情報が含まれています。

8 変更した PLIST を任意のエディタで保存して閉じます。

macOS 用 Carbon Black Cloud センサーを管理対象アプリケーションとしてインストール

する

Workspace ONE 管理者は、PLIST ファイルを変更した後、Carbon Black Cloud センサーを加入済みの 

macOS デバイスに展開できます。

アプリケーションの追加

Workspace ONE UEM 管理コンソールを使用して、センサーの内部 macOS アプリケーションを展開します。

前提条件

Workspace ONE UEM で macOS メタデータをネイティブに処理するには、macOS ツール用の Workspace 
ONE UEM Admin Assistant をインストールします。Admin Assistant ツールの説明とインストール方法につ
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いては、VMwareWorkspace ONE UEM ドキュメントの一部である Workspace ONE Admin Assistant for 
macOS の紹介 を参照してください。

手順

1 [はじめに] ウィザードから [リソース] を選択します。

2 [アプリケーション] を展開し、[ネイティブ] - [内部] の順に選択します。

3 [追加] ドロップダウン メニューから [アプリケーション ファイル] を選択します。

4 [アップロード] をクリックし、VMware Workspace ONE UEM Admin Assistant ツールで生成したロー

カル ファイル confer_installer_mac-<version>.dmg を選択して保存します。

5 CbDefense Install-<version> を選択して、メタデータ ファイルをアップロードします。Workspace ONE 
Admin Assistant で生成した plist ファイルを保存します。

6 CBCloud Install.png グラフィックを Workspace ONE UEM コンソールにドラッグして、アプリケー

ション インストール用のイメージを追加します。

プリインストール スクリプトとアンインストール スクリプトの定義

Carbon Black Cloud センサー キットのインストールで使用される構成ファイルに入力するプリインストール ス
クリプトとポストインストール スクリプトを指定できます。

Carbon Black Cloud センサー macOS アプリケーションのインストールとアンインストールを実行するには、

[スクリプト] 設定を構成する必要があります。プリインストール スクリプトとポストインストール スクリプトを指

定することで、アプリケーションまたはソフトウェアを再パックすることなく追加の構成タスクを実行、または追加

のアイテムをインストールできます。スクリプトを貼り付けるだけで、Workspace ONE UEM が Munki で使用

できるようにフォーマットします。

手順

1 [スクリプト] タブを選択します。
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2 次のいずれかのスクリプトを [プリインストール スクリプト] テキスト ボックスに貼り付け、Code の値を登録

コードに置き換えます。

各スクリプトには、macOS 用 Carbon Black Cloud センサーをインストールするために必要な最小限の情報

（登録コード）が含まれています。高度なプリインストール スクリプトには、センサーのインストールをカスタ

マイズするための追加オプションが含まれています。これらを独自の値に置き換えます。

オプション 説明

システム拡張インストールの基本プリインス

トール スクリプト

#!/bin/bash
PATH="/var/cbcloud-install"
/bin/mkdir -p "$PATH"
/usr/bin/touch "$PATH/cfg.ini"
/bin/cat > "$PATH/cfg.ini" <<- EOM
[customer]
Code=<REGISTRATION_CODE>
DisableSysextNetworkExtension=false
KernelType=2
EOM

例:

#!/bin/bash
PATH="/tmp/cbcloud-install"
/bin/mkdir -p "$PATH"
/usr/bin/touch "$PATH/cfg.ini"
/bin/chmod 644 "$PATH/cfg.ini"
/bin/cat > "$PATH/cfg.ini" <<- EOM
[customer]
Code=12345
DisableSysextNetworkExtension=false
KernelType=2
EOM

カーネル拡張インストールの基本プリインス

トール スクリプト

#!/bin/bash
PATH="/var/cbcloud-install"
/bin/mkdir -p "$PATH"
/usr/bin/touch "$PATH/cfg.ini"
/bin/cat > "$PATH/cfg.ini" <<- EOM
[customer]
Code=<REGISTRATION_CODE>
DisableSysextNetworkExtension=false
KernelType=1
EOM

高度なプリインストール スクリプト PATH="/var/cbcloud-install"
/bin/mkdir -p "$PATH"
/usr/bin/touch "$PATH/cfg.ini"
/bin/cat > "$PATH/cfg.ini" <<- EOM
[customer]
Code=<REGISTRATION_CODE>
ProxyServer=<PROXY_SERVER>
ProxyServerCredentials=<PROXY_CREDS>
LastAttemptProxyServer=<LAST_ATTEMPT_PROXY_SERVER>
PemFile=<customer.pem>
AutoUpdate=<true|false>
AutoUpdateJitter=<true|false>
InstallBypass=<true|false>
FileUploadLimit=<FILE_UPLOAD_LIMIT>
GroupName=<GROUP_NAME>
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オプション 説明

EmailAddress=<USER_NAME>
BackgroundScan=<true|false>
RateLimit=<RATE_LIMIT>
ConnectionLimit=<CONNECTION_LIMIT>
QueueSize=<QUEUE_SIZE>
LearningMode=<LEARNING_MODE>
<POC=1>
CbLRKill=<true|false>
HideCommandLines=<true|false>
DisableSysextNetworkExtension=<true|false>
KernelType=<1|2> #1=KEXT,2=SysExt
EOM

 
3 アンインストール方法として [アンインストール スクリプト] を選択します。

4 スクリプトを貼り付けて、登録解除コードを [アンインストール スクリプト] テキスト ボックスに入力します。

#!/bin/sh
/Applications/VMware\ Carbon\ Black\ Cloud/uninstall.bundle/Contents/MacOS/uninstall -y -c 
<Deregistration_Code>

展開オプションの設定

展開オプションを設定することで、インストールが正常に完了するのを妨げる可能性のあるアプリケーションまたは

プロセスを定義します。

手順

1 [展開] タブをクリックします。

2 [アプリケーションのブロック] オプションで [いいえ] を選択します。

エンド ユーザーは、どの Carbon Black Cloud アプリケーションも閉じないようにする必要があります。これ

はすべて、Workspace ONE Intelligent Hub および Carbon Black Cloud センサー インストーラによっ

て処理されます。

3 システム拡張機能を使用してセンサーを展開する場合は、[アクションの再起動] ドロップダウン メニューから 

[なし] を選択します。KEXT を使用してセンサーを展開する場合は、適切な再起動アクションを選択します。

4 [保存して割り当て] をクリックします。

割り当ての構成

構成をセンサー アプリケーション インストーラに割り当てる前に、配布と制限の環境設定を行う必要があります。

手順

1 [配布] ページで、配布の名前を入力します。

たとえば、すべての Mac。

2 [ センサーを受け取る必要があるデバイスを含む ]割り当てグループ Carbon Black Cloud を選択します。

3 [アプリケーションの配信方法] オプションで [自動] を選択します。
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4 アプリケーション カタログで Carbon Black アプリケーションをユーザーに表示するかどうかを決定します。

非アクティブのままの場合があります。

5 [制限] をクリックし [加入解除時に削除] と [希望状態の管理] を有効にします。

6 割り当てを[作成]します。

7 オプション。[除外] タブを見つけて、割り当てに除外を追加し、割り当ての優先順位を調整します。

8 割り当てを[保存]します。

9 割り当てられたデバイスを確認し、[公開] をクリックします。

管理対象アプリケーションとしてインストールされた macOS 用 Carbon Black Cloud セン

サーの確認

macOS 用 Carbon Black Cloud センサーが管理対象アプリケーションとして macOS デバイスに正常にインス

トールされているかどうかを検証できる方法はほとんどありません。

macOS 用 Carbon Black Cloud センサーが Workspace ONE UEM を使用して管理対象アプリケーションと

してインストールされていることを確認する

Workspace ONE UEM 管理コンソールを使用して、macOS 用 Carbon Black Cloud センサーが割り当てられ

たデバイスに管理対象アプリケーションとしてインストールされていることを確認できます。

手順

1 [デバイス] - [リスト表示] の順に移動します

2 デバイスを選択し、[アプリケーション] タブをクリックします。

3 アプリケーションのリストで macOS 用 Carbon Black Cloud センサーを見つけます。

結果

Carbon Black Cloud センサーは、以前に割り当てたデバイスに管理対象アプリケーションとしてインストールさ

れます。

macOS 用 Carbon Black Cloud センサーがデバイスに管理アプリケーションとしてインストールされているこ

とを確認する

macOS アプリケーションの Carbon Black Cloud センサーが macOS デバイスに正常にインストールされてい

るかどうかを確認できます。

手順

1 加入済みの macOS デバイスで [ファインダー] - [アプリケーション] を開きます。

2 VMware Carbon Black Cloud フォルダが存在し、[VMware CBCloud] センサー アプリケーションと

その関連バンドルが含まれていることを確認します。

3 オプションで、Confer menulet がデバイスのメニュー バーに存在するかどうかを確認します。
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macOS 用 Carbon Black Cloud センサーがインストール ログに管理対象アプリケーションとしてインストール

されていることを確認する

インストール ログを表示して、macOS アプリケーションの Carbon Black Cloud センサーが macOS デバイス

に正常にインストールされているかどうかを確認できます。

手順

1 加入済み macOS デバイスで Terminal.App を開き、次のコマンドを入力します。

tail -f -n +1 /Library/Application\ Support/AirWatch/Data/Munki/Managed\ Installs/Logs/
ManagedSoftwareUpdate.log

2 ログ ファイルで、Install of CbDefense Install.pkg was successful と記述されている行を探しま

す。

行に the sensor appears to not be installing または is installing repeatedly と記述され

ている場合は、PLIST ファイルのメタデータに、installs 配列を含めるように調整する必要があります。
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VDI 環境でのエンドポイントへのセン
サーのインストール 4
このセクションでは、仮想デスクトップ インフラストラクチャ (VDI) 環境でコマンド ラインまたはソフトウェア配

布ツールを使用してセンサーをインストールする方法について説明します。

重要：   ここで説明するプロセスを開始する前に、「1 章 センサーのインストールの開始」をお読みください。センサ

ーの正常なインストールに役立つ、関連性の高い情報が含まれています。

センサーをインストールする前に、次のステップを実行します。

会社登録コードを取得する

センサー キットのダウンロード

ファイアウォールおよびプロキシの情報については、「13 章 Carbon Black Cloud 通信の構成」を参照してくださ

い。

この章には、次のトピックが含まれています。

n 複数のゴールド イメージまたはプライマリ イメージの作成

n VMware Horizon 仮想デスクトップを備える Carbon Black Windows センサー

n VMware Horizon 仮想デスクトップを備える Carbon Black Linux センサー

n Citrix 仮想デスクトップを備える Carbon Black Windows センサー

n vSphere クライアントを備える Carbon Black Windows センサー

n vSphere クライアントを備える Carbon Black Linux センサー

複数のゴールド イメージまたはプライマリ イメージの作成

このトピックでは、複数のゴールド イメージまたはプライマリ イメージを作成（クローン作成）する場合の注意事

項と手順について説明します。すべての VDI に関連します。

複数のプライマリ イメージを作成するには、クローン作成されたプライマリ イメージからセンサーをアンインスト

ールする必要があります。次に、新しいセンサーをインストールします。2 番目のプライマリ イメージは、基本デバ

イス ID を独自に受け取り、元のプライマリ イメージの依存関係を断ちます。

この推奨事項に従わず、クローン作成されたプライマリ イメージが無活動およびポリシー設定のために登録解除され

た場合、VDI 上のセンサーはアンインストールされ、VDI は保護されなくなります。
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複数のゴールド イメージまたはプライマリ イメージの作成

このセクションでは、複数のゴールド イメージまたはプライマリ イメージを作成（クローン作成）する場合の一般

的な手順について説明します。

手順

1 ゴールド イメージまたはプライマリ イメージのクローンを作成します。

2 クローン作成されたイメージ デバイスを起動します。

3 Carbon Black Cloud コンソールにログインします。

4 [インベントリ > エンドポイント] をクリックするか、[インベントリ > 仮想マシンのワークロード] をクリック

します。

5 クローン作成されたイメージに元のイメージとは異なる DeviceID があることを確認します。

注：   クローン作成されたイメージに異なる DeviceID がない場合は、クローン作成されたイメージで RepCLI 
reregister now コマンドを実行し、新しい DeviceID があることを確認します。

6 クローン作成されたイメージからセンサーをアンインストールします。

注：   クローン作成されたイメージ デバイスに異なる DeviceID がない場合は、センサーをアンインストール

しないでください。

7 クローン作成されたイメージ デバイスにセンサーをインストールします。

VMware Horizon 仮想デスクトップを備える Carbon Black 
Windows センサー

このセクションでは、Carbon Black Cloud Windows 3.6 以降のセンサーを Horizon フル クローンおよび 

Horizon インスタント クローン 7.13、Horizon 2012 以降に展開する方法について説明します。

Carbon Black Cloud Windows センサーをインストールする前に、ゴールド イメージの最適化など、標準の 

Horizon ベスト プラクティスに従っていることを確認してください。使用している Carbon Black Cloud センサ

ーと Horizon のバージョンに互換性があり、サポートされている必要があります。VMware の相互運用性マトリ

ックスを参照してください。

次の要件を確認し、推奨されるベスト プラクティスを実行します。ここに記載されているベスト プラクティスが展

開に適した方法ではない場合、OFFLINE_INSTALL スイッチを使用する代替構成がサポートされています。これ

は、ゴールド イメージを作成してオフライン コンピュータに複製する組織に役立ちます。「Windows センサーでサ

ポートされるコマンド」を参照してください。

準備手順については、4 章 VDI 環境でのエンドポイントへのセンサーのインストール を参照してください。

Horizon インスタント クローンに対する Carbon Black Windows センサー 
ポリシー設定の推奨事項

ゴールド イメージには、クローンとは異なるポリシーを割り当てることをお勧めします。センサー グループを使用

して、クローンがゴールド イメージを継承しないようにします。
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センサー グループの詳細については、VMware Carbon Black Cloud ユーザー ガイド を参照してください。

開始するには、Standard ポリシー ルールをインスタント クローン ポリシーに複製することを推奨します。次に、

Horizon インスタント クローンに対して次の特定のポリシー設定を推奨します。

[全般] タブ

n [名前] – 簡単に識別できるように、センサーをインスタント クローンとして区別する名前をポリシーに付けるこ

とをお勧めします。

n [説明] - このポリシーは Horizon インスタント クローン用に最適化されています。特別な考慮事項によりパフ

ォーマンスが向上し、レピュテーション、行動、および的を絞った防止の強力な基盤が提供されます。

n [ターゲット バリュー] - 中

[センサー] タブ

n [システム トレイにセンサー メッセージを表示] - この設定を有効にして、次のサンプル テキストのようなメッ

セージを追加します: 「仮想デスクトップ ポリシー - 質問や懸念事項がある場合は、someone@example.com 
にお問い合わせください。問題と利用可能なレプリケーション手順に関するコンテキストを提供します。」

[防止] タブ - 権限

n [バイパス ルール (例外)] –ポリシーレベルのバイパス ルールは、VDI 環境での安定性の確保に役立ちます。

あらゆる組織で、パフォーマンスとセキュリティの間のトレードオフを理解する必要があります。VMware で
は、例外を使用することを推奨します。利害関係者と連携して、リスクおよび利点 (パフォーマンス vs. 可視性) 
を確認し、必要に応じてバイパス ルールを適用します。

Carbon Black Cloud は例としてサポートされるメソッドの例外を提供します。VDI 環境にインストールさ

れたアプリケーションを確認し、必要なバイパス ルールを適用してください。

以下の例は、VMware ソリューションの公開ドキュメントに基づいています。追加のバイパス ルールが必要な

場合があります。

VMware バイパス ルールのベスト プラクティス

**\Program Files\VMware\**,
**\SnapVolumesTemp**,
**\SVROOT**,
**\SoftwareDistribution\DataStore**,
**\System32\Spool\Printers**,
**\ProgramData\VMware\VDM\Logs**,
**\AppData\VMware\**

防止

ブロックおよび隔離

ベスト プラクティスでは、[ブロックおよび隔離] ルールを適用して、特定の攻撃面に対処することを推奨していま

す。
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[ローカル スキャン] タブ

n [アクセス時のファイル スキャン モード] – 有効

n [シグネチャの更新を許可] - 無効

この設定は状況に応じたものです。生存期間の短いクローンの場合、[シグネチャの更新を許可] 設定を無効にして、

[アクセス時のファイル スキャン モード] 設定を有効にすることをお勧めします。ゴールド イメージのポリシーで

は、これらの両方の設定が有効になります。このセットアップにより、クローンは、確実に、ゴールド イメージから

取得されたシグネチャ パックを使用してアンチウイルス スキャンをさらに実行できます。各クローンでシグネチャ 

パックを更新するコストはかかりません。クローンの有効期間が長いと予想される場合は、両方の設定を有効 に設定

することをお勧めします（古いシグネチャ パックの使用を回避するため）。

[センサー] タブ

n [バックグラウンド スキャンを実行] –無効パフォーマンスを最適化するには、ゴールド イメージでバックグラウ

ンド スキャンを完了し、その後クローンに割り当てられたポリシーでバックグラウンド スキャンを無効にする

ことをお勧めします。

n [ネットワーク ドライブ上のファイルをスキャン] - 無効

n [ネットワーク ドライブ上の実行をスキャン] - 有効

n [クラウド スキャンの実行を遅延させる] - 有効。この重要な設定は、実行前のレピュテーション検索の唯一の参

照ポイントとして機能します。無効の場合、エンドポイントは実行前の予防策として[パスでのアプリケーショ

ン]および[拒否リスト]のルールに依存する必要があります。

n [Hash MD5] - 無効センサーは常に SHA-256 を計算します。

n [非アクティブになっている VDI クローン センサーを自動登録解除する] – インスタント クローンは一般的に

寿命が短いので、指定した期間非アクティブだったインスタント クローンを削除するにはこの設定を有効にする

ことをお勧めします。

注：   VMware Carbon Black では、VMware Carbon Black または環境からの一般的なメンテナンス期間

中にセンサーが登録解除されないように、少なくとも 24 時間の間隔を設定することをお勧めします。

Horizon インスタント クローンへの Carbon Black Windows センサーのイ
ンストール

Horizon インスタント クローンに Carbon Black Cloud Windows センサーをインストールするには、次の手順

を実行します。これらの手順は、両方のインスタント クローン プールにのみ適用されます。

重要：   以前のインストールで使用していた同期後スクリプト (バッチ ファイル) は必要なくなりました。以前の 

Horizon バージョンから Horizon 7.13 以降にアップグレードする場合は、以前にゴールド イメージに挿入したバ

ッチ ファイルを削除する必要があります。スクリプトの削除に失敗すると、同じデバイスが複数回再登録されます。 

ゴールド イメージで repcli reregister now や repcli reregister onrestart コマンドを実行しないで

ください。どちらのコマンドを実行してもゴールド イメージがクローンに変換されます。自動登録が設定されてタ

イムアウトが発生した場合に、ゴールド イメージが登録解除される可能性があります。ゴールド イメージを登録解

除すると、クローンを再登録できなくなります。
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インスタント クローン エージェントは、IT/replica/clone nga カスタマイズの開始時に次のレジストリ値を固

有の GUID 設定するようになりました。各クローンには固有の値があります。

Key: HKLM\Software\VMware, Inc.\ViewComposer\ga\AgentIntegration 
Type: REG_SZ 
Value: CustomizationStarted 

前提条件

センサーをインストールする前に、Horizon インスタント クローンに対する Carbon Black Windows センサー 

ポリシー設定の推奨事項を参照してください。

手順

1 クローン プール展開用のゴールド イメージ仮想マシンを作成します。必要な Windows の更新を実行し、必要

な VMware Tools および Horizon Agent をインストールします。

2 ゴールド イメージにセンサーをインストールするには以下の手順に従います。

n Horizon バージョン 7.13 以降または 8.0 以降および Carbon Black Cloud センサー 3.6 以降を使用し

ている場合、追加の構成は必要ありません。この場合、センサーは Horizon Agent によって提供された登

録キーを使用してクローンへの再登録を実行します。

msiexec.exe /q /i <Sensor Installer Path> /L*v msi.log COMPANY_CODE="XYZABC" 
CLI_USERS=<UserGroupSid>POLICY_NAME="<NAME Virtual Policy>"

n Horizon バージョン 7.13 以前、8.0、および Windows センサー 3.7 MR2 以降を使用している場合は、

以下の“AUTO_REREGISTER_FOR_VDI_CLONES=3" インストール フラグを追加します。

msiexec.exe /q /i <Sensor Installer Path> /L*v msi.log COMPANY_CODE="XYZABC" 
CLI_USERS=<UserGroupSid> AUTO_REREGISTER_FOR_VDI_CLONES=3 POLICY_NAME="<NAME Virtual 
Policy>" 

注：   <Sensor Installer Path>: この値をセンサー MSI ファイルの場所 

(c:\tmp\installer_win-64-3.8.0.627.msi など) と置き換えます。 

CLI_USERS= <UserGroupSid>: ゴールド イメージのこのパラメータにより、クローンで RepCLI を使用

できるようになります。値は、クローンで RepCLI コマンドを実行するユーザー アカウント/グループのセ

キュリティ識別子（SID）です。

Policy_NAME: ゴールド イメージに適用するために必要な例外と構成を持つポリシー名を示します。3.8 

より前のバージョンの Carbon Black Cloud センサーの場合は、代わりに GROUP_NAME パラメータを使

用します。

「エンドポイントへの Windows センサーのインストール」および「Windows センサーでサポートされる

コマンド」を参照してください。RepCLI の詳細については、VMware Carbon Black Cloud ユーザー 

ガイド の「RepCLI を使用したセンサーの管理」を参照してください。
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3 オプション (推奨)。ゴールド イメージでバックグラウンド スキャンを完了し、クローンのパフォーマンスを最

適化します。

a Carbon Black Cloud コンソールで、[適用] > [ポリシー] の順にクリックしてポリシーを選択し、[センサ

ー] タブをクリックします。

b [バックグラウンド スキャンを実行] オプションを選択し、[優先] スキャンを選択します。

c [保存] をクリックします。

d スキャンの進行状況を追跡するには、repcli status コマンドを実行します。出力は次のようになりま

す。

General Info:
   Sensor Version[3.7.0.1473 - Sep 29 2021 - 20:34:38]
   Local Scanner Version[ - ]
   Disk Filter Version[3.7.0.1473]
   CbShared[104365] Policy[1269] FileAnalysis[386] Proto[548]
   Sensor State[Enabled]
   Details[LiveResponse:NoSession, LiveResponse:NoKillSwitch, LiveResponse:Disabled, 
SvcStable]
   DeviceHash[31dbad895ab7161f1f53bed2f4e3fa49ac64de98935b03752b53a407f65d9ea2]
   DeviceID[26365289]
   VirtualGuestToHostCommsStatus[Disconnected]
   ExternalIdentity[Not Available]
   Kernel File Filter[Connected]
   LastUser[Device\user]
   Background Scan [Complete]
   Total Files Processed[52581] Current Directory[None]

4 オプション。キャッシュ パーシステンスを構成してパフォーマンスを向上させます。

永続キャッシュ設定 (FileCachePersistenceState=3) は、クローンで計算されたハッシュを再利用するこ

とで、CPU とディスク I/O リソースを大幅に節約します。この機能は、Windows センサー 3.8 以降で使用で

きます。また、Windows センサー 3.7 以降で使用可能なパラメータを削除すると、VDI のパフォーマンスが

向上します。

永続キャッシュは、ゴールド イメージ スナップショット ファイルの安全なストレージに依存し、ゴールド イメ

ージがオフラインの間はスナップショットに変更が加えられないことを前提としています。この設定を有効にす

る場合は、ゴールド イメージとストレージ インフラストラクチャを同等のレベル、またはゲスト OS よりも高

いレベルに固定します。ゴールド イメージおよびストレージ インフラストラクチャへの物理的および管理上の

アクセスを制限し、監査ログを定期的に確認することをお勧めします。

a コンソールの左側のナビゲーション バーで、[インベントリ] > [エンドポイント] または [インベントリ] > 
[ワークロード] をクリックします。

b エンドポイントを選択し、[アクション実行] をクリックして [バイパスの有効化] をクリックします。アク

ションを確認します。

c エンドポイントがバイパス モードであることを確認するには、次のコマンドを実行します: repcli 
status。
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d ベスト プラクティスとして、cfg.ini ファイルのバックアップを別のディレクトリに作成します。

Windows センサー バージョン 3.6 以前の場合、cfg.ini は C:\Program 
Files\Confer\cfg.ini にあります。Windows センサー 3.7 以降の場合、cfg.ini は 

C:\ProgramData\CarbonBlack\DataFiles\cfg.ini にあります。

e cfg.ini を編集します。次のパラメータを追加します。

n RepDbPruneCountdownMs=14400000 (デフォルトは 5 分、4 時間に変更)この設定では、最初の削除

の試行が開始される間隔を定義します。

n PruneDeletedFilesSleepInterval=14400000 (デフォルトは 30 分、時間に変更)この設定では、

削除の試行が成功した後の試行の遅延を定義します。

n PruneDeletedFilenameRowCount=500 (デフォルトは 100)。この設定では、1 回の試行で削除する

行の最大数を定義します。

n FileCachePersistenceState=3 (デフォルトは 0)。この設定では、インスタント クローンでキャ

ッシュのパーシステンスを有効にします。

f ゴールド イメージを再起動します。

g ゴールド イメージにログインし、共通アプリケーションを実行してキャッシュを入力します。

h コンソールの左側のナビゲーション バーで、[インベントリ] > [エンドポイント] または [インベントリ] > 
[ワークロード] をクリックします。

i エンドポイントを選択し、[アクション実行] をクリックして [バイパスの無効化] をクリックします。アク

ションを確認します。

j 手順 4d で作成したバックアップ ファイルを削除します。

k ゴールド イメージをシャットダウンします。

5 ゴールド イメージを再起動して、ランサムウェアの完全な保護（3.7 以降のセンサー）を適用します。手順 4 を
完了した場合は、この手順をスキップできます。

6 ゴールドイメージのスナップショットを作成します。

7 Horizon コンソールで、ゴールド イメージとスナップショットを使用してインスタント クローン プールを作成

します。

8 Horizon コンソールでプールが使用可能になったら、Carbon Black Cloud コンソールでチェックして、新し

く作成されたインスタント クローンが新しいデバイス ID で登録されていることと適正なポリシーに割り当て

られていることを確認します。以前にセンサー グループを作成し、インストールされているセンサーがセンサー 

グループの基準に一致している場合を除き、エンドポイントはゴールド イメージからポリシーを継承します。イ

ンストール後の手動ポリシー割り当ては、継承をオーバーライドします。

Horizon インスタント クローンおよび Carbon Black Windows センサーの
インストールに関する既知の問題と軽減策

インスタント クローン プールの作成中に、「内部テンプレート」(デバイス名が itXXXXXX) と呼ばれるゴールド イ

メージの一時的なフル クローンがパワーオンされ、ネットワーク アクセスが可能になります。内部テンプレート デ
バイスのセンサーは、ゴールド イメージと同じデバイス ID を使用して Carbon Black Cloud に接続される可能性
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があります。この接続により、Carbon Black Cloud コンソールの itXXXXXX デバイスによってゴールド イメー

ジが上書きされます。

注：   この問題は、Carbon Black Cloud Windows センサー 3.7MR2 で解決されています。

ゴールド イメージがパワーオン状態の場合、ゴールド イメージのセンサーはバックエンドに再接続し、itXXXXXX 
デバイスを上書きします。バックエンドで互いにデータを上書きする重複デバイスに加えて、バックエンドに再登録

要求をゴールド イメージに送信させる可能性があります。これにより、バックエンドによってゴールド イメージが 

VDI と見なされ、非アクティブ状態であることを理由にゴールド イメージの登録が解除される可能性があります。

重複デバイスのシナリオでは、ゴールド イメージが想定されるポリシー グループにないグループ メンバーシップの

問題が表示される場合もあります。デバイス ID がゴールド イメージとして重複している内部テンプレートの悪影

響は次のとおりです。

n 内部テンプレートのイベントとアクティビティは、ゴールド イメージと混同する可能性があります。

n コンソールのゴールド イメージのデバイス名は変更される場合があります。

n MSM を使用してデバイス名別にデバイス ポリシーを割り当てる場合、ゴールド イメージと内部テンプレート

名が考慮されていることを確認します。

ゴールド イメージをパワーオフした状態でインスタント クローンを展開することを推奨します。この推奨事項によ

り、内部テンプレートの重複デバイス ID のシナリオは排除されませんが、デバイス ID が重複しているというマイ

ナス面は軽減されます。

[事前にすべてのマシンをプロビジョニング]設定を使用してインスタント クローンをプロビジョニングすると、最初

のプロビジョニング操作中にホストおよびプロビジョニング クローンの CPU 使用率が大幅に増加する可能性があ

ります。これは、プロビジョニング中のすべてのインスタント クローンで同時に Carbon Black センサーの登録が

発生した結果です。

[オンデマンドでマシンをプロビジョニング]設定を使用したインスタント クローンのプロビジョニングでは、インス

タント クローンは異なる時間にプロビジョニングされるため、CPU 使用率が増加する可能性はほとんどありません。

CPU 負荷が高くなる結果、最初のインスタント クローンのプロビジョニング中に、同期後のバッチ ファイルを実行

しながらクローンのカスタマイズがタイムアウトすることがあります。これにより、クローンのエラー状態が発生す

る可能性があります。エラー状態は、クローンで同期後スクリプトを実行するためのタイムアウト制限が 20 秒にな

っているためですが、失敗したクローンは自動的にリカバリされます。同期後スクリプトのタイムアウトはデフォル

トで 20 秒になっていますが、ゴールド イメージの次のレジストリ キーを変更することで調整できます。これによ

り、インスタント クローンのプロビジョニング失敗率が低下します。推奨される最大値は 120,000 ミリ秒です。

HKLM\System\CCS\Services\vmware-viewcomposer-ga
Type: DWORD
Value Name: ExecScriptTimeout
Units: milliseconds
Sample:
##Updated timeout value from 20000 to 120000 .
HKLM\System\CCS\Services\vmware-viewcomposer-ga
Type: DWORD
Value Name: ExecScriptTimeout
Units: 120000
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Horizon フル クローンに対する Carbon Black Windows センサー ポリシー
設定の推奨事項

ゴールド イメージをクローンとは別のポリシーにすることをお勧めします。センサー グループを使用して、ゴール

ド イメージ ポリシーを継承するクローンを回避します。

センサー グループの詳細については、VMware Carbon Black Cloud ユーザー ガイド を参照してください。

開始するには、Standard ポリシー ルールをフル クローン ポリシーに複製することを推奨します。次に、Horizon 
フル クローンに対して次の特定のポリシー設定を推奨します。

[全般] タブ

n [名前] – 簡単に識別できるように、センサーをフル クローンとして区別する名前をポリシーに指定することをお

勧めします。

n [説明] - このポリシーは Horizon フル クローン用に最適化されています。特別な考慮事項によりパフォーマン

スが向上し、レピュテーション、行動、および的を絞った防止の強力な基盤が提供されます。

n [ターゲット バリュー] - 中

[センサー] タブ

n [システム トレイにセンサー メッセージを表示] - この設定を有効にして、次のサンプル テキストのようなメッ

セージを追加します: 「仮想デスクトップ ポリシー - 質問や懸念事項がある場合は、someone@example.com 
にお問い合わせください。問題と利用可能なレプリケーション手順に関するコンテキストを提供します。」

[防止] タブ - 権限

n [バイパス ルール (例外)] –ポリシーレベルのバイパス ルールは、VDI 環境での安定性の確保に役立ちます。

あらゆる組織で、パフォーマンスとセキュリティの間のトレードオフを理解する必要があります。VMware で
は、例外を使用することを推奨します。利害関係者と連携して、リスクおよび利点 (パフォーマンス vs. 可視性) 
を確認し、必要に応じてバイパス ルールを適用します。

Carbon Black Cloud は例としてサポートされるメソッドの例外を提供します。VDI 環境にインストールさ

れたアプリケーションを確認し、必要なバイパス ルールを適用してください。

以下の例は、VMware ソリューションの公開ドキュメントに基づいています。追加のバイパス ルールが必要な

場合があります。

VMware バイパス ルールのベスト プラクティス

**\Program Files\VMware\**,
**\SnapVolumesTemp**,
**\SVROOT**,
**\SoftwareDistribution\DataStore**,
**\System32\Spool\Printers**,
**\ProgramData\VMware\VDM\Logs**,
**\AppData\VMware\**

防止
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ブロックおよび隔離

ベスト プラクティスでは、[ブロックおよび隔離]ルールを適用して、特定の攻撃面に対処することを推奨していま

す。

[ローカル スキャン] タブ

n [アクセス時のファイル スキャン モード] – 有効

n [シグネチャの更新を許可する] - 有効

フル クローンがゴールド イメージから再作成されることはほとんどありません。このため、事実上シグネチャの更

新を受信することはありません。フル クローンの[シグネチャの更新を許可する]を有効にします。

[センサー] タブ

n [バックグラウンド スキャンを実行] –無効パフォーマンスを最適化するには、ゴールド イメージでバックグラウ

ンド スキャンを完了してから、クローンに割り当てられたポリシーでバックグラウンド スキャンを無効にする

ことをお勧めします。

n [ネットワーク ドライブ上のファイルをスキャン] - 無効

n [ネットワーク ドライブ上の実行をスキャン] - 有効

n [クラウド スキャンの実行を遅延させる] - 有効。この重要な設定は、実行前のレピュテーション検索の唯一の参

照ポイントとして機能します。無効の場合、エンドポイントは実行前の予防策として[パスでのアプリケーショ

ン]および[拒否リスト]のルールに依存する必要があります。

n [Hash MD5] - 無効センサーは常に SHA-256 を計算します。

n [非アクティブになっている VDI センサーの自動登録解除] – センサーの意図しないアンインストールを防ぐに

はこの設定を無効にします。

Horizon フル クローンへの Carbon Black Windows センサーのインストー
ル

Horizon フル クローンのみで構成されている環境に Carbon Black Cloud Windows センサーをインストール

する場合は、以下のインストール方法を使用してください。

重要：   以前のインストールで使用していた同期後スクリプト (バッチ ファイル) は必要なくなりました。以前の 

Horizon バージョンから Horizon 7.13 以降にアップグレードする場合は、以前にゴールド イメージに挿入したバ

ッチ ファイルを削除する必要があります。スクリプトの削除に失敗すると、同じデバイスが複数回再登録されます。 

ゴールド イメージで repcli reregister now や repcli reregister onrestart コマンドを実行しないで

ください。どちらのコマンドを実行してもゴールド イメージがクローンに変換されます。自動登録が設定されてタ

イムアウトが発生した場合に、ゴールド イメージが登録解除される可能性があります。ゴールド イメージを登録解

除すると、クローンを再登録できなくなります。

前提条件

センサーをインストールする前に、Horizon フル クローンに対する Carbon Black Windows センサー ポリシー

設定の推奨事項を参照してください。
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手順

1 クローン プール展開用のゴールド イメージ仮想マシンを作成します。必要な Windows の更新を実行し、必要

な VMware Tools および Horizon Agent をインストールします。

2 ゴールド イメージにセンサーをインストールするには以下の手順に従います。

n Horizon バージョン 7.13 以降または 8.0 以降および Carbon Black Cloud センサー 3.6 以降を使用し

ている場合、追加の構成は必要ありません。この場合、センサーは Horizon Agent によって提供された登

録キーを使用してクローンへの再登録を実行します。

msiexec.exe /q /i <Sensor Installer Path> /L*v msi.log COMPANY_CODE="XYZABC" 
CLI_USERS=<UserGroupSid>POLICY_NAME="<NAME Virtual Policy>"

注：   インスタント クローン エージェントは、IT/replica/clone nga カスタマイズの開始時に次のレ

ジストリ値を固有の GUID 設定するようになりました。各クローンには固有の値があります。

Key: HKLM\Software\VMware, Inc.\ViewComposer\ga\AgentIntegration 
Type: REG_SZ 
Value: CustomizationStarted 

n Horizon バージョン 7.13 以前、8.0、および Windows センサー 3.7 MR2 以降を使用している場合は、

以下の “AUTO_REREGISTER_FOR_VDI_CLONES=3" インストール フラグを追加します。

msiexec.exe /q /i <Sensor Installer Path> /L*v msi.log COMPANY_CODE="XYZABC" 
CLI_USERS=<UserGroupSid> AUTO_REREGISTER_FOR_VDI_CLONES=3 POLICY_NAME="<NAME Virtual 
Policy>" 

注：   <Sensor Installer Path>: この値をセンサー MSI ファイルの場所 

(c:\tmp\installer_win-64-3.8.0.627.msi など) と置き換えます。 

CLI_USERS= <UserGroupSid>: ゴールド イメージのこのパラメータにより、クローンで RepCLI を使用

できるようになります。値は、クローンで RepCLI コマンドを実行するユーザー アカウント/グループのセ

キュリティ識別子（SID）です。

Policy_NAME: ゴールド イメージに適用するために必要な例外と構成を持つポリシー名を示します。3.8 

より前のバージョンの Carbon Black Cloud センサーの場合は、代わりに GROUP_NAME パラメータを使

用します。

「エンドポイントへの Windows センサーのインストール」および「Windows センサーでサポートされる

コマンド」を参照してください。RepCLI の詳細については、VMware Carbon Black Cloud ユーザー 

ガイド の「RepCLI を使用したセンサーの管理」を参照してください。

3 オプション (推奨)。ゴールド イメージでバックグラウンド スキャンを完了し、クローンのパフォーマンスを最

適化します。

a Carbon Black Cloud コンソールで、[適用] > [ポリシー] の順にクリックしてポリシーを選択し、[センサ

ー] タブをクリックします。

b [バックグラウンド スキャンを実行] オプションを選択し、[優先] スキャンを選択します。
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c [保存] をクリックします。

d スキャンの進行状況を追跡するには、repcli status コマンドを実行します。出力は次のようになりま

す。

General Info:
   Sensor Version[3.7.0.1473 - Sep 29 2021 - 20:34:38]
   Local Scanner Version[ - ]
   Disk Filter Version[3.7.0.1473]
   CbShared[104365] Policy[1269] FileAnalysis[386] Proto[548]
   Sensor State[Enabled]
   Details[LiveResponse:NoSession, LiveResponse:NoKillSwitch, LiveResponse:Disabled, 
SvcStable]
   DeviceHash[31dbad895ab7161f1f53bed2f4e3fa49ac64de98935b03752b53a407f65d9ea2]
   DeviceID[26365289]
   VirtualGuestToHostCommsStatus[Disconnected]
   ExternalIdentity[Not Available]
   Kernel File Filter[Connected]
   LastUser[Device\user]
   Background Scan [Complete]
   Total Files Processed[52581] Current Directory[None]

4 オプション: repcli updateAVSignature コマンドを実行して、ゴールド イメージのデバイス署名を更新し

ます。

5 ゴールド イメージを再起動して、完全なランサムウェアの保護を適用します (Windows センサー バージョン 

3.7 以降)。

6 ゴールド イメージをシャットダウンします。Horizon コンソールで、ゴールド イメージをテンプレート仮想マ

シンに変換します。ゴールド VMTemplate を使用してフル クローン プールを作成します。

7 新しいフル クローンは、プールが使用可能になると、Carbon Black Cloud コンソールで新しいデバイス ID 
を使用して登録されます。新たにプロビジョニングされたクローンが登録され、適正なポリシーに割り当てられ

ていることを確認します。

Horizon のフル環境とインスタント クローンが混在する環境での Carbon 
Black Windows センサーのインストール

フル クローンと Horizon インスタント クローンの両方を含む環境に Carbon Black Cloud Windows センサー

をインストールするには、次の手順を使用します。

手順

1 フル クローン プールのゴールド イメージを作成します。Horizon のドキュメントに従って、VMware Tools 
や Horizon Agent のインストールなどの必要な手順を実行します。ゴールド イメージに Carbon Black 
Cloud センサーをインストールしないでください。

2 ゴールド イメージ (可能であればシステム ルート ディレクトリ) に Carbon Black Cloud センサー MSI を
配置します。

3 フル クローン プールの作成に使用するカスタマイズ仕様を準備します。
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4 次のセンサー インストール コマンドをカスタマイズ仕様コマンドに追加します。

msiexec.exe /q /i <Sensor Installer Path > /L*v msi.log COMPANY_CODE="XYZABC" 
CLI_USERS=<UserGroupSid> GROUP_NAME="<NAME Virtual Policy>"

注：   Horizon 7.13 以前、8.0、および Windows センサー 3.7MR2 以降の場合は、次のパラメータを追加

して、クローンの自動再登録を有効にします: AUTO_REREGISTER_FOR_VDI_CLONES=3。古いバージョンのセ

ンサーを使用している場合は、代わりに BASE_IMAGE=1 パラメータを使用します。

<Sensor Installer Path>: この値をセンサー MSI ファイルの場所 

(c:\tmp\installer_win-64-3.6.0.1941.msi など) に置き換えます。

CLI_USERS=UserGroupSid: このパラメータを使用すると、クローンで RepCLI を使用できるようになりま

す。値は、クローンで RepCLI コマンドを実行するユーザー アカウント/グループのセキュリティ識別子（SID）

です。

GROUP_NAME: クローンに適用するために必要な例外と構成を持つポリシー名を示します。

5 章 エンドポイントへの Windows センサーのインストール および Windows センサーでサポートされるコ

マンド を参照してください。RepCLI の詳細については、ユーザー ガイドの「RepCLI を使用したセンサーの

管理」を参照してください。

5 カスタマイズ仕様を使用して、ゴールド イメージ VMTemplate からフル クローン プールを展開します。

クローン作成された仮想マシンは、Carbon Black Cloud コンソールに登録されます。ポリシーで有効にする

と、プールがプロビジョニングされた後に、クローン作成された各仮想マシンでバックグラウンド スキャンが実

行されます。バックグラウンド スキャンは、ホストごとに存在する仮想マシンの数に応じて、パフォーマンスの

問題を引き起こす可能性があることに注意してください。

6 センサー設定を有効にして、非アクティブな仮想マシンを登録解除します。この設定により、インスタント クロ

ーン仮想マシンの運用上および管理上のメリットが得られます。

a Carbon Black Cloud コンソールで、[インベントリ] > [エンドポイント] > [センサー オプション] > [セ
ンサー設定] または [インベントリ] > [ワークロード] > [センサー オプション] > [センサー設定] または 

[インベントリ] > [VDI クローン] > [センサー オプション] > [センサー設定] の順に移動します。

b インスタント クローンの場合は、次のオプションを有効にして時間枠を設定し、非アクティブで登録解除さ

れたインスタント クローンが自動的にクリーンアップされるようにします。フル クローンでは、これらの

オプションを有効にしないでください。

n [次の期間、登録解除されているセンサーを削除]

n [次の期間、非アクティブ状態の VDI センサーの登録解除]

7 [適用] > [ポリシー] > [割り当てられたポリシー] > [ローカル スキャン] > [シグネチャの更新] で [シグネチャ

の更新] 設定を有効にします。

注：   このインストール方法では、フル クローン プールにインスタント クローン プールとは異なるゴールド イ
メージが必要です。

3.7 以降の Windows センサーでは、新しいランサムウェアの保護を完全に適用するために、VDI クローンで

の再起動が必要です。
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Horizon リンククローンと Carbon Black 3.6 以降の Windows センサーの
ベスト プラクティス

Carbon Black は Horizon リンククローンをサポートします。ただし、リンククローンは拡張サポートおよび生産

終了のスケジュールが設定されています。リンククローンは Horizon 8 で非推奨です。Carbon Black は、

Carbon Black Cloud Windows 3.6 以降のセンサーを使用して Horizon バージョン 7.13 以降のバージョンに

移行することをお勧めします。

「Horizon リンククローン」を参照してください。

Carbon Black Cloud センサーのパフォーマンスの影響をリンククローンで管理するには、以下を確認します。

1 ポリシー レベルで、適切な権限のバイパス (例外) が行われている。

2 vCenter Server を使用してゴールド イメージ仮想マシンのスナップショットをとる前に、ゴールド イメージ

仮想マシンでバックグラウンド スキャンが完了している。

バックグラウンド スキャンが完了するまでに数時間かかります。ゴールド イメージで実行すると、パフォーマ

ンスに大きなメリットがあります。バックグラウンド スキャンを完了すると、センサーはゴールド イメージに

見つかったハッシュのクラウド レピュテーションを収集できます。これにより、リンククローンの実行を遅らせ

て、ハッシュが最終的に実行される際にレピュテーションを引き出す必要がなくなります。

VMware Horizon 仮想デスクトップを備える Carbon Black Linux 
センサー

このセクションでは、Carbon Black Cloud Linux センサーを Horizon 仮想デスクトップに展開する方法につい

て説明します。

準備手順については、4 章 VDI 環境でのエンドポイントへのセンサーのインストール を参照してください。

Horizon VDI 環境で Linux センサーをインストールする前に、環境が最小要件を満たしていることを確認します。

n Carbon Black Cloud センサー: Linux センサー v2.12 以降

n Horizon 8.1 以降

n OS ディストリビューションとバージョンは、Linux センサーおよび Horizon でサポートされている必要があ

ります

Horizon ゴールド イメージに対する Carbon Black Linux センサー ポリシー
設定の推奨事項

Carbon Black Cloud コンソール管理者が Horizon ゴールド イメージを管理するための特定のポリシーを作成す

ることを推奨します。

ポリシーがゴールド イメージに適用されると、センサー グループのメンバーシップによって別途指示されない限り、

すべてのクローンがこのポリシーを継承します。

センサー グループの詳細については、「VMware Carbon Black Cloud ユーザー ガイド」を参照してください。
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Horizon ゴールド イメージには、次のポリシー設定を推奨します。

n Standard ポリシーを複製し、[センサー] タブで次の変更を行います。

n [バックグラウンド スキャンを実行] - 最適なクローン パフォーマンスを得るには、ゴールド イメージでバック

グラウンド スキャンを実行します。これにより、現在システム上にあるファイルのレピュテーションがセンサー 

キャッシュに事前入力され、クローンのパフォーマンスが向上します。バックグラウンド スキャンは完了するま

でに時間がかかるため、新しいイメージの作成時にスキャンを待機したくないユーザーもいます。パフォーマン

スに敏感なお客様の場合、イメージを大規模に展開するならば、余分な待機時間にも価値を見いだす可能性があ

ります。バックグラウンド スキャンが完了したら、この設定をオフにします。

n [非アクティブになっている VDI クローン センサーを自動登録解除する] – 指定した期間非アクティブだった

インスタント クローンを削除するにはこの設定を有効にします。非アクティブな仮想マシンを削除する期間を

設定します。

注：   VMware Carbon Black では、VMware Carbon Black または環境からの一般的なメンテナンス期間

中にセンサーが登録解除されないように、少なくとも 24 時間の間隔を設定することをお勧めします。

注：   以前は、ゴールド イメージ センサーが自動登録解除設定によって誤ってアンインストールされる可能性があ

りました。これは、バックエンドがクローンのゴールド イメージであるデバイスを登録解除しないため、発生しなく

なりました。

Carbon Black Linux センサーの Horizon ゴールド イメージに関する考慮事
項

この記事には、Horizon ゴールド イメージに Carbon Black Linux センサーをインストールするための推奨事項

が記載されています。

n ゴールド イメージがクローンとして登録されていないか、または登録解除されていないかを確認します。

n パフォーマンスを最適化するには、クローンを作成する前にゴールド イメージでバックグラウンド スキャンを

完了します。

重要：   ゴールド イメージで “/opt/carbonblack/psc/bin/cbagentd -R” を実行しないでください。このコ

マンドはゴールド イメージをクローンに変換します。VDI クローン センサーの自動登録解除が設定され、タイムア

ウトに達すると、ゴールド イメージが登録解除される場合があります。ゴールド イメージの登録を解除すると、ク

ローンの登録に失敗します。

Carbon Black Linux センサーの Horizon インスタント クローンに関する考
慮事項

この記事は、Horizon インスタント クローンがデバイス ID を受け取り、ポリシーに割り当てられる方法について

説明しています。

1 エンドポイントは新しいデバイス ID を要求します。

2 新しいデバイス ID はバックエンドで仮想デスクトップとして識別されます。
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3 以前にセンサー グループを作成し、インストールされているセンサーがセンサー グループの基準に一致してい

る場合を除き、エンドポイントはゴールド イメージからポリシーを継承します。インストール後の手動ポリシー

割り当ては、継承をオーバーライドします。

Horizon ゴールド イメージへの Carbon Black Linux センサーのインストー
ルとインスタント クローンの作成

次の手順を使用して、Carbon Black Linux センサーを Horizon ゴールド イメージにインストールし、インスタ

ント クローンを作成します。

前提条件

次のトピックを参照してください。

n 4 章 VDI 環境でのエンドポイントへのセンサーのインストール

n VMware Horizon 仮想デスクトップを備える Carbon Black Linux センサー

手順

1 クローン プール展開用のゴールド イメージを作成します。必要な Linux の更新、Horizon の依存関係のイン

ストール、および Horizon Agent のインストールを実行します。

2 「エンドポイントへの Linux センサーのインストール」の手順に従って、ゴールド イメージに Linux センサー

をインストールします。

3 構成プロパティが、Horizon インスタント クローンの自動識別と登録を有効にするように設定されていること

を確認します。

a 機能はデフォルトで有効になっています。EnableAutoReregisterForVDIClones が /var/opt/
carbonblack/psc/cfg.ini に存在しない場合は、何も行う必要がなく、手順 4 に直接進むことがで

きます。構成ファイルに次のプロパティが存在する場合は、次の値の 1 つに設定されていることを確認し

て、自動登録を有効にします。

n EnableAutoReregisterForVDIClones=3」を参照してください。BIOS UUID および MAC アド

レスのハッシュ変更ベースの自動登録を有効にします。推奨設定とデフォルト設定。

n EnableAutoReregisterForVDIClones=2」を参照してください。BIOS UUID 変更ベースの自動登

録を有効にします。

b EnableAutoReregisterForVDIClones プロパティが正しい値に設定されていない場合は、次の手順を

実行します。

1 service cbagentd stop または systemctl stop cbagentd を実行します。

2 /var/opt/carbonblack/psc/cfg.ini ファイルを編集して、正しい値を設定します。

3 service cbagentd start または systemctl start cbagentd を実行します。

注：   自動登録を無効にするには、EnableAutoReregisterForVDIClones の値を 1 に設定します。
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4 ゴールド イメージでバックグラウンド スキャンを完了して、クローンのパフォーマンスを最適化します。次の

コマンドを実行して、バックグラウンド スキャンが完了したかどうかを判断します。

cat /var/opt/carbonblack/psc/blades/E51C4A7E-2D41-4F57-99BC-6AA907CA3B40/th.ini | grep 
LocalScanRunning 

LocalScanRunning が true の場合、バックグラウンド スキャンは進行中です。

5 ゴールド イメージをパワーオフします。

6 ゴールドイメージのスナップショットをとります。

重要：   ゴールド イメージで /opt/carbonblack/psc/bin/cbagentd -R コマンドを実行しないでくださ

い。このコマンドを実行すると、ゴールド イメージがクローンに変換され、既存のクローンが登録解除される場

合があります。

7 Horizon コンソールで、ゴールド イメージと手順 6 で作成したスナップショットを使用してインスタント クロ

ーン プールを作成します。

8 Horizon コンソールでプールが使用可能になったら、Carbon Black Cloud コンソールで、新しく作成された

インスタント クローンが新しいデバイス ID で登録されていることを確認します。

。

Citrix 仮想デスクトップを備える Carbon Black Windows センサ

ー

このセクションでは、Carbon Black Cloud Windows センサーを Citrix 仮想デスクトップに展開する方法につい

て説明します。

注：  

n Linux センサーは、Citrix 仮想デスクトップではサポートされません。

n Windows センサーは、Citrix または Unidesk アプリケーション レイヤーにインストールされている場合は

サポートされません。これは、アプリケーション レイヤーではなく、OS レイヤーでのみサポートされます。

Carbon Black センサーの Citrix ゴールド イメージに関する考慮事項

このトピックでは、Citrix ゴールド イメージに Carbon Black Cloud センサーをインストールするための推奨事項

について説明します。

n クローンのパフォーマンスを最適化するには、クローンを作成する前にゴールド イメージでバックグラウンド 

スキャンを完了します。

n repcli status コマンドを実行して、バックグラウンド スキャン ステータスを表示できます。例:

General Info:
   Sensor Version[3.7.0.1473 - Sep 29 2021 - 20:34:38]
   Local Scanner Version[ - ]
   Disk Filter Version[3.7.0.1473]
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   CbShared[104365] Policy[1269] FileAnalysis[386] Proto[548]
   Sensor State[Enabled]
   Details[LiveResponse:NoSession, LiveResponse:NoKillSwitch, LiveResponse:Disabled, 
SvcStable]
   DeviceHash[31dbad895ab7161f1f53bed2f4e3fa49ac64de98935b03752b53a407f65d9ea2]
   DeviceID[26365289]
   VirtualGuestToHostCommsStatus[Disconnected]
   ExternalIdentity[Not Available]
   Kernel File Filter[Connected]
   LastUser[Device\user]
   Background Scan [Complete]
   Total Files Processed[52581] Current Directory[None]

重要：   ゴールド イメージで repcli reregister now や repcli reregister onrestart コマンドを実

行しないでください。どちらのコマンドを実行してもゴールド イメージがクローンに変換されます。自動登録

が設定されてタイムアウトが発生した場合に、ゴールド イメージが登録解除される可能性があります。ゴールド 

イメージを登録解除すると、クローンを再登録できなくなります。

Citrix ゴールド イメージに対する Carbon Black ポリシー設定の推奨事項

Carbon Black Cloud コンソール管理者が Citrix ゴールド イメージを管理するための特定のポリシーを作成する

ことを推奨します。

センサー グループのメンバーシップによって指示されない限り、すべてのクローンはゴールド イメージからポリシ

ーを継承します。

センサー グループの詳細については、VMware Carbon Black Cloud ユーザー ガイド を参照してください。

Citrix ゴールド イメージには、次のポリシー設定を推奨します。

[防止] タブ - 権限

n [バイパス ルール (例外)] –ポリシーレベルのバイパス ルールは、VDI 環境での安定性の確保に役立ちます。

あらゆる組織で、パフォーマンスとセキュリティの間のトレードオフを理解する必要があります。VMware で
は、例外を使用することを推奨します。利害関係者と連携して、リスクおよび利点 (パフォーマンス vs. 可視性) 
を確認し、必要に応じてバイパス ルールを適用します。

Carbon Black Cloud は例としてサポートされるメソッドの例外を提供します。VDI 環境にインストールさ

れたアプリケーションを確認し、必要なバイパス ルールを適用してください。

以下の例は、Citrix ソリューションの公開ドキュメントに基づいています。追加のバイパス ルールが必要な場合

があります。
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[Citrix バイパス ルールのベスト プラクティス]

**\Program Files*\Citrix\**,
            **\AppData\Local\Temp\Citrix\HDXRTConnector\*\*.txt,
            **\*.vdiskcache,
            **\System32\spoolsv.exe

注：   追加のバイパス ルールが必要な場合があります。例えば、一部の組織は winlogon.exe をバイパスした

がりません。アンチウイルスを使用する VDI についての共通の問題はログイン時間が長いことであるため、こ

れはアンチウイルス ソリューションについての Citrix 推奨事項です。このバイパス ルールは、期待されるエク

スペリエンスをリストアすることができます。

防止

ブロックおよび隔離

ベスト プラクティスでは、[ブロックおよび隔離] ルールを適用して、特定の攻撃面に対処することを推奨していま

す。開始するには、Standard ポリシー ルールを仮想デスクトップ ポリシーに複製することをお勧めします。

[ローカル スキャン] タブ

n [アクセス時のファイル スキャン モード] – 無効

n [シグネチャの更新を許可] - 有効

[センサー] タブ

n [バックグラウンド スキャンを実行] - 最適なクローン パフォーマンスを得るには、ゴールド イメージでバック

グラウンド スキャンを実行します。これにより、現在システム上にあるファイルのレピュテーションがセンサー 

キャッシュに事前入力され、クローンのパフォーマンスが向上します。バックグラウンド スキャンは完了するま

でに時間がかかるため、新しいイメージの作成時にスキャンを待機したくないユーザーもいます。パフォーマン

スに敏感なお客様の場合、イメージを大規模に展開するならば、余分な待機時間にも価値を見いだす可能性があ

ります。

n [ネットワーク ドライブ上のファイルをスキャン] - 無効

n [ネットワーク ドライブ上の実行をスキャン] - 有効

n [クラウド スキャンの実行を遅延させる] - 有効。この重要な設定は、実行前のレピュテーション検索の唯一の参

照ポイントとして機能します。無効の場合、エンドポイントは実行前の予防策として[パスでのアプリケーショ

ン]および[拒否リスト]のルールに依存する必要があります。

n [Hash MD5] - 無効センサーは常に SHA-256 を計算します。

n [非アクティブになっている VDI センサーの自動登録解除] – センサーの意図しないアンインストールを防ぐに

はこの設定を無効にします。

注：   以前は、Carbon Black Cloud が、非アクティブ状態であることを理由にゴールド イメージ マシンを自

動的に登録解除できました。Carbon Black Cloud は、子を持つ仮想マシンに対して時間ベースの登録解除を

利用しなくなりました。
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Citrix ゴールド イメージへのセンサーのインストール

次の手順を使用して、Citrix ゴールド イメージ仮想マシン (VM) に Carbon Black Cloud センサーを設定します。

手順

1 ゴールド イメージ仮想マシンを作成します。

2 次のコマンドを使用して、ゴールド イメージにセンサーをインストールします。

msiexec.exe /q /i <Sensor Installer Path> /L*v msi.log COMPANY_CODE="XYZABC" 
CLI_USERS=<UserGroupSid> GROUP_NAME="<NAME Virtual Policy>"

注：  
n Windows センサー 3.7MR1 の場合は、AUTO_REREGISTER_FOR_CITRIX=true パラメータをコマンド 

ラインに追加します。

n Citrix VDI の 3.8 以降の Windows センサーとのゴールド イメージ クローン関係を確立するには、

AUTO_REREGISTER_FOR_CITRIX=true と AUTO_REREGISTER_FOR_VDI_CLONES=1 の両方のパラメー

タをコマンド ラインに追加します。

<Sensor Installer Path>: この値をセンサー MSI ファイルの場所 

(c:\tmp\installer_win-64-3.6.0.1941.msi など) に置き換えます。

CLI_USERS=UserGroupSid: ゴールド イメージのこのパラメータにより、クローンで RepCLI を使用できるよ

うになります。値は、クローンで reregister now コマンドを実行するユーザー アカウント/グループのセキ

ュリティ識別子（SID）です。

GROUP_NAME: ゴールド イメージに適用するために必要な例外と構成を持つポリシー名を示します。

5 章 エンドポイントへの Windows センサーのインストールおよび Windows センサーでサポートされるコ

マンドを参照してください。RepCLI の詳細については、『ユーザー ガイド』の RepCLI を使用したセンサーの

管理を参照してください。

3 ゴールド イメージで優先バックグラウンド スキャンを完了し、クローンのパフォーマンスを最適化します。

a Carbon Black Cloud コンソールで、[適用] > [ポリシー] の順にクリックしてポリシーを選択し、[センサ

ー] タブをクリックします。

b [バックグラウンド スキャンを実行] オプションを選択し、[優先] スキャンを選択します。

c [保存] をクリックします。

d スキャンの進行状況を追跡するには、repcli status コマンドを実行します。出力は次のようになりま

す。

General Info:
   Sensor Version[3.7.0.1473 - Sep 29 2021 - 20:34:38]
   Local Scanner Version[ - ]
   Disk Filter Version[3.7.0.1473]
   CbShared[104365] Policy[1269] FileAnalysis[386] Proto[548]
   Sensor State[Enabled]
   Details[LiveResponse:NoSession, LiveResponse:NoKillSwitch, LiveResponse:Disabled, 
SvcStable]
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   DeviceHash[31dbad895ab7161f1f53bed2f4e3fa49ac64de98935b03752b53a407f65d9ea2]
   DeviceID[26365289]
   VirtualGuestToHostCommsStatus[Disconnected]
   ExternalIdentity[Not Available]
   Kernel File Filter[Connected]
   LastUser[Device\user]
   Background Scan [Complete]
   Total Files Processed[52581] Current Directory[None]

4 クローン ポリシーをゴールド イメージに適用します。クローン ポリシー設定の推奨事項については、Citrix ク
ローンに対する Carbon Black ポリシー設定の推奨事項 を参照してください。

5 ゴールドイメージのスナップショットを作成します。

注：   以前は、Carbon Black Cloud が、非アクティブ状態であることを理由にゴールド イメージ マシンを自

動的に登録解除できました。Carbon Black Cloud は、子を持つ仮想マシンに対して時間ベースの登録解除を

利用しなくなりました。

Carbon Black Windows センサーの Citrix クローンに関する考慮事項

このトピックでは、Citrix クローンがデバイス ID を受け取り、ポリシーに割り当てられる方法について説明します。

新しいクローンを一意のデバイス ID で登録するには reregister コマンドが必要です。

reregister now が実行されると、クローンは次の操作を実行します。

1 エンドポイントは新しいデバイス ID を要求します。

2 新しいデバイス ID はバックエンドで VDI エンドポイントとして識別されます。

3 以前にセンサー グループを作成し、インストールされているセンサーがセンサー グループの基準に一致してい

る場合を除き、エンドポイントはプライマリ イメージからポリシーを継承します。インストール後の手動ポリシ

ー割り当ては、継承をオーバーライドします。

注：   3.7 以降の Windows センサーでは、新しいランサムウェアの保護を完全に適用するために、VDI クロ

ーンでの再起動が必要です。

Citrix クローンに対する Carbon Black ポリシー設定の推奨事項

Carbon Black Cloud コンソール管理者が Citrix クローンを管理するための特定のポリシーを作成することを推

奨します。

ポリシーがゴールド イメージに適用されると、センサー グループのメンバーシップによって別途指示されない限り、

すべてのクローンがこのポリシーを継承します。

センサー グループとポリシー設定の詳細については、VMware Carbon Black Cloud ユーザー ガイド を参照し

てください。

Citrix クローンには、次のポリシー設定を推奨します。
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[全般] タブ

n [名前] - 仮想デスクトップ - 「仮想デスクトップ」は以前は規定されたポリシー名でした。仮想マシンを任意の

ポリシー名に入れて、さまざまなポリシーで仮想マシンをサポートできるようになりました。これにより、クロ

ーンを物理マシンから分離し、タイプごとに異なる設定にすることができます。

n [説明] - このポリシーは Citrix クローン用に最適化されています。特別な考慮事項によりパフォーマンスが向

上し、レピュテーション、行動、および的を絞った防止の強力な基盤が提供されます。

n [ターゲット バリュー] - 中

[センサー] タブ

n [システム トレイにセンサー メッセージを表示] - この設定を有効にして、次のサンプル テキストのようなメッ

セージを追加します: 「仮想デスクトップ ポリシー - 質問や懸念事項がある場合は、someone@example.com 
にお問い合わせください。問題と利用可能なレプリケーション手順に関するコンテキストを提供します。」

[防止] タブ - 権限

n [バイパス ルール (例外)] –ポリシーレベルのバイパス ルールは、VDI 環境での安定性の確保に役立ちます。

あらゆる組織で、パフォーマンスとセキュリティの間のトレードオフを理解する必要があります。VMware で
は、例外を使用することを推奨します。利害関係者と連携して、リスクおよび利点 (パフォーマンス vs. 可視性) 
を確認し、必要に応じてバイパス ルールを適用します。

Carbon Black Cloud は例としてサポートされるメソッドの例外を提供します。VDI 環境にインストールさ

れたアプリケーションを確認し、必要なバイパス ルールを適用してください。

以下の例は、Citrix ソリューションの公開ドキュメントに基づいています。追加のバイパス ルールが必要な場合

があります。

注：   追加のバイパス ルールが必要な場合があります。例えば、一部の組織は winlogon.exe をバイパスした

がりません。アンチウイルスを使用する VDI についての共通の問題はログイン時間が長いことであるため、こ

れはアンチウイルス ソリューションについての Citrix 推奨事項です。このバイパス ルールは、期待されるエク

スペリエンスをリストアすることができます。

Citrix バイパス ルールのベスト プラクティス

**\Program Files*\Citrix\**,
            **\AppData\Local\Temp\Citrix\HDXRTConnector\*\*.txt,
            **\*.vdiskcache,
            **\System32\spoolsv.exe

防止

ブロックおよび隔離

ベスト プラクティスでは、[ブロックおよび隔離] ルールを適用して、特定の攻撃面に対処することを推奨していま

す。開始するには、Standard ポリシー ルールを仮想デスクトップ ポリシーに複製することをお勧めします。
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[ローカル スキャン] タブ

n [アクセス時のファイル スキャン モード] – 無効

n [シグネチャの更新を許可] - 無効

クローンの [シグネチャの更新を許可] を無効にすることはベスト プラクティスです。ローカル スキャン機能には、

ネットワーク オーバーヘッドがかかり、リソース使用率が上昇します。ほとんどの VDI 環境が 99% のアップタイ

ムを維持するため、Carbon Black Cloud はクラウドからリアルタイムでレピュテーションを取得しポリシーを適

用することができます。

ただし、ゴールド イメージにシグネチャ パックをインストールできます。このインストールでは、各クローンで更

新を実行するパフォーマンスに不利な条件を回避しますが、クローンはオフラインで保護できます。ゴールド イメー

ジのシグネチャ パックで特定できるマルウェアが検出され、クラウド アクティビティとは別にブロックされます。

ゴールド イメージへの更新のインストールは、クローンがゴールド イメージから頻繁に再作成されるため、クロー

ンに対して適切に機能します。これにより、更新が継承されます。

[センサー] タブ

n [バックグラウンド スキャンの実行] - パフォーマンスを最適化するため、ほとんどの VDI ベンダーがファイル 

システムのバックグラウンド スキャンを無効にすることを推奨しています。ゴールド イメージにマルウェアが

含まれておらず、クローンがクラウドへの一貫した接続を維持していることを前提として動作するため、バック

グラウンド スキャン機能を利用することはお勧めしません。レピュテーションは、ポリシー構成ごとに、必要に

応じて実行時にクラウドから得られます。以下の[クラウド スキャンの実行を遅延させる]の推奨事項を参照し

てください。

n [ネットワーク ドライブ上のファイルをスキャン] - 無効

n [ネットワーク ドライブ上の実行をスキャン] - 有効

n [クラウド スキャンの実行を遅延させる] - 有効。この重要な設定は、実行前のレピュテーション検索の唯一の参

照ポイントとして機能します。無効の場合、エンドポイントは実行前の予防策として[パスでのアプリケーショ

ン]および[拒否リスト]のルールに依存する必要があります。

n [Hash MD5] - 無効センサーは常に SHA-256 を計算します。

n [非アクティブになっている VDI センサーを自動登録解除する] – 指定した期間非アクティブだったクローンを

削除するにはこの設定を有効にします。

Citrix MCS および Carbon Black Windows 3.7MR1 以降のセンサー

このトピックでは、Carbon Black Cloud Windows 3.7MR1 以降のセンサーを使用して Citrix MCS を展開する

ために必要な手順について説明します。

手順

1 次のコマンドを実行して、Windows 3.7MR1 以降のセンサーをインストールします。

msiexec.exe /q /i <Sensor Installer Path> /L*v msi.log COMPANY_CODE="XYZABC" 
CLI_USERS=<sid> GROUP_NAME="<NAME Virtual Policy>" AUTO_REREGISTER_FOR_CITRIX=true

VMware Carbon Black Cloud センサー インストール ガイド

VMware, Inc. 98



<Sensor Installer Path>: この値をセンサー MSI ファイルの場所 

(c:\tmp\installer_win-64-3.6.0.1941.msi など) に置き換えます。

注：   Citrix VDI の 3.8 以降の Windows センサーとのゴールド イメージ クローン関係を確立するには、

AUTO_REREGISTER_FOR_CITRIX=true と AUTO_REREGISTER_FOR_VDI_CLONES=1 の両方のパラメータを

コマンド ラインに追加します。

CLI_USERS=sid: このパラメータは RepCLI の使用を有効にします。値は、RepCLI コマンドを実行するユー

ザー アカウント/グループのセキュリティ識別子（SID）です。

GROUP_NAME: 適用するポリシー名を示します。

5 章 エンドポイントへの Windows センサーのインストールおよび Windows センサーでサポートされるコ

マンドを参照してください。RepCLI の詳細については、『ユーザー ガイド』の RepCLI を使用したセンサーの

管理を参照してください。

2 Citrix クローンに対する Carbon Black ポリシー設定の推奨事項 でポリシーの推奨事項を確認します。

3 ゴールド デバイスをシャットダウンします。

4 ゴールド デバイスのスナップショットをとります。

5 ゴールド デバイスのスナップショットに基づいて Citrix マシン カタログを作成します。

6 新しく作成した Citrix マシン カタログに基づいて Citrix 配信グループを作成します。

7 Citrix クローン デバイスが Carbon Black Cloud コンソールに表示されるのを確認します。

重要：   ゴールド デバイスに手動で再登録を実行しないでください。

設定した以前の BAT スクリプトまたはその他の再登録メカニズムをすべて削除します。このようなメカニズム

をそのままにしておくと、センサーが複数回再登録される原因になります。

Citrix PVS および Carbon Black Windows 3.7MR1 以降のセンサー

このトピックでは、Carbon Black Cloud Windows 3.7MR1 以降のセンサーを使用して Citrix PVS を展開する

ために必要な手順について説明します。

手順

1 vDisk をプライベート モードに切り替え、指定された親デバイスから vDisk にアクセスします。

2 次のコマンドを実行して、Windows 3.7MR1 以降のセンサーをインストールします。

msiexec.exe /q /i <Sensor Installer Path> /L*v msi.log COMPANY_CODE="XYZABC" 
CLI_USERS=<UserGroupSid> GROUP_NAME="<NAME Virtual Policy>" AUTO_REREGISTER_FOR_CITRIX=true

<Sensor Installer Path>: この値をセンサー MSI ファイルの場所 

(c:\tmp\installer_win-64-3.6.0.1941.msi など) に置き換えます。

CLI_USERS=UserGroupSid: このパラメータは RepCLI の使用を有効にします。値は、RepCLI コマンドを

実行するユーザー アカウント/グループのセキュリティ識別子（SID）です。
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GROUP_NAME: 適用するポリシー名を示します。

注：   Citrix VDI の 3.8 以降の Windows センサーとのゴールド イメージ クローン関係を確立するには、

AUTO_REREGISTER_FOR_CITRIX=true と AUTO_REREGISTER_FOR_VDI_CLONES=1 の両方のパラメータを

コマンド ラインに追加します。

5 章 エンドポイントへの Windows センサーのインストールおよび Windows センサーでサポートされるコ

マンドを参照してください。RepCLI の詳細については、『ユーザー ガイド』の RepCLI を使用したセンサーの

管理を参照してください。

3 指定された親デバイスをシャットダウンします。

4 vDisk を共有モードにします。

5 共有モードの vDisk を使用して Citrix クローン デバイスを起動します。

6 Citrix クローン デバイスが Carbon Black Cloud コンソールに表示されるのを確認します。

重要：   クローン デバイスを使用して、プライベート モードの vDisk にアクセスすることはできません。常に

プライベート モードまたは指定された親デバイスのメンテナンス モードで vDisk を使用します。親デバイス

に手動で再登録を実行しないでください。

設定した以前の BAT スクリプトまたはその他の再登録メカニズムをすべて削除します。このようなメカニズム

をそのままにしておくと、センサーが複数回再登録される原因になります。

Citrix PVS および Carbon Black Windows 3.7 センサー

このトピックでは、Carbon Black Cloud Windows 3.7 センサーを使用して Citrix PVS を展開するために必要

な手順について説明します。以前のセンサー バージョンはサポートされていません。

手順

1 vDisk をプライベート モードに切り替え、指定された親デバイスから vDisk にアクセスします。

2 Windows 3.7 センサーをインストールするか、Windows 3.7 センサーにアップグレードします。

3 Carbon Black Cloud コンソールで、[インベントリ] > [エンドポイント] または [インベントリ] > [ワークロ

ード] をクリックします。

4 エンドポイントを選択し、[アクション実行] をクリックしてから [バイパスの有効化] をクリックします。アク

ションを確認します。

5 C:\ProgramData\CarbonBlack\DataFiles\cfg.ini を編集し、次のステートメントを追加します。

cfg.ini ファイルでこのパラメータを指定したら、エージェントを再登録するための別のスクリプトは必要あ

りません。

AutoReRegisterForCitrix=true

注：   以前のセンサー バージョンから 3.7 センサーにアップグレードする場合は、次の値を追加します

HostNameAsOfLastReregister=<HOSTNAME>。HOSTNAME を指定された親デバイスのホスト名に置き換

えます。
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6 次の RepCLI コマンドを使用して、新しい構成を適用します。RepCLI の詳細については、『ユーザー ガイド』

の RepCLI を使用したセンサーの管理を参照してください。

RepCLI updateconfig 

7 Carbon Black Cloud コンソールで、[インベントリ] > [エンドポイント] または [インベントリ] > [ワークロ

ード] をクリックします。

8 エンドポイントを選択し、[アクション実行] をクリックし、次に [バイパスの無効化] をクリックします。アク

ションを確認します。

9 指定された親デバイスをシャットダウンします。

10 vDisk を共有モードにします。

11 共有モードの vDisk を使用して Citrix クローン デバイスを起動します。

12 Citrix クローン デバイスが Carbon Black Cloud コンソールに表示されるのを確認します。

重要：   クローン デバイスを使用して、プライベート モードの vDisk にアクセスすることはできません。常に

プライベート モードまたは指定された親デバイスのメンテナンス モードで vDisk を使用します。親デバイス

に手動で再登録を実行しないでください。

設定した以前の BAT スクリプトまたはその他の再登録メカニズムをすべて削除します。このようなメカニズム

をそのままにしておくと、センサーが複数回再登録される原因になります。

vSphere クライアントを備える Carbon Black Windows センサー

この記事では、VMware vSphere 環境でコマンド ラインまたはソフトウェア配布ツールを使用して Carbon 
Black Cloud Windows センサーをインストールし、vSphere クローンの自動識別と登録を有効にする方法につ

いて説明します。

前提条件

開始するには、4 章 VDI 環境でのエンドポイントへのセンサーのインストール を参照してください。

環境が最小要件を満たしていることを確認します。

n Carbon Black Cloud Windows センサー 3.7 MR2 以降

n vCenter Server 6.7 以降

n vCenter Server に接続されている ESXi 6.7 以降のホスト

n センサーでサポートされている OS バージョンを実行している Windows 仮想マシン

n 仮想マシンが展開されているホストにインストールされ、実行されている Carbon Black ホスト モジュール

手順

1 次のコマンドを使用して、Windows センサーを仮想マシンにインストールします。

msiexec.exe /q /i <Sensor Installer Path> /L*v msi.log COMPANY_CODE="XYZABC" 
CLI_USERS=<UserGroupSid> AUTO_REREGISTER_FOR_VDI_CLONES=3 GROUP_NAME="<Virtual Policy>"
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<Sensor Installer Path>: この値をセンサー MSI ファイルの場所 

(c:\tmp\installer_win-64-3.7.0.1503.msi など) に置き換えます。

CLI_USERS=<UserGroupSid>: このパラメータにより、クローンで RepCLI を使用できます。値は、クロー

ンで RepCLI コマンドを実行するユーザー アカウント/グループのセキュリティ識別子（SID）です。

GROUP_NAME: 必要な例外と構成を持つポリシー名を示します。

5 章 エンドポイントへの Windows センサーのインストールおよび Windows センサーでサポートされるコ

マンドを参照してください。RepCLI の詳細については、『ユーザー ガイド』の RepCLI を使用したセンサーの

管理を参照してください。
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2 (オプション) 必要な構成プロパティが正しく設定されていることを確認して、vSphere クローンの自動識別と

再登録を有効にします。

a repcli configprops コマンドを使用して、構成プロパティに期待値が含まれていることを確認します。

表 4-1. 構成プロパティ

構成プロパティと値 使用方法

VHostEnabled=1 ホスト ユーザー ワールドとの通信を制御します。サポートされ

る値:

0=False

1 =True (デフォルト)

EnableAutoReregisterFor VDIClones=3 自動再登録機能を制御します。サポートされる値:

1 = VDI クローンの自動再登録を無効にする (デフォルト)

2= BIOS UUID の変更のみに基づいて再登録の決定を行う

3= BIOS UUID および MAC ハッシュの変更に基づいて再

登録の決定を行う (必須)

EnableExternalIdsChange DetectionForVDIClones=1 ホスト ユーザー ワールドベースの自動再登録機能を制御します。

サポートされる値:

0=False

1 =True (デフォルト)

IncludeExternalIds InMsgsToBackend=1 外部識別子をメッセージでバックエンドに送信するかどうかを選

択します。サポートされる値:

0=False

1 =True (デフォルト)

b これらの構成プロパティのいずれかに異なる値が設定されている場合は、

C:\ProgramData\CarbonBlack\DataFiles\cfg.ini を編集して変更します。自動再登録を無

効にするには、EnableExternalIdsChangeDetectionForVDIClones を 0 に設定します。変更を行っ

たら、RepCLI updateconfig コマンドを実行して、cfg.ini ファイルをすぐに更新します。

注：   cfg.ini を編集する前に、センサーをバイパス モードにする必要があります。ベスト プラクティ

スとして、プレーン テキスト エディタで編集する前に、cfg.ini のバックアップを別のディレクトリに

作成します。cfg.ini を編集したら、センサーのバイパス モードを終了します。cfg.ini の編集に関す

る詳細については、「cfgi.ini を介した構成プロパティの変更方法」を参照してください。

3 repcli status コマンドを発行して、センサーがホスト モジュールに接続でき、外部識別子をクエリできるこ

とを確認します。例:

cmd> repcli status 
 General Info: 
  Sensor Version[3.7.0.1500 - Oct  8 2021 - 14:41:39] 
  Local Scanner Version[ - ] 
  Sensor State[Enabled] 
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  DeviceHash[e56223a76e00...] 
  DeviceID[11223344] 
  VirtualGuestToHostCommsStatus[Connected] 
  ExternalIdentity[ee8fc1c7-
bd1e-4b10-9f32-04825a8b136e::501052cb-1d88-24b6-963d-9625a6c39f1e] 

4 vSphere または API (管理対象オブジェクト ブラウザ、pyVmomi など) を使用して仮想マシンのクローンを

作成します。

クローン作成された仮想マシンで実行されているセンサーは再登録する必要があります。クローン仮想マシンで 

repcli status を実行し、更新された外部識別子が保持され、デバイス ID が変更されていることを確認する

ことで、同様に確認できます。

vSphere クライアントを備える Carbon Black Linux センサー

この記事では、vSphere 環境でコマンド ラインまたはソフトウェア配布ツールを使用して Carbon Black Cloud 
Linux センサーをインストールし、vCenter Server クローンの自動識別と登録を有効にする方法について説明しま

す。

前提条件

開始するには、4 章 VDI 環境でのエンドポイントへのセンサーのインストール を参照してください。

環境が最小要件を満たしていることを確認します。

n Carbon Black Cloud Linux センサー v2.12 以降

n ESXi 6.7 以降のホスト

n vCenter Server 6.7 以降

n OS ディストリビューションとバージョンは Linux センサーでサポートされている必要があります

手順

1 ホスト ユーザー ワールドの有効化に記載されている手順に従って、ESXi ホストに HostUW モジュールをイ

ンストールします。

2 プライマリ仮想マシンに Linux センサーをインストールします。「2 章 エンドポイントへの Linux センサーの

インストール」を参照してください。
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3 構成プロパティが、vSphere クローンの自動識別と登録を有効にするように設定されていることを確認します。

cfg.ini の詳細については、Linux センサー cfg.ini ファイルについて を参照してください。

a 機能はデフォルトで有効になっています。次のプロパティが /var/opt/carbonblack/psc/
cfg.ini に存在しない場合は、何も行う必要がなく、手順 4 に直接進むことができます。構成ファイルに

次のプロパティが存在する場合は、次の正しい値に設定されていることを確認して、自動登録を有効にしま

す。

n VHostEnabled=true」を参照してください。自動登録機能を有効にします。

n EnableExternalIdsChangeDetectionForVDIClones=true」を参照してください。HostUW ベ

ースの自動登録を有効にします。

n IncludeExternalIdsInMsgsToBackend=true」を参照してください。クラウド バックエンドに送

信されるメッセージの外部識別子を有効にします。

注：   オプションとして自動登録を無効にするには、

EnableExternalIdsChangeDetectionForVDIClones=false の値を設定します。

b プロパティが正しい値に設定されていない場合は、次の手順を実行します。

1 service cbagentd stop または systemctl stop cbagentd の実行

2 /var/opt/carbonblack/psc/cfg.ini ファイルを編集して、正しい値を設定します。

3 service cbagentd start または systemctl start cbagentd を実行します。

4 プライマリ仮想マシンのクローンを作成します。
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エンドポイントへの Windows センサ
ーのインストール 5
このセクションでは、コマンド ラインまたはソフトウェア配布ツールを使用して Carbon Black Cloud Windows 
センサーをインストールする方法について説明します。

重要：   ここで説明するプロセスを開始する前に、「1 章 センサーのインストールの開始」をお読みください。センサ

ーの正常なインストールに役立つ、関連性の高い情報が含まれています。

センサーをインストールする前に、次のステップを実行します。

会社登録コードを取得する

センサー キットのダウンロード

オプションで、センサーをインストールする前に、Windows センサーの署名を確認できます。「Windows センサ

ーのデジタル署名の検証」を参照してください。

Windows センサー v3.5 以降をインストールしている場合は、オフラインでセンサーをインストールできます。こ

れは、プライマリ イメージを作成してオフライン コンピュータに複製する組織に役立ちます。このオプションはコ

マンド ラインまたはソフトウェア配布ツールを使用してセンサーをインストールする場合にのみ利用可能です。

「Windows センサーでサポートされるコマンド」も参照してください。

注：   Windows 3.6 センサーのリリースでは、インストール コード（メールで取得 - 「センサーをインストール

するようユーザーを招待する」を参照）または会社コード（コンソールから取得 - 「会社登録コードを取得する」を

参照）のいずれかを提供できます。

VMware Workspace One のインストール手順については、「Workspace ONE UEM を使用した VMware 
Carbon Black Cloud センサーの展開」を参照してください。

重要：   3.6 Windows センサーは、コンテンツ管理システムを活用して、防止機能の動的設定を可能にします。3.6 
をインストールまたは更新する前に、環境内で制限付きのファイアウォール ポリシーを有効にしている場合、センサ

ーが完全に機能するように新しいファイアウォール/プロキシの例外を追加する必要がある場合があります。「ファイ

アウォールの構成」を参照してください。

この章には、次のトピックが含まれています。

n Windows センサーのデジタル署名の検証

n Windows センサーのロールバック

n ローカル スキャン設定とアンチウイルス シグネチャ パック
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n Windows センサーのコマンド ライン パラメータ

n Windows センサーでサポートされるコマンド

n エンドポイントでの Windows コマンド ライン インストール - 例

n Windows センサー ログ ファイルとインストール済みサービス

n グループ ポリシーを使用したエンドポイントへの Windows センサーのインストール

n SCCM を使用したエンドポイントへの Windows センサーのインストール

n Workspace ONE UEM を使用した Windows 用 Carbon Black Cloud センサーのインストール

Windows センサーのデジタル署名の検証

オプションで、Windows センサーのインストール ファイルのデジタル署名を検証できます。

Windows センサーのデジタル署名の検証の準備

次の手順を実行して、Windows センサーのデジタル署名を検証する準備をします。

手順

1 Microsoft Windows SDK をダウンロードします。

2 SDK のすべてのコンポーネントをインストールします。

注：   SignTool は通常、C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin にインストールされ

ますが、正確な場所は SDK のバージョンとオペレーティング システムによって異なります。たとえば、次の場

所 (またはその他の場所) にインストールできます。

n C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\App Certification 
Kit\signtool.exe

n C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\x86\signtool.exe

n C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\x64\signtool.exe

3 PATH 環境変数に Signtool バイナリの場所を追加します。

a Windows キーを押します。

b env と入力します。

c [システム環境変数の編集] をクリックします。

d [環境変数] をクリックします。

e [パス] を選択し、[編集] をクリックします。
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f 既存の値の最後に、Signtool の場所を追加します。セミコロン (;) は、古い値を新しい値と区別する必要

があります。例:

n 古い値 = %USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;

n 新しい値 = %USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Program 
Files (x86)\Windows Kits\10\App Certification Kit\

g [OK] を 3 回クリックして変更内容を保存し、エディタを終了します。

Windows センサー インストール パッケージの署名の確認

次の手順を実行して、Windows センサー インストール パッケージの署名を確認します。

手順

1 コマンド プロンプト ウィンドウを開きます。

2 次のコマンドを実行します。ここで、$file_to_verify はインストール パッケージの名前です。

signtool.exe verify /pa /hash SHA56 /all $file_to_verify

n /pa パラメータは、Signtool にコード署名を確認するように指示します。

n オプションの /hash SHA256 パラメータは、Signtool に SHA256 署名のみを確認するように指示しま

す。

n /all パラメータは、Signtool にファイルのすべての署名を確認するように指示します。

複数のファイルのデジタル署名を確認する

この手順に従って、複数の Windows センサー ファイルを確認できます。この手順は通常、インストールされた製

品/パッケージに適用されます。

前提条件

検証できるファイルを把握しておく必要があります。通常、構成ファイルやコンパイルされた JIT ファイルなど、製

品の使用中に検証できないファイルは変更されます。

手順

1 検証するファイルのリスト (1 行に 1 つのファイル名) を含むファイルを作成します。次の例には、x64 インス

トール パッケージの関連ファイルが含まれています。

C:\users\user_name\desktop\cbd-setup64-3.8.0.276.msi
C:\program files\confer\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
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C:\program files\confer\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
C:\program files\confer\concrt140.dll
C:\program files\confer\msvcp140.dll
C:\program files\confer\ucrtbase.dll
C:\program files\confer\vccorlib140.dll
C:\program files\confer\vcruntime140.dll
C:\program files\confer\BladeRunner.exe
C:\program files\confer\CbNativeMessagingHost.exe
C:\program files\confer\RepCLI.exe
C:\program files\confer\RepMgr.exe
C:\program files\confer\RepUtils.exe
C:\program files\confer\RepUx.exe
C:\program files\confer\RepWAV.exe
C:\program files\confer\RepWmiUtils.exe
C:\program files\confer\RepWSC.exe
C:\program files\confer\Uninstall.exe
C:\program files\confer\VHostComms.exe
C:\program files\confer\blades\livequery\osqueryi.exe
C:\program files\confer\blades\livequery\exts\cbc_plugin_extension.ext.exe
C:\program files\confer\blades\livequery\exts\cbosqext.dll
C:\program files\confer\scanner\apcfile.dll
C:\program files\confer\scanner\apchash.dll
C:\program files\confer\scanner\avupdate.dll
C:\program files\confer\scanner\msvcr120.dll
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C:\program files\confer\scanner\savapi.dll
C:\program files\confer\scanner\scew.dll
C:\program files\confer\scanner\scanhost.exe
C:\program files\confer\scanner\upd.exe

2 次のテキストを含むバッチ ファイルを作成します。

@echo off
set FILE=list_of_files
set numFiles=0
set numGoodSigs=0
setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION
 
for /f "delims== tokens=1,2" %%G in (%FILE%) do (
  if not exist "%%G\*" (
    set /a numFiles=numFiles+1
    (signtool verify /all /hash SHA256 /pa "%%G") && (set /a numGoodSigs=numGoodSigs+1)
  )
 
  @echo. & @echo.
)
 
set /a numBadSigs=numFiles-numGoodSigs
 
echo %numFiles% files checked
echo %numGoodSigs% verified files
echo %numBadSigs% UNverifiable files

3 手順 1 で作成したファイルを指定するように、バッチ ファイルで FILE の値を変更します。

4 バッチ ファイルを実行します。

結果

出力の最後に、検証できたファイル数または検証できなかったファイル数の概要が表示されます。例:

File: C:\program files\confer\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
Index  Algorithm  Timestamp    
========================================
0      sha1       Authenticode
1      sha256     RFC3161

Successfully verified: C:\program files\confer\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

67 files checked
67 verified files
0 UNverifiable files

Windows センサーのロールバック

Carbon Black Cloud Windows 3.6 以降のセンサーでは、初期インストールまたはアンインストール中に障害が

発生した場合、エンドポイントは試行前の状態に戻ります。
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センサーの初期インストール中に障害が発生した場合、センサーはシステムに加えられた変更をロールバックします。

これには、削除されたファイル、サービス、およびレジストリ アーティファクトが含まれるため、システムはクリー

ンな状態のままになり、インストールを再試行できます。このロールバックが、エンドポイント上の他のサービスや

ファイルに害を及ぼすことはありません。

センサーのアンインストール中に障害が発生した場合、センサーはファイル、サービス、レジストリ アーティファク

トなどの変更をすべてロールバックします。このロールバックが、エンドポイント上の他のサービスやファイルに害

を及ぼすことはありません。エンドポイントは引き続きコンソールにチェックインし、指定されたポリシーを介して

制御されます。

Carbon Black Cloud Windows 3.7 以降のセンサーでは、アップグレード シナリオでロールバックがサポートさ

れます。センサーのアップグレード中に障害が発生した場合、エンドポイントは、ファイル、サービス、レジストリ 

アーティファクトを含む変更をロールバックすることで、アップグレードを試行する前の状態に戻されます。このロ

ールバックが、エンドポイント上の他のサービスやファイルに害を及ぼすことはありません。エンドポイントは引き

続きコンソールにチェックインし、指定されたポリシーを介して制御されます。

次の表では、異なるセンサー バージョンでサポートされるロールバックのタイプについて説明します。

表 5-1. センサー バージョンでサポートされるロールバック

3.5 以前 3.6 3.7 以降

フレッシュ インストール サポートされていません サポート済み サポート済み

アンインストール サポートされていません サポート済み サポート済み

アップグレード サポートされていません サポートされていません サポート済み

次の表では、異なるセンサー バージョンからのアップグレード中に障害が発生した場合に想定される最終的なセンサ

ーの状態について説明します。

表 5-2. センサーの状態

アップグレード元 アップグレード先

アップグレードの失敗ポ

イント

アップグレード後のシス

テムの状態 その他の説明

3.5 3.7 以降 3.5 のアンインストール システムは部分的に 3.5 
のままになる可能性があ

ります

3.5 はアンインストール

のロールバックをサポー

トしていませんでした

3.5 3.7 以降 3.7 のインストール システムにはセンサーが

ないままです

3.5 はアップグレードの

ロールバックをサポート

していませんでした

3.6 3.7 以降 3.6 のアンインストール システムは 3.6 のままで

す

3.6 はアンインストール

のロールバックをサポー

トしています

3.6 3.7 以降 3.7 のインストール システムにはセンサーが

ないままです

3.6 はアップグレードの

ロールバックをサポート

していませんでした
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表 5-2. センサーの状態 （続き）

アップグレード元 アップグレード先

アップグレードの失敗ポ

イント

アップグレード後のシス

テムの状態 その他の説明

3.7 以降 3.7 以降 古いバージョンをアンイ

ンストールしています

システムは古いバージョ

ンのままです

アンインストールのロー

ルバックはサポートされ

ています

3.7 以降 3.7 以降 新しいバージョンをイン

ストールしています

システムは古いバージョ

ンのままです

アップグレードのロール

バックはサポートされて

います

ローカル スキャン設定とアンチウイルス シグネチャ パック

アンチウイルス シグネチャ パックはセンサーのインストールには含まれていませんが、ポリシー設定に基づいてセ

ンサーのインストール後に自動的にダウンロードしてインストールする必要があります。ベスト プラクティスとし

て、センサーのインストール後 10 秒以上経ってからアンチウイルス シグネチャ パックをダウンロードしてインスト

ールすることをお勧めします。

注：   ローカル スキャン機能は、Windows センサー 2.0 以降でのみ使用できます。

アンチウイルス シグネチャ パックは、実行時間外で約 120MB 必要です。実行時には、2 つ目のコピーが作成され

るため 400MB が必要です。シグネチャが更新されているときはスキャン機能が継続します。更新が完了したら、

古いシグネチャは削除されます。ローカル スキャンを実行するには、少なくとも 200MB のメモリが必要です。

シグネチャ ファイルの更新は、ポリシー設定を通じてデフォルトでオンになっています。センサーのインストール時

に、最初のシグネチャ ファイルのダウンロードにより、帯域幅の使用量が高くなる場合があります。アンチウイルス 

シグネチャ パックの最初のインストールに続くその後の更新は極めて小さなものです。そのため、定期的な更新スケ

ジュールを設定することにより、その後の更新は小規模になります。

センサー インストール時のネットワークの集中を回避するために、以下のベスト プラクティスを推奨しています。

n センサーを数個ずつインストールしてください。

n センサーのダウンロードがローカル サーバから更新されるように、シグネチャの更新についてローカル ミラー 

サーバを設定しポリシーを設定します。「シグネチャ ミラーの説明書」を参照してください。

n 自動シグネチャ更新を無効にします。スタンドアローンのインストーラを使用して最初のシグネチャ パックを

配置してから、自動シグネチャ更新を再度有効にします。

自動シグネチャ更新を無効にしスタンドアローン インストーラを使用する

自動シグネチャ更新を無効にするには、次の手順を実行します。

手順

1 Carbon Black Cloud コンソールにログインします。

2 [適用] をクリックしてから、[ポリシー] をクリックし、ポリシーを選択します。

3 [ローカル スキャン] タブをクリックし、[シグネチャの更新] を無効にします。[保存] をクリックします。
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4 センサーをインストールします。センサーには、シグネチャの更新が無効になったポリシーが割り当てられてい

ることを確認します (手順 1 および 2)。少なくとも 10 秒待ってから、シグネチャ パックのインストーラを実行

します。

5 [エンドポイント]、[センサー オプション]、[センサー キットをダウンロード] の順にクリックします。

6 アンチウイルス シグネチャ パックをダウンロードします。

7 システム管理ソフトウェアを使用して、完全な管理者権限を持つユーザー アカウントで次のコマンドを実行しま

す。

CbDefenseSig-YYYYMMDD.exe /silent

注：   Live Response からインストール コマンドを実行できます。

8 [ポリシー] ページの [ローカル スキャン] タブで、[シグネチャの更新] を有効にします。選択したポリシーへの

変更を保存したら、そのポリシーのセンサーは、次の 5 ～ 60 分で Carbon Black Cloud サーバからアンチ

ウイルス シグネチャ パックのダウンロードを開始します。

デフォルトでは、4 時間のスタッガード更新ウィンドウで 4 時間ごとにダウンロードを更新します。これらの設

定は、[ポリシー] ページの [ローカル スキャン] タブで変更できます。

RepCLI コマンドを使用してアンチウイルス シグネチャ パックを更新するには

RepCLI コマンドを使用してアンチウイルス シグネチャ パックを更新できます。

手順

1 センサーのインストール時に構成された Active Directory ユーザーまたはグループ SID と一致するユーザー 

アカウントでマシンにログインします。

2 管理者権限で、コマンド プロンプト ウィンドウを開きます。

3 ディレクトリを C:\Program Files\Confer に変更します。

4 次のコマンドを入力する: repcli UpdateAvSignature

結果

コマンドに成功したら、[アンチウイルス シグネチャの更新リクエストが承認されました] というメッセージがコマン

ド ラインに表示されます。

注：   repcli UpdateAVSignature コマンドを実行するために、Active Directory ベースの SID 認証は必要あ

りません。RepCLI の詳細については、『ユーザー ガイド』の RepCLI を使用したセンサーの管理を参照してくださ

い。

Windows センサーのコマンド ライン パラメータ

Windows のコマンド ライン センサー インストールでは、以下のコマンド ライン パラメータが使用されます。
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パラメータ

必須/オプショ

ン 説明

/q 必須 このパラメータを使用せずにインストールする場合、ユーザーはインストール コードの入力を求められます。

/i 必須 このパラメータは MSI にインストールするように指示します。

/L* オプション MSI インストール ログ ファイルを作成します。

/L*vx オプション 詳細な MSI インストール ログ ファイルを作成します。これは、インストールの問題に対してトラブルシューテ

ィングを行うための詳細情報を提供するため、/L* パラメータよりも推奨されます。

Windows センサーでサポートされるコマンド

Windows センサーのインストール時に、次のコマンド ライン パラメータを使用できます。

以下の表に一覧表示されていないコマンドまたはコマンド ライン パラメータを使用すると､インストールが失敗す

る可能性があります。

Carbon Black Cloud はプロキシ設定の自動検出をサポートしていますが、有効な場合に、機器の認証情報をプロ

キシ認証で使用するように促したり、渡したりしません。お使いの環境でプロキシ認証が必要な場合は、コマンド ラ
インのオプションを使用して PROXY_SERVER=value、PROXY_USER=value、PROXY_PASSWD=value を指定しま

す。「プロキシの構成」を参照してください。

注：  
n コマンド オプションでは、大文字と小文字が区別されます。

n Windows センサー 3.3.0 以降では、RepCLI コマンド ライン ツールを使用してセンサーをローカルに管理で

きます。RepCLI の詳細については、ユーザー ガイドの「RepCLI を使用したセンサーの管理」を参照してくだ

さい。

コマンド オプション 値

更新

でサ

ポー

ト メモ

AUTO_CONFIG_MEM_DUMP=value true/false はい false に設定すると、センサーがレジストリのメ

モリ ダンプ設定を自動的に構成しないようにす

る機能を提供します。Windows センサー 3.5 
以降で使用可能です。

AUTO_REREGISTER_FOR_CITRIX=value true/false はい デフォルトは false。true に設定すると、Citrix 
PVS および MCS クローンの自動再登録が有効

になります。Windows センサー 3.7MR1 以降

で使用可能です。

AUTO_REREGISTER_FOR_VDI_CLONES=value 4 - ホスト名の変更を確認しま

す (3.8 以降から利用可能)

3 - BIOS UUID + MAC ハッ

シュの変更を確認します (推奨)

2 - BIOS UUID の変更を確認

します

1 - 自動再登録が無効です

はい Windows センサー 3.7MR2 のデフォルトは 1 
です。Windows センサー 3.8 以降のデフォル

トは 3 です。Horizon および vSphere VDI 
クローンの自動再登録機能を設定します。

Windows センサー 3.7MR2 以降で使用可能で

す。
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コマンド オプション 値

更新

でサ

ポー

ト メモ

AUTO_UPDATE=value 1/0 または true/false いい

え

デフォルトは true (自動更新を有効にする) で
す。この設定は、センサーがバックエンドからプ

ッシュされたアップグレード要求を受け入れるか

どうかを切り替えます。これをオフにすると、バ

ックエンドから更新がプッシュされなくなりま

す。

BACKGROUND_SCAN=value 1/0 または true/false いい

え

デフォルトは true です。この設定は、センサー

がマシンに存在するハッシュのインベントリを実

行するかどうかを切り替えます。スタンドアロー

ンの Audit and Remediation には適用され

ない。

BASE_IMAGE=value 1/0 または true/false いい

え

デフォルトは false。インストールされたイメー

ジは、子イメージに複製できるベース イメージ。

このオプションは、非永続的な VDI インストール

ではサポートされていませんが、現在は永続的な 

VDI インストールで使用されています。

BYPASS=value 1/0 または true/false いい

え

デフォルトは false。true に設定すると、バイパ

ス モードが有効になる。

バイパス モードでは、センサーはクラウドにデー

タを送信しない。センサーは受動的に機能し、エ

ンドポイント上のアプリケーションを妨害した

り、監視したりしない。

センサーをバイパス モードでインストールする

ことで、相互運用性の問題の徹底検査が可能。

CBLR_KILL=value 1/0 いい

え

値 1 は、センサーの Live Response 機能を無効

にする。デフォルト値は 0。

注：   センサーを再インストールしないと元に戻

せません。

CLI_USERS=sid 認証済みユーザー グループの 

SID 値
いい

え

このフィールドを使用して、RepCLI ツールを有

効にする。指定されたユーザー グループのメン

バーは、認証された RepCLI コマンドを使用でき

る。

COMPANY_CODE=value 会社登録コード いい

え

コマンド ライン インストールに必要。

CONNECT_LIMIT=value 1 時間ごとの接続の数 いい

え

オプション。デフォルトは制限なし。

CURL_CRL_CHECK 1/0 はい デフォルトでは 1 (有効)。「CURL CRL チェック

の無効化」を参照してください。

DELAY_SIG_DOWNLOAD=value 1/0 いい

え

デフォルトは遅延署名/定義のダウンロード。デ

フォルト値を変更しないことを推奨。

FILE_UPLOAD_LIMIT=value メガバイトを表す 4 バイトの整

数

いい

え

例: 値 3 は 3*1024*1024 バイトの制限。デフ

ォルト値は 5。
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コマンド オプション 値

更新

でサ

ポー

ト メモ

GROUP_NAME=value 文字列値 いい

え

オプションのポリシー名の割り当て。ポリシー名

にスペースが含まれる場合は、この値を二重引用

符で囲む。このパラメータは、Windows センサ

ー 3.7 以前に使用。Windows センサー 3.8 以
降の場合は、代わりに POLICY_NAME パラメ

ータを使用。

HIDE_COMMAND_LINES 1/0 いい

え

コマンド ライン入力データを難読化。デフォル

トは 0。

LAST_ATTEMPT_PROXY_SERVER 値の例: 10.101.100.99:8080 いい

え

オプション。センサーは、他のすべての方法が失

敗した場合 (動的プロキシ検出を含む)、この設定

を使用してクラウド アクセスを試行する。

LEARNING_MODE=value 値は、センサーのインストール

後、イベント タイプを制限する

ための時間数。

これは、最初のインストール後に

一部のレポート タイプを削除す

ることにより、バックエンドのロ

ードを軽減するメカニズム。

通常、センサーは新しく検出され

たハッシュを報告するため、セン

サーのインストール後すぐに、よ

り多くのレポートがバックエン

ドに送信される。

学習モードでは、センサーがハッ

シュを検出している間のファイ

ルとプロセスの動作についての

み報告する。この期間中、API、
レジストリ、およびネットワーク

の動作のレポートは削除される。

いい

え

オプション。デフォルトは無効。

OFFLINE_INSTALL=value 1/0 または true/false いい

え

オプション。デフォルトは false。これで、エン

ドポイントがオフラインのときにセンサーをイン

ストール可能。ネットワーク接続が復元される

と、センサーは Carbon Black Cloud バックエ

ンドに接続し、ポリシーにアクセスする。センサ

ーはポリシーにアクセスできるまでバイパス状

態。このオプションは Windows センサー 

v3.5 以降でのみ使用可能。

POLICY_NAME=value 文字列値 いい

え

オプションのポリシー名の割り当て。ポリシー名

にスペースが含まれる場合は、この値を二重引用

符で囲む。このパラメータは、Windows センサ

ー 3.8 以降に使用。Windows センサー 3.7 以
前の場合は、代わりに GROUP_NAME パラメ

ータを使用。

PROXY_PASSWD=value プロキシのパスワード いい

え

オプション。
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コマンド オプション 値

更新

でサ

ポー

ト メモ

PROXY_SERVER=value server:port いい

え

オプション。

PROXY_USER=value プロキシのユーザー名 いい

え

オプション。

QUEUE_SIZE=value イベント バックログ いい

え

オプション。Endpoint Standard のデフォル

トは 100MB。この値には SSL のオーバーヘッ

ドは含まれない。

RATE_LIMIT=value 1 時間あたりの KB いい

え

オプション。デフォルトは制限なし。

USER_EMAIL=value メール アドレス

例: user@example.com

いい

え

オプション。

VDI=value 1/0 または true/false いい

え

このオプション は、センサー バージョン 3.4 以
降では非推奨。デフォルトは false。

VHOST_COMMS=value true/false はい false に設定すると、VHostComms ヘルパー 

ユーティリティが無効になります。

コマンド ライン入力の難読化

エンドポイント ユーザーはコマンド ラインに機密データを入力する場合があります。コマンド ライン入力の難読化

により、権限のないユーザーがセンサーの .log ファイルとセンサー データベースのプレーン テキストのデータに

アクセスすることを防ぎます。

コマンド ライン入力の難読化には 3 つの方法があります。

n [コマンド ライン - ] HIDE_COMMAND_LINES=1

n [RepCLI - ] hideCmdLines [0|1]

n [での]cfg.ini[の設定]HideCommandLines=true

設定は、センサー .log ファイルとデータベースでコマンド ライン入力の難読化を有効にします。コンソールのデ

ータは Carbon Black Cloud 難読化されていません。RepCLI の詳細については、『ユーザー ガイド』の RepCLI 
を使用したセンサーの管理を参照してください。

エンドポイントでの Windows コマンド ライン インストール - 例

Windows センサーのインストールの次の例を確認します。

次のコマンドは 1 行にする必要があります。ドキュメントのフォーマット上の理由から、ここではそれらが複数の行

に表示される場合があります。

注：   会社コードに特殊文字 (!、#、@、$ など) が含まれている場合は、会社コードを二重引用符で囲む必要があり

ます。例: COMPANY_CODE="XXXXDKIHWKH@ORFXXXX"。
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会社登録コードを使用する基本インストール

msiexec /q /i C:\Users\UserFolderName\Desktop\installer_vista_win7_win8-32-3.3.0.953.msi /L* 
log.txt COMPANY_CODE=XYZ 

この基本的なインストール例では、ポリシーは指定されていません。そのため、センサーは Standard ポリシーま

たはセンサー グループが指定するポリシーのいずれかに割り当てられます（センサー グループが定義されていて、

センサーがセンサー グループの基準に一致する場合）。

特定のポリシーへの基本インストール

msiexec /q /i C:\Users\UserFolderName\Desktop\installer_vista_win7_win8-32-3.3.0.953.msi /L* 
log.txt COMPANY_CODE=XYZ GROUP_NAME=Phase1

GROUP_NAME (ポリシー割り当てオプション) を使用してセンサーを指定されたポリシーに割り当てます。セン

サー グループを使用してポリシーの割り当てを決めるには、このオプションを省略します。

注：   Windows センサー 3.8 以降では、GROUP_NAME を POLICY_NAME に置き換えることをお勧めしま

す。GROUP_NAME でも機能しますが、分かりやすくするために POLICY_NAME をお勧めいたします。

RepCLI 認証ユーザー Active Directory グループの構成

msiexec /q /i C:\temp\installer_vista_win7_win8-32-2.0.4.9.msi /L* log.txt COMPANY_CODE=XYZ 
CLI_USERS=S-1-2-34-567

注：   RepCLI の詳細については、『ユーザー ガイド』の RepCLI を使用したセンサーの管理を参照してください。

Windows センサー ログ ファイルとインストール済みサービス

次のログ ファイルとインストール済みサービスは、Windows センサーがインストールされているエンドポイント

にあります。

Windows ログ ファイル

/L* log.txt コマンド ライン オプションを使用して、Windows インストール プロセスを表示する MSI ログを

取得します。クラウドへのセンサー登録の試行を示す confer-temp.log ファイルも 

C:\Users\Username\AppData\Local\Temp に生成されます。これら 2 つのログ ファイルは、インストー

ルおよびアップグレードの問題のトラブルシューティングに必要です。

Windows 3.6 センサーは、一部のログ ファイルを Program Files に、一部のログ ファイルを ProgramData 
に保存します。以前のバージョンのセンサーは、ログを \Program Files\Confer\Logs\ ディレクトリに保

存していました。Carbon Black は、Microsoft のガイドラインに合わせるため、引き続きすべてのログ ファイル

を ProgramData に移動します。ProgramData のログ ファイルにアクセスするには、管理者権限が必要です。

n \Program Files\Confer\Logs\

n \ProgramData\CarbonBlack\Logs\
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Windows インストール済みサービス

n 主要なセンサー サービス: RepMgr64.exe、RepMgr32.exe、Scanhost.exe (ローカル スキャンが有効

な場合)

n ユーティリティ: RepUtils32.exe、RepWmiUtils32.exe

n UI: RepUx.exe

グループ ポリシーを使用したエンドポイントへの Windows センサ

ーのインストール

グループ ポリシーを使用してセンサーをインストールするには、バッチ ファイルを作成し、編集した .msi ファイ

ルにパラメータをパスします。

デフォルトでは、グループ ポリシーは起動時にソフトウェアをインストールします。そのためセンサーをインストー

ルするには、エンドポイントを再起動する必要があります。

Microsoft Installer Transform (.MST) ファイルを作成する

.mst ファイルを作成するには、次の手順を実行します。

手順

1 Carbon Black Cloud コンソールにログインします。

2 ナビゲーション バーで、[インベントリ] をクリックし、[エンドポイント] をクリックします。

3 [センサー オプション] をクリックし、[センサー キットをダウンロード] をクリックします。Windows センサ

ーの .msi ファイルをダウンロードします。

4 Orca インストーラをダウンロードしてインストールします。https://msdn.microsoft.com/en-%20us/
library/windows/desktop/aa370557(v=vs.85).aspx を参照してください。

5 手順 3 でダウンロードした .msi ファイルを右クリックして、[Orca で編集] をクリックします。

6 [変換] > [新しい変換] をクリックします。

7 追加の[プロパティ] テーブルのエントリを作成します。[テーブル] > [プロパティ] で、空白スペースを右クリッ

クし、[行の追加] をクリックします。

8 [プロパティ] をクリックして「COMPANY_CODE」を入力します。[値] をクリックして組織の会社登録コー

ドを入力します。（「会社登録コードを取得する」を参照。）

9 VDI 環境でインストールする場合は、 「4 章 VDI 環境でのエンドポイントへのセンサーのインストール」を参

照してください。

10 [変換] > [変換の生成] をクリックして、.mst ファイルとしてファイルを保存します。簡単に認識できるファイ

ル名を使用してください。

注：   Carbon Black は、グループ ポリシーのインストールや更新の問題のトラブルシューティングに役立つ

よう、詳細な .msi インストール ログ ファイルを作成することを推奨します。
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自動的に Windows インストーラ .MSI ログを作成する

この手順を使用して.msi ログを作成します。

手順

1 グループ ポリシー エディタを開き、[コンピュータの構成] > [管理テンプレート] > [Windows コンポーネン

ト] の順に展開します。

2 [Windows インストーラ] を選択し、Windows のバージョンにより [ロギング] または [Windows インスト

ーラがトランザクション ログに記録するイベントの種類を指定する] をダブルクリックします。

3 [有効] を選択します。

4 [ロギング] テキストボックスに voicewarmupx と入力します。

5 [変更を保存] をクリックします。

この設定により、システム ボリューム上の c:\Windows\Temp\ フォルダの GPO 内のすべてのユーザーに

対して .msi インストール ログが作成されます。

6 レジストリを使用して Windows インストーラ .msi ログを有効にするには:

a Regedit を開きます。

b レジストリ キー HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer に

移動します。

c [Logging] レジストリの値を voicewarmupx に設定します。

注：   グループ ポリシーが「自動的に Windows インストーラ .msi ログを作成する」に設定されている場

合、レジストリ値 voicewarmupx がグループ ポリシーで設定された値と一致している必要があります。

グループ ポリシーを使用したセンサーのインストール

以前に作成した .msi ファイルを使用して、グループ ポリシーを介してセンサーをインストールできます。

手順

1 [スタート] > [管理ツール] > [グループ ポリシー管理] の順にクリックします。

2 [ソフトウェアの設定] > [ソフトウェアのインストール] > [新規] > [パッケージ] の順にクリックします。

3 「Microsoft Installer Transform (.MST) ファイルを作成する」の手順でダウンロードした .msi ファイルを

選択します。

4 [展開方法] で、[拡張] をクリックします。

5 センサーを特定するパッケージ名を追加します（例: WinSensor34）。32 ビットの .msi ファイルのみの場

合: [展開] タブで、[拡張] をクリックし [Make this 32-bit x86 application available to Win64 
machines (この 32 ビット x86 アプリケーションを Win64 マシンで使用できるようにする)] のチェックを

外します。[OK] をクリックします。

6 [変更] タブをクリックし、[追加] をクリックします。.mst ファイルを選択し、[保存] をクリックします。
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7 スクリプトを使用してソフトウェアをインストールするため強制的に再起動する場合は、スクリプトを実行しま

す。

8 Carbon Black Cloud コンソールを定期的にチェックして、センサー情報が入力されていること、およびセン

サーが定期的にチェックインしていることを確認します。

注：  
n .msi および .mst ファイルへのパスは、ネットワーク内のどこからでもアクセスでき、全員が少なくとも

読み取り権限を持っているネットワーク共有を経由して利用可能である必要があります。

n 追加オプションのインストール プロパティについては、「Windows センサーでサポートされるコマンド」

を参照してください。

n Active Directory はコマンド ライン パラメータをサポートしていません。パラメータまたはパッケージ

を編集した .msi ファイルにパスするバッチ ファイルを作成する必要があります。次回のシステム再起動

時に、ドライブがマウントされインストールがスケジューリングされます。Active Directory を使用する

場合のインストール失敗率は、通常、他のソフトウェア管理ツールを使用する場合よりも高くなります。

n デフォルトで、グループ ポリシーは起動時にソフトウェアをインストールします。スクリプトを使用して強

制的にインストール/再起動できます。グループ ポリシーを介してセンサーを展開する場合は、再起動要件

を考慮してください。

SCCM を使用したエンドポイントへの Windows センサーのインス

トール

Windows センサーは、システム センター構成マネージャ (SCCM) を使用してインストールできます。

センサー アプリケーションを SCCM に追加する

SCCM を使用して Windows センサーをインストールする最初の手順として、次の手順を実行します。

手順

1 SCCM 構成マネージャを開きます。

2 [ソフトウェア ライブラリ] で、[概要] > [アプリケーション管理] > [アプリケーション] の順にクリックします。

3 [アプリケーション] を右クリックして、[アプリケーションの作成] をクリックします。

4 [全般] ページで [このアプリケーションの情報をインストール ファイルから自動的に検出する] を選択します。

n [タイプ]: Windows インストーラ (*.msi ファイル)

n [場所]: センサー .msi ファイルを含むアクセス可能な共有

5 [次へ] をクリックします。[情報のインポート] ページで、[アプリケーション情報が Windows インストーラか

ら正常にインポートされました] というメッセージが表示されます。[次へ] をクリックします。

6 [一般情報] ページで、必要な COMPANY_CODE インストール パラメータとその他のオプションのインスト

ール パラメータを追加します。オプションについては「Windows センサーでサポートされるコマンド」を参

照してください。[次へ] をクリックし、[概要] ページで [次へ] をクリックします。
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7 [完了] ページで、アプリケーションの詳細を表示し [閉じる] をクリックします。

8 [ソフトウェア ライブラリ] で、[CB Defense センサー アプリケーション] を右クリックし [プロパティ] をク

リックします。

9 [展開タイプ] タブをクリックします。CB Defense の展開タイプをクリックし、[編集] をクリックします。CB 
Defense タイプは、Endpoint Standard、Enterprise EDR、および Audit & Remediation に適用されま

す。

10 [プログラム] タブをクリックします。センサー ポリシーについて [センサーをアンインストールするコードを

要求] が有効になっており、SCCM を使用してセンサーをアンインストールする場合、アンインストール コマ

ンドを msiexec /x "installer_vista_win7_win8-xx-x.x.x.xxxx.msi" から %ProgramFiles%
\Confer\uninstall.exe /uninstall <Company Deregistration Code> に変更します。

11 [検出方法] タブをクリックします。設定された検出ルールを選択し、[編集] [条項を編集] をクリックします。

[設定タイプ] を [ファイル システム] に変更します

12 [ファイル システムの設定は、このアプリケーションの存在を示すために次のルールを満たす必要がある] を選択

します。

13 [パス]を %ProgramFiles\Confer に[ファイルまたはフォルダ名]を RepUx.exe に設定します。

14 [MSI プロパティ バージョン]の演算子を[以上]に設定します。[バージョン]は、現在インストールされているセ

ンサー バージョンです。

15 [OK] を 3 回クリックして[検出ルール]、[検出方法]、[展開タイプ]を保存します。

SCCM を使用してセンサー アプリケーションを展開する

SCCM を使用して Windows センサーをインストールするには、次の手順を実行します。

手順

1 SCCM 構成マネージャを開きます。

2 [ソフトウェア ライブラリ] で、[概要] > [アプリケーション管理] > [アプリケーション] の順にクリックします。

3 CB Defense アプリケーションを選択して [展開] をクリックします。
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4 [全般] ページで、Collection フィールドの [参照] をクリックします。ドロップダウン メニューから [デバイ

ス コレクション] を選択し、デバイスのコレクションを選択します。[次へ] をクリックします。

5 [コンテンツ] ページで、[追加] をクリックして配布ポイントを追加します。[次へ] をクリックします。

6 [展開設定] ぺージで、[アクション] を [インストール] に設定し、[目的] を [必須] に設定し、[次へ] をクリック

します。

7 [ユーザー エクスペリエンス] ページで、展開設定を設定し [次へ] をクリックします。

8 [アラート] ページで、アラート設定を行い、[次へ] をクリックします。

9 [概要] ページで、すべての設定を確認し [次へ] をクリックします。

10 [完了] ページで [閉じる] をクリックします。

センサー アプリケーションが SCCM を介して展開されたことを確認する

SCCM を使用して Windows センサーをインストールしたら、次の手順を実行して展開を確認します。

手順

1 SCCM 構成マネージャで、[CB Defense センサー アプリケーション]を選択して [展開] タブをクリックし、

[コンプライアンス] ステータスをチェックします。

2 ターゲット デバイスで、ソフトウェア センターを開き [インストール ステータス] または [インストールしたソ

フトウェア] タブを表示します。

Workspace ONE UEM を使用した Windows 用 Carbon Black 
Cloud センサーのインストール

Workspace ONE 管理者は、Workspace ONE UEM を使用して Windows 用 Carbon Black Cloud センサ

ーを管理対象アプリケーションとして展開できるため、Windows 10 を実行しているすべての管理対象デバイスに

センサーをサイレントに展開できます。

手順

1 Workspace ONE UEM の管理対象アプリケーションとしての Windows 用 Carbon Black Cloud セン

サーの展開

次の手順を実行して、Carbon Black Cloud センサーを内部アプリケーションとして追加し、Workspace 
ONE UEM で展開オプションを構成します。
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2 Windows 用 Carbon Black Cloud センサーが Workspace ONE UEM を使用して管理対象アプリケー

ションとしてインストールされていることを確認する

Workspace ONE UEM 管理コンソールを使用して、Carbon Black Cloud センサーが割り当てられたデバ

イスに管理対象アプリケーションとしてインストールされていることを確認できます。

Workspace ONE UEM の管理対象アプリケーションとしての Windows 用 
Carbon Black Cloud センサーの展開

次の手順を実行して、Carbon Black Cloud センサーを内部アプリケーションとして追加し、Workspace ONE 
UEM で展開オプションを構成します。

前提条件

n デバイスとアプリケーションを管理する権限を持つ Workspace ONE UEM。

n Carbon Black Cloud コンソール アクセスと管理者アカウントの認証情報。

n Windows 10 を実行して連携をテストするデバイス。

n 会社登録コードを取得する および センサー キットのダウンロード の手順に従って会社登録コードを取得し、

Windows センサー キットをダウンロードします。

手順

1 Workspace ONE UEM 管理コンソールを開きます。

2 Carbon Black Cloud センサー MSI インストール ファイルをアップロードして、Windows 用 Carbon 
Black Cloud センサーを内部アプリケーションとして追加します。

3 [展開オプション] タブに移動し、Workspace ONE UEM がデバイスにセンサー アプリケーションをインスト

ールする方法を定義します。

[インストール方法] セクションの次のオプションは、Workspace ONE 管理者によって設定され、残りのオプ

ションは Workspace ONE UEM によって自動的に設定されます。

a [インストール コマンド] テキスト ボックスに msiexec /i 
"installer_vista_win7_win8-64-3.5.0.1523.msi" /qn COMPANY_CODE=<REPLACE WITH 
YOUR REGISTRATION CODE> コマンドを入力します。

b オプション。トラブルシューティングのためにインストール ログ ファイルを取得するには、/L*vx <ファイル
名> に上記のコマンドを追加します。

msiexec /i "installer_vista_win7_win8-64-3.5.0.1523.msi" /qn /L*vx <ファイル名> 

COMPANY_CODE=<REPLACE WITH YOUR REGISTRATION CODE>

c [管理者権限] を はい に設定します(まだ設定していない場合)。

Carbon Black Cloud センサーをインストールするには管理者権限が必要です。

4 [保存して割り当て] ボタンをクリックします。

5 [割り当てグループ] に Carbon Black Cloud センサー アプリケーションを割り当てます。これは センサーを

インストールする必要があるデバイスを示します。
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次のステップ

センサー アプリケーションのインストールが正常に完了したことを確認します。

Windows 用 Carbon Black Cloud センサーが Workspace ONE UEM を
使用して管理対象アプリケーションとしてインストールされていることを確認す
る

Workspace ONE UEM 管理コンソールを使用して、Carbon Black Cloud センサーが割り当てられたデバイス

に管理対象アプリケーションとしてインストールされていることを確認できます。

手順

1 [デバイス] - [リスト表示] の順に移動します

2 デバイスを選択し、[アプリケーション] タブをクリックします。

3 アプリケーションのリストで Carbon Black Cloud Sensor 64 ビットを見つけます。

結果

Carbon Black Cloud センサーは、以前に割り当てたデバイスに管理対象アプリケーションとしてインストールさ

れます。
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センサーの検索 6
Carbon Black Cloud コンソールの [インベントリ] 画面では、センサーのリストに存在する条件を使用して特定の

センサーを検索できます。例えば、[インベントリ] - [エンドポイント] または [インベントリ] - [ワークロード] 画面

で、特定のデバイス、ユーザー、またはオペレーティング システムを検索できます。

オペレーティング システムに基づくセンサーの検索

次の表には、有効なオペレーティング システムの検索クエリの例が記載されています。大文字と小文字は区別されま

せん。

注：   次の表に示すオペレーティング システムのバージョンは、例です。その他のオペレーティング システムのバ

ージョンも使用可能です。

表 6-1. オペレーティング システム検索クエリの例

Linux macOS Windows

CentOS 7.9-2009 Mac Windows

RHEL 7.8 OS X Windows サーバ

Amazon 2.0 10.14.6 Windows 10

Debian 9.13 10.15.7 x64

Ubuntu 19.10 10.14.* where * はワイルドカードです x86

OpenSUSE Leap 15.2

SLES 12 SP2

ユーザー名に基づくセンサーの検索

次のいずれかの検索語を使用して検索クエリを作成します。

検索語 説明

loginUserName 現在ログインしているユーザー

email センサーをインストールしたユーザー
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前回のチェックインに基づくセンサーの検索

この検索クエリには、ミリ秒単位のエポック タイムスタンプが必要です。さまざまなエポック タイムスタンプ変換

がオンラインで利用可能です。

エポック タイムスタンプを使用して検索クエリを作成します。

Find Sensors that have checked in since the timestamp
lastContact:>{Epoch_Timestamp}

Find Sensors that have not checked in since the timestamp
lastContact:<{Epoch_Timestamp}

[例]

n 2021 年 4 月 21 日午前 12:00:00 (GMT) 以降にチェックインしたセンサーを検索するには

lastContact:>1618963200000

n 2021 年 4 月 21 日午前 12:00:00 (GMT) 以降にチェックインしていないセンサーを検索するには

lastContact:<1618963200000

デバイス名に基づくセンサーの検索

このセクションでは、デバイス名に基づいてセンサーを検索するさまざまな方法について説明します。デバイス名の

特殊文字は、文字列の一部ではなく、区切り文字として機能します。このコンテキストでは、特殊文字は次のとおり

です。

- ~ ( ) [ ] { } ^ | & " :

次のいずれかの検索条件を使用して検索クエリを作成します。

n デバイス名での検索は、すべてのフィールドでプレーンテキスト検索として機能します。

Example search: Win-10-Laptop-0123
Results: Win OR 10 OR Laptop OR 0123 in any field

n 特定のフィールドを使用して、特定の情報を検索します。

Example search: name:Win-10-Laptop-0123
Results: Win OR 10 OR Laptop OR 0123 in the Device Name only

n name: フィールドの複数のインスタンスを使用して、デバイス名のすべての部分を検索します。

Example search: name:Win name:10 name:Laptop name:0123
Results: Win AND 10 AND Laptop AND 0123 in the Device Name only
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n 否定（-、AND NOT）を使用して、追加のデバイスが返される条件を除外します。

Example search 1: name:Win name:10 -name:Desktop -name:012345 -name:.domain.org
Results: Device Names including Win AND 10 and excluding Desktop AND 012345

n その他の使用可能なフィールドを使用して、結果を絞り込みます。

Example search: name:Win name:10 name:Laptop loginUserName:"Jane Doe"
Results: Device Names including Win AND 10 AND Laptop and where the User field shows Jane 
Doe

ドメインとホスト名に基づくセンサーの検索

ドメインとホスト名を検索するには、\ 文字をエスケープする必要があります。例:

Domain\\Hostname
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エンドポイントでのセンサーの更新 7
センサーのバージョンを最新の状態に保つことが重要です。センサーを更新するには複数の方法があります。

n Carbon Black Cloud コンソールを使用して、選択したエンドポイントのセンサーを更新します。参照:

n コンソールを介したエンドポイントのセンサーの更新について

n コンソールを使用したエンドポイントのセンサーの更新

n センサーを再インストールします。

n SCCM や GPO などのサードパーティ製ツールを使用します。次を参照してください。

n SCCM を使用して展開されたエンドポイントのセンサーの更新

n グループ ポリシーを使用したエンドポイントのセンサーの更新

n 新しいインストーラ パッケージをダブルクリックするか、コマンド ラインでコマンドを発行して、センサーを

更新します。標準のコマンド ライン オプションが適用されます。最初のインストールからのコマンド ライン 

オプションは更新中は変わりません。

n コマンド ラインを使用して Windows センサーを更新するには、コマンド ラインを使用したエンドポイン

ト上の Windows センサーの更新 を参照してください。

n コマンド ラインを使用して Linux センサーを更新するには、コマンド ラインを使用したエンドポイント上

の Linux センサーの更新 を参照してください。

n コマンド ラインを使用して macOS センサーを更新するには、センサーを再インストールするだけです。

3 章 エンドポイントへの macOS センサーのインストールおよび macOS センサーのコマンド ライン イ
ンストールを参照してください。

この章には、次のトピックが含まれています。

n コンソールを介したエンドポイントのセンサーの更新について

n コマンド ラインを使用したエンドポイント上の Windows センサーの更新

n グループ ポリシーを使用したエンドポイントのセンサーの更新

n SCCM を使用して展開されたエンドポイントのセンサーの更新

n コマンド ラインを使用したエンドポイント上の Linux センサーの更新

n センサー更新の進行状況を表示

n センサーのステータスおよび詳細
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コンソールを介したエンドポイントのセンサーの更新について

最大 10,000 個のセンサーを、Carbon Black Cloud コンソールのアップグレード リクエスト (ジョブ) に追加で

きます。センサー更新ステータス (SUS) ジョブが作成された後、他のジョブが処理されている間、そのジョブは保

留状態のままになることがあります。

センサーの更新は、リクエストの日付が古いものから新しいものへと優先順位が付けられます。現在処理中のすべて

のジョブで更新の対象となるセンサーが 500 個未満の場合、最も古いジョブが最初に昇格されます。500 個のアッ

プグレード スロットが同じジョブで使用される場合、Carbon Black はより小さなジョブから 10 個のセンサーを

取り込むこともできます。

注：   後続に小規模のリクエストが続く場合、大規模な更新リクエストの完了が遅れる可能性があります。一度に更

新できる同時実行センサーのうち、小さなリクエストのセンサーは、大きな処理リクエストの更新よりも優先されま

す。

組織は、10,000 のセンサー更新ジョブを同時に保持できます。

同時更新の数は、組織の合計サイズの 25% または 500 未満になります。たとえば、合計 100 個のセンサーがある

組織は一度に最大 25 個のセンサーを更新するように示唆し、100,000 個のセンサーがある組織は一度に最大 500 
個のセンサーを更新するように示唆します。個々のセンサーが更新プロセスを正常に完了するか、エラーを返すと、

新しいセンサーを処理キューに追加して更新できます。

システムは一度に最大 500 個のセンサーをアップグレードし、処理中の状態 (保留中ではない) のセンサーのみを考

慮します。ジョブは、少なくとも 1 つのセンサーが過去 30 分以内にチェックインした場合にのみ、保留中から処理

中に昇格できます。

プロセッサは 5 分ごとに実行され、現在キューにある空きの数を表示します。適格なセンサーをキューに追加し、す

でにキューにある適格なセンサーのヒントを送信します。過去 30 分以内にチェックインしたセンサーを考慮し、キ

ュー内の位置が割り当てられた後に再度チェックインする必要があります。

SUS は、キャンセルされたジョブの空きをクリアする前に 4 時間待機します。キャンセルされたジョブにセンサー

が含まれていた場合、処理状態のセンサーはキューの空きを埋めます。

注：   更新の処理は 2 週間後に自動的にタイムアウトになります。センサーが更新を指示されているのに更新を正常

に完了していなくても、タイムアウトが発生します。

センサーの更新ステータスを監視するには、センサー更新の進行状況を表示 を参照してください。

コンソールを使用したエンドポイントのセンサーの更新

Carbon Black Cloud コンソールを使用してセンサーを更新できます。

重要：   Windows 3.6 センサーに更新する場合は、「ファイアウォールの構成」を参照してください。

手順

1 Carbon Black Cloud コンソールにログインします。

2 ナビゲーション バーで、[インベントリ] をクリックし、[エンドポイント] をクリックします。

3 更新するセンサーを検索して、選択する。
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4 [アクション実行] をクリックし、[センサーを更新] をクリックします。

5 更新するセンサーの数を確認します。

ヒント:    200 個を超えるセンサーを更新するには、検索文字列を入力し、[アクション] > [センサーを更新] を
クリックして、[X アセットすべてのセンサーを更新] を選択します。ここで X は、検索に一致するデバイスの

数です。検索で 10,000 を超えるアセットが返された場合、このオプションは表示されません。

6 [バージョン] のドロップダウン メニューからセンサー バージョンを選択します。

7 エンドポイントが再起動される可能性があることを確認するチェックボックスを選択し、[更新] をクリックしま

す。

注：   場合によっては、更新によりエンドポイントが再起動する可能性があります。

結果

センサーの更新を開始したら、[エンドポイント] ページの [センサーの更新ステータス] タブで更新の進行状況を確

認できます。参照:

n センサーのステータスおよび詳細

n センサー フィルタ

n センサー更新の進行状況を表示
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センサーの更新ステータスが [完了] と表示される場合、ハイパーリンクされた数が [更新済み] 列で使用可能になり

ます。ハイパーリンクされた数をクリックして [エンドポイント] ページに新しいブラウザ タブを開きます。このペ

ージには、正常に更新されたセンサーが表示されます。センサーが更新されていない場合は、ハイパーリンクされた

数が [エラー] 列に表示されます。このリンクをクリックすると [エンドポイント] ページに新しいブラウザ タブが

開かれ、更新しなかったセンサーが表示されます。

[更新済み] または [エラー] センサー数が 500 より大きい場合、ハイパーリンクは無効になり、[アクション] 列で 

[エクスポート] オプションのみを使用できます。[エクスポート] をクリックして、数の詳細を含む CSV ファイルを

生成してダウンロードします。

センサーの更新に失敗した場合は、[センサーの更新ステータス] タブに失敗の理由が表示されます。

コマンド ラインを使用したエンドポイント上の Windows センサー

の更新

コマンド ラインを使用して Carbon Black Cloud Windows センサーを更新できます。

注：   すべてのコマンドライン オプションが Windows センサーの更新に適用されるわけではありません。詳細に

ついては、Windows センサーでサポートされるコマンド を参照してください。

手順

1 エンドポイントにログインします。

2 更新されたセンサー ファイルをダウンロードします。「センサー キットのダウンロード」を参照してください。

3 管理コマンド プロンプトを開きます。

4 更新コマンドを実行します。例:

%SYSTEMROOT%\system32\msiexec.exe" /qN /i 
"C:\temp\installer_vista_win7_win8-32-2.0.4.9.msi" /L*v+ "%SYSTEMROOT%\temp\cb-installer-
version.log

注：   この例では、L*v+ オプションを選択すると、既存のログを上書きして置き換えるのではなく、既存のロ

グに追加する詳細ログが c:\windows\temp\ に作成されます。

グループ ポリシーを使用したエンドポイントのセンサーの更新

グループ ポリシーを使用してセンサーを展開する場合、現在のグループ ポリシーから既存のセンサーを削除してか

ら、グループ ポリシー、Carbon Black Cloud コンソール、SCCM、手動更新などを使用してセンサーの更新を実

行できます。
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手順

u 次のいずれかの手順を使用して、グループ ポリシーからセンサーを削除するか、グループ ポリシーを使用して

センサーを更新します。

n グループ ポリシーから既存のセンサーを削除するには

a [スタート] > [管理ツール] > [グループ ポリシーの管理] の順にクリックし、グループ ポリシー オブジ

ェクト (GPO) を選択します。

b [コンピュータの構成] > [ポリシー] > [ソフトウェアの設定] > [ソフトウェアのインストール] の順に

クリックします。

c CB Defense センサー パッケージを右クリックし、[すべてのタスク] > [削除...] の順にクリックしま

す。

d [ユーザーにソフトウェアの使用を引き続き許可するが、新規インストールを阻止する] を選択し、[OK] 
をクリックします。

注：   前の手順では、センサーの現在のバージョンをアンインストールせずに 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group 
Policy\AppMgmt\{Cb Defense GUID} レジストリ キーを削除します。レジストリ キーが削除された

ことを確認するには、Regedit を開き、

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group 
Policy\AppMgmt に進みます。「CB Defense」、「PSC センサー」、または「Carbon Black Cloud」を

検索します。結果が見つからない場合、キーが削除されます。

注：   Windows センサー バージョン 3.2.x.x から更新する場合は、「センサー バージョン 3.2.x.x での 

GPO アップグレードの失敗」を参照してください。

n グループ ポリシーを使用してセンサーを更新するには

a 前の手順に従って、既存のグループ ポリシーからセンサーを削除します。

b すべてのエンドポイントでグループ ポリシーを強制的に更新します。

c 次の手順に従ってセンサーを更新します: グループ ポリシーを使用したセンサーのインストール。

SCCM を使用して展開されたエンドポイントのセンサーの更新

システム センター構成マネージャ（SCCM）を使用してセンサーを展開した場合、センサーを更新する別の方法を許

可するように SCCM を構成できます。

手順

1 SCCM を開き [ソフトウェア ライブラリ] に進みます。

2 [概要] > [アプリケーション管理] > [アプリケーション] > [Carbon Black] の順にクリックします。

3 [展開タイプ] タブをクリックし、センサー用に構成された [展開タイプ] を選択します。

4 [検出方法] タブをクリックし、設定された検出ルールをクリックして [編集条項] をクリックします。
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5 [設定タイプ] を [ファイル システム] に変更します。

6 [パス] を [%ProgramFiles%\Confer] に設定します。

7 [ファイルまたはフォルダ名] を [RepUx.exe] に設定します。

8 「[ファイル システムの設定は、このアプリケーションの存在を示すために次のルールを満たす必要がある]」を

選択します。

9 [MSI プロパティ バージョン] の演算子を [以上] に設定します。[バージョン] は、現在インストールされている

センサー バージョンである必要があります。

10 [OK] を 3 回クリックして設定を保存します。

コマンド ラインを使用したエンドポイント上の Linux センサーの更

新

コマンド ラインを使用して Carbon Black Cloud Linux センサーを更新できます。

手順

1 エンドポイントにログインします。

2 更新されたセンサー ファイルをダウンロードします。センサー キットのダウンロードを参照してください。

3 エージェント tar ボールを /var/opt/carbonblack/psc/pkgs/upgrade_staging/ に展開します。

以前にセンサーを更新していない場合、このフォルダは存在しないため、作成する必要があります。

4 以下の場所から更新スクリプトを実行します：/var/opt/carbonblack/psc/pkgs/
upgrade_staging

RPM：

$rpm -U cb-psc-sensor-xxx.rpm

注：   RHEL センサー キットの場合は、インストールするディストリビューション バージョンに対応する rpm 
パッケージを指定する必要があります。

el6 --> centos/rhel/oracle 6.0-6.x

el7 --> centos/rhel/oracle 7.0-7.x

el8 --> centos/rhel/oracle 8.0-8.x

DEB：

$dpkg --force-confold -i cb-psc-sensor-xxx.deb 

5 以下を確認します。

n エージェントがアップグレードされている - インストールしたバージョンとエージェントが一致している

ことを確認する /opt/carbonblack/psc/bin/cbagentd -v。
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n カーネルまたは BPF モジュールがロードされている

n カーネル モジュール：次のコマンドを実行し、出力の右側の列に 1 があることを確認します。これは、

カーネル モジュールがロードされ、有効になっていることを示します。その他のバージョンのカーネル

は無効として表示される場合がありますが、これは許容されます。

コマンド： lsmod | grep event_collector

出力例：event_collector_2_x_yyyyyy zzzzz 1

n BPF モジュール：次のコマンドを実行し、grep がコマンド event_collector について単一の結果

を返すことを確認します。コマンド： ps -e | grep event_collector 出力例：85150 ? 
00:00:05 event_collector

n サーバ コンソールの [エンドポイント] 画面の agent-blade の詳細を確認します。

n 更新されたエージェントの詳細が表示されている

n エージェントは定期的にサーバにチェックインしている

センサー更新の進行状況を表示

センサー更新のステータスは、[エンドポイント] 画面の [センサーの更新ステータス] タブで監視できます。

更新リクエストの処理または保留を停止するには、[アクション] 列の [停止] アイコンをクリックします。

[センサーの更新ステータス]

センサー更新の進行状況は、付随する進行状況バーと一緒に [ステータス] 列で示されます。

n [保留中:] 更新が、リクエストは出されているが処理が開始されていないことを示します。[リクエスト済み] 列
のタイムスタンプに一致します。

n [処理中:] 更新は現在進行中です。2 週間後には更新が自動的にタイムアウトになります。

n [完了:] すべてのセンサーの更新が正常に完了したか、失敗しました。[完了] 列のタイムスタンプに一致します

n [停止:] 更新がキャンセルされました。停止した更新は再開できません。新しい更新を開始する必要があります。

注：   更新の処理は 2 週間後に自動的にタイムアウトになります。センサーが更新を指示されているのに更新を正常

に完了していなくても、タイムアウトが発生します。通常、タイムアウトが原因で更新されていないセンサーには、

「センサーが応答しません」というエラーが表示されます。これは、2 週間の期間内にセンサーにアクセスして更新で

きなかったことを示しています。

センサー更新の結果を表示

更新の処理が開始されると、更新に成功した、または失敗したセンサーの数が、[更新済み]と[エラー]列の表に入力

され始めます。完了すると、成功した更新と失敗した更新の合計は、[センサー]列の更新をリクエストされたセンサ

ーの最初の数と一致します。

[更新されたセンサーを表示]
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[更新済み] 列の正常に更新されたセンサーのハイパーリンクされた数をクリックして、[エンドポイント] タブに更新

したセンサーを表示します。ハイパーリンクは、更新リクエストが [完了] または [停止] のいずれかであり、更新さ

れたセンサーの数が 500 個未満の場合にのみ表示されます。

[結果をエクスポート]

[アクション] 列で [エクスポート] アイコンをクリックし、[完了] または [停止] した更新リクエストの CSV ファイ

ルをダウンロードします。

更新の全結果を表示するには、CSV ファイルを使用します。ファイルには、リクエストされたすべてのセンサーの

デバイス ID、初期バージョンのセンサーと更新したセンサーのバージョン、更新の失敗の理由など、更新に関する有

用な情報が含まれています。

[失敗したセンサーとエラーを表示]

[エラー] 列のハイパーリンクされた失敗したセンサーの数をクリックして、[エンドポイント] タブに失敗したセンサ

ーを表示します。ハイパーリンクは、更新リクエストが [完了] または [停止] のいずれかであり、失敗したセンサー

の数が 500 未満の場合にのみ表示されます。

更新に失敗が含まれている場合は、表の行の左側にあるキャレットをクリックして、失敗の理由の概要を表示します。

センサーが失敗する理由:

n [センサーが応答しない:] センサーがオフラインか、更新の期間中にシステムにチェックインできませんでした。

n [センサーが見つからない:] センサーが見つかりませんでした。センサーはおそらく登録解除されています。

n [ユーザーによって更新が停止された:] センサーを更新する前にユーザーによって更新リクエストが停止されま

した。

n [更新中にエラーが発生した:] センサーが対象のバージョンに更新されませんでした。

列 説明

リクエスト済

み

最初の更新リクエストの日時。

完了 更新が完了した日時。更新には、成功したセンサー更新と失敗したセンサー更新の両方が含まれている場合でも、このステータス

が表示される場合があります。

ステータス センサー更新の進行状況。更新のステータスは、保留中、処理中、完了、停止のいずれかです。

センサー 更新をリクエストされたセンサーの数。

更新済み 正常に更新されたセンサーの数。この数は、更新が完了するか停止するまで、正常に更新されたセンサーの数に応じて変わりま

す。

エラー 更新に失敗したセンサーの数。この数は、リクエストが完了するか停止するまで、更新に失敗するセンサーの数に応じて変わりま

す。

アクション [停止] アイコンをクリックして、処理中または保留中のリクエストを停止します。更新が完了または停止したら、[エクスポー

ト] アイコンをクリックして CSV ファイルをダウンロードし、更新リクエストの完全な結果を表示します。

センサーのステータスおよび詳細

コンソールの [エンドポイント] 画面にセンサーのステータスと詳細が表示されます。
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[エンドポイント] 画面の [エンドポイント] タブには、デフォルトで展開されたすべてのセンサーが表示されます。

左側のペインの[フィルタ] オプションを使用して、表示するセンサーを制限できます。「センサー フィルタ」を参照

してください。

テーブル データを CSV ファイルにエクスポートするには、ページの右上にある [エクスポート] ボタンをクリック

します。

結果テーブルに表示する列を定義できます。ページの下部にある [テーブルの構成] をクリックして、列を非表示また

は表示します。

結果のセンサー データは、デフォルトで次の列に表示されます。

ステータス

[ステータス] 列には、センサーの状態と、センサーに対して実行された管理者のアクションが表示されます。この列

には、センサーの状態を示す複数のアイコンを含めることができます。

表 7-1. センサーのステータス

アイコン ステータス 説明

アクティブ センサーは過去 30 日以内にチェックインし

ています。

バイパス センサーは管理者によってバイパス モードに

なっています。デバイスに関するポリシーの

適用はすべて無効になり、センサーはクラウド

にデータを送信しません。センサーは、センサ

ーの更新中にも一時的にバイパス モードにな

ります。「バイパス理由」を参照してください。

登録解除済み センサーが登録解除またはアンインストール

されました。 削除されるまで、この状態で [エ
ンドポイント] ページに保持されます。

エラー センサーがエラーを報告しています。

非アクティブ センサーは過去 30 日以内にチェックインし

ていません。

保留中のインストール インストール リクエストのメールはユーザー

に送信されたが、センサーはインストールされ

ていません。
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表 7-1. センサーのステータス （続き）

アイコン ステータス 説明

アイコンなし 保留中の更新 センサーは更新を保留しています。

隔離 センサーは隔離モードになっています。潜在

的に悪意のあるアクティビティの拡散を軽減

するために、ネットワークから隔離されていま

す。

注：   バージョン 2.13 より前の Linux センサ

ーでは、隔離はサポートされていません。

アイコンなし センサーが期限切れ センサーは現在使用可能なセンサー リリース 

バージョンを使用していないため、更新できま

す。

名前

[名前] 列は、エンドポイントのデバイス ID を示します。

ユーザー

[ユーザー] 列には OS とセンサー バージョンに基づいてユーザー データが表示されます。

n macOS 3.3.2 以降のバージョンには、デバイスに最後にログインしたアクティブ ユーザーが表示されます。

n Windows 3.5 以降のバージョンでは、8 時間ごとに最後にログインしたアクティブ ユーザーが表示されます。 

8 時間以内にログインした対話型ユーザーがいない場合、非対話型ユーザー名が表示される可能性があります。

n 以前の macOS および Windows バージョンには、センサーをインストールしたユーザーが表示されます。

n 複数の同時ログイン ユーザーとデスクトップ ユーザーが可能であるため、Linux バージョンは意図的に空白の

ままになります。

OS

[OS] 列には、エンドポイントで実行されているオペレーティング システムが表示されます。

グループ/ポリシー

[グループ/ポリシー]列には、センサーが属するグループ（存在する場合）、そのポリシーの割り当て方法、および割

り当てられたポリシーの名前が表示されます。センサーがセンサー グループのメンバーではない場合、またポリシー

を手動割り当て済みの場合、[手動で割り当て済み] として表示されます。センサーのメタデータがどのグループの条

件にも一致しない場合、[未割り当て] としてリストされます。

署名

[シグネチャ] 列には、各センサーのシグネチャ バージョンのステータスを示すアイコンが表示されます。

注：   この機能は、Windows センサーでのみ使用できます。
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表 7-2. シグネチャ バージョンのステータス

署名のステータス アイコン 説明

最新 シグネチャのバージョンは最新です。インス

トールされたシグネチャ バージョンは、現在

の日付から 7 日以内にリリースされました。

旧バージョン シグネチャ バージョンは期限切れです。イン

ストールされたシグネチャ バージョンは、現

在の日付から 7 日以内にリリースされていま

せん。

利用不可 シグネチャ バージョンはまだレポートされて

いないか、特定できない。ローカル スキャン

が構成されていない場合、またはローカル ス
キャンが構成された後にセンサーでエラーが

発生した場合、シグネチャは「未報告」として

表示される可能性があります。

該当なし アイコンなし 識別できないセンサー シグネチャ バージョ

ン。これは、macOS センサーと Linux セン

サーに適用されます。

センサー

[センサー] 列には、エンドポイントで実行されているセンサー バージョンが表示されます。

ターゲット

[ターゲット] 列には、エンドポイントのターゲット値が表示されます。この値は、クリティカル、高、中、低のいず

れかです。

前回のチェックイン

[前回のチェックイン] 列には、センサーがクラウドにチェックインした前回の日時が表示されます。

アクション

[アクション] 列には、エンドポイントで実行できる 2 つのアクションが表示されます。

 アイコンをクリックして、エンドポイントで発生したイベントを調査します。

[>] アイコンをクリックして、選択したエンドポイントの詳細を示す [エンドポイントの詳細] ペインを開きます。
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センサー フィルタ

[エンドポイント] ページの [エンドポイント] タブに表示するセンサーを定義できます。

次のセンサー フィルタを使用できます。

ステータス

ステータスでセンサーをフィルタリングできます。ステータス条件に関する詳細については、センサーのステータス

および詳細 を参照してください。ステータス フィルタは次のとおりです。

n アクティブ

n バイパス

n 登録解除済み

n エラー

n 非アクティブ

n 保留中のインストール

n 保留中の更新

n 隔離

n センサーが期限切れ
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センサーのバージョン

表示するセンサーのバージョンを選択したり、すべてのバージョンを表示したりできます。

OS

macOS や Windows などのデバイス オペレーティング システムに基づいてセンサーをフィルタリングできます。

署名のステータス

Windows センサーの場合、ローカル スキャン シグネチャ バージョンのステータスは、[エンドポイント] ページの 

[Sig] 列に表示されます。考えられるフィルタは次のとおりです。

n 使用不可: センサー シグネチャ バージョンはまだ報告されていません。

n 該当なし: 識別できないセンサー シグネチャ バージョン。これは、macOS センサーと Linux センサーに適用

されます。

n 期限切れ: センサー シグネチャ ファイルは、無効になってから更新が再度有効になるまでの 7 日間が期限切れ

として表示されます。

n 最新: インストールされたシグネチャ バージョンが現在の日付から 7 日以内にリリースされた場合、センサー 

シグネチャ ファイルは最新です。

ポリシー

割り当てられたポリシーに基づいて表示するセンサーを選択できます。

ゴールド イメージのステータス

表示されるセンサー (エンドポイント) は、そのタイプに基づいてフィルタリングできます。たとえば、ゴールド イ
メージではなく、クローンを含むゴールド イメージとしてフィルタリングできます。

センサー グループ

割り当てられたセンサー グループに基づいてセンサーを表示できます。

バイパス理由

アセットがバイパス モードに切り替わった理由は、Carbon Black Cloud コンソールで確認できます。

次の表に、アセットがバイパス モードになる考えられる理由と、実行できる修正アクションを示します。バイパス理

由に関連付けられた検索値を使用して、バイパス理由に一致するアセットをフィルタリングできます。
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バイパス理由の検索値

バイパス理由の値

を表示 説明 バイパスを解決するアクション

sensorStates:"CSR_ACTION
"

バイパス (管理者

アクション)
Carbon Black Cloud コンソールは、センサー

をバイパス モードにするように指示します。

Windows、macOS、Linux をサポートするセ

ンサーに関連しています。

Carbon Black Cloud コンソー

ルまたはローカル アクションを

使用して、バイパス状態からセン

サーを削除します。

sensorStates:"REPUX_ACTI
ON"

バイパス (ローカ

ル アクション)
ローカル アクションは、センサーをバイパス モー

ドにするように指示します。たとえば、センサーで

バイパスをローカルに有効にします。

n コマンド プロンプトを昇格し、コマンド 

"C:\Program 
Files\Confer\Uninstall.exe" /
bypass 1 <UninstallCode> を実行する

n センサーのインストール時に構成された認証

情報を使用してアセットにログインし、コマン

ド プロンプトを起動して、ディレクトリ 

C:\Program Files\Confer からコマ

ンド repcli bypass 1 を実行します。

n ポリシー設定「ユーザーによる保護の無効化」

を使用します。この設定の詳細については、

『ユーザー ガイド』の全般的なポリシー設定を

参照してください。

n オプション bypass=1 でセンサーをインス

トールするコマンドをその構文で実行します。

Windows および macOS をサポートするセン

サーに関連しています。

Carbon Black Cloud コンソー

ルまたはローカル アクションを

使用して、バイパス状態からセン

サーを削除します。

n sensorStates:"UNSUPP
ORTED_OS" OR

n sensorStates:”
OS_VERSION_MISMAT
CH”

エラー（サポート

されていない 

OS）

インストールされたセンサーはオペレーティング 

システムをサポートしていません。

macOS および Linux をサポートするセンサー

に関連しています。

センサーまたはオペレーティング 

システムをサポートされているバ

ージョンにアップグレードしま

す。製品の動作環境要件の詳細に

ついては、VMware Carbon 
Black Cloud のドキュメント を
参照してください。

n sensorStates:"DRIVER_
LOAD_NOT_GRANTED 
AND

n sensorStates:"DRIVER_
USERSPACE

エラー（システム

拡張機能が承認さ

れていません）

Carbon Black Cloud macOS センサーのシス

テム拡張機能が承認されていません。

macOS をサポートするセンサーに関連していま

す。

センサーが使用するシステム拡張

機能を承認します。VMware 
Carbon Black Cloud センサー 

インストール ガイドの macOS 
11 以降のシステム拡張機能とネッ

トワーク拡張機能の承認を参照し

てください。

n sensorStates:"DRIVER_
LOAD_NOT_GRANTED
" AND

n sensorStates:"DRIVER_
KERNEL"

エラー（カーネル

拡張機能が承認さ

れていません）

Carbon Black Cloud macOS センサーには、

以前のカーネル拡張機能の承認状態に関係なく、カ

ーネル拡張機能の承認が必要です。

macOS をサポートするセンサーに関連していま

す。

カーネル拡張機能を承認します。

VMware Carbon Black 
Cloud センサー インストール ガ
イドのカーネル拡張機能の承認 

(macOS 10.13 - macOS 11)を
参照してください。
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バイパス理由の検索値

バイパス理由の値

を表示 説明 バイパスを解決するアクション

sensorStates:"REMGR_INIT
_ERROR"

エラー（サポート

に連絡）

センサーの event_collector への接続に問題が

あります。

Linux をサポートするセンサーに関連していま

す。

Linux ディストリビューション

がサポートされていることを確認

します。バージョンの互換性につ

いては、VMware Carbon 
Black Cloud Linux センサーの

動作環境要件を参照してくださ

い。

ディストリビューションがサポー

トされている場合は、VMware 
Carbon Black サポートにお問

い合わせください。

sensorStates:"KERNEL_HE
ADERS_NOT_INSTALLED"

エラー（カーネル 

ヘッダーがありま

せん）

実行中のカーネル バージョンに一致する Linux 
カーネル ヘッダーがインストールされていないた

め、センサーの Extended Berkeley Packet 
Filter (eBPF) プローブをロードできません。ま

た、センサーでサポートされていない OS カーネ

ル バージョンが実行されている可能性もありま

す。

Linux をサポートするセンサーに関連していま

す。

カーネル ヘッダーがインストー

ルされていることを確認します。

VMware Carbon Black 
Cloud センサー インストール ガ
イドの Linux センサー バージョ

ン 2.10 以降の場合の Linux 4.4 
以降のカーネルの前提条件を参照

してください。

バージョンの互換性については、

VMware Carbon Black 
Cloud Linux センサーの動作環

境要件を参照してください。

sensorStates:”
DRIVER_INIT_REBOOT_RE
QUIRED”

エラー（再起動が

必要）

アセットは、ドライバを初期化するために再起動す

る必要があります。

macOS をサポートするセンサーに関連していま

す。

再起動してもこの問題が解決しな

い場合は、VMware Carbon 
Black サポートにお問い合わせ

ください。

sensorStates:” 
DRIVER_LOAD_PENDING”

エラー（拡張機能

のロードが保留

中）

拡張機能のロードは保留中です。

macOS をサポートするセンサーに関連していま

す。

再起動してもこの問題が解決しな

い場合は、VMware Carbon 
Black サポートにお問い合わせ

ください。

sensorStates:"DRIVER_INIT
_ERROR"

エラー（拡張エラ

ー）

ドライバが正しくロードされない。

Windows、macOS、Linux をサポートするセ

ンサーに関連しています。

再起動してもこの問題が解決しな

い場合は、VMware Carbon 
Black サポートにお問い合わせ

ください。

sensorStates:"SENSOR_UP
GRADE_IN_PROGRESS"

エラー（更新中） アセットはセンサーの更新中です。

Windows をサポートするセンサーに関連してい

ます。

センサーの更新が完了するとすぐ

に解決されます。

N/A バイパス (サポー

トに連絡)
デバイスが不明な理由でバイパス状態になってい

ます。

さらにサポートが必要な場合は 

VMware Carbon Black サポ

ートにお問い合わせください。
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エンドポイントからのセンサーのアン
インストール 8
Carbon Black Cloud コンソールから、またはエンドポイントで直接センサーをアンインストールできます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n Carbon Black Cloud コンソールを使用したエンドポイントからのセンサーのアンインストール

n エンドポイントでセンサーをアンインストールするコードの要求

n エンドポイントからの Linux センサーのアンインストール

n エンドポイントからの 3.5 以降の macOS センサーのアンインストール

n エンドポイントからの 3.5.1 の前の macOS センサーのアンインストール

n エンドポイントからの Windows センサーのアンインストール

n エンドポイントからの登録解除されたセンサーの削除

Carbon Black Cloud コンソールを使用したエンドポイントからの

センサーのアンインストール

Carbon Black Cloud コンソール経由で macOS センサーと Windows センサーをアンインストールできます。

注：   Carbon Black Cloud コンソールを経由して Linux センサーをアンインストールできません。「エンドポイ

ントからの Linux センサーのアンインストール」に説明されているように、コマンド ラインを使用して Linux セン

サーをアンインストールする必要があります。

手順

1 Carbon Black Cloud コンソールにログインします。

2 ナビゲーション バーで、[インベントリ] をクリックし、[エンドポイント] をクリックします。

3 アンインストールするセンサーを検索して、選択します。

4 [アクション実行] をクリックし、[アンインストール] をクリックします。

結果

センサーをアンインストールすると、削除するまで [エンドポイント] ページに登録解除されたセンサーとして保持さ

れます。「エンドポイントからの登録解除されたセンサーの削除」を参照してください。
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エンドポイントでセンサーをアンインストールするコードの要求

v3.1 以降のセンサーを展開している場合は、ランダムに生成された一意のコードを要求することで、エンドポイント

でセンサーをアンインストールするアクションを保護できます。この設定はポリシーごとに有効で、セキュリティ上

の目的で推奨されます。アンインストール コードは大文字と小文字が区別されます。

手順

1 [エンドポイントでセンサーをアンインストールするコードを要求するには:]

a Carbon Black Cloud コンソールにログインし、[適用] をクリックしてから [ポリシー] をクリックしま

す。

b ポリシーを選択します

c [センサー] タブで、[センサーをアンインストールするコードを要求] チェックボックスにチェックを入れ

て、[保存] をクリックします。

この設定を有効にした後に、ユーザーはエンドポイントでセンサーをアンインストールするための個別のデバイ

ス アンインストール コードまたは会社の登録解除コードを持っている必要があります。Carbon Black 
Cloud コンソール内からセンサーをアンインストールする場合、コードは必要ありません。

Carbon Black Cloud にセンサーが登録されると、個々のデバイスのアンインストール コードが自動的に生成

されます。

2 [エンドポイントでセンサーのアンインストール コードを表示するには:]

a Carbon Black Cloud コンソールにログインします。

b ナビゲーション バーで、[インベントリ] をクリックし、[エンドポイント] をクリックします。

c センサーの横の [>] をクリックしてアンインストール コードを表示します。

会社の登録解除コードを生成して、組織内のセンサーをアンインストールすることもできます。

注意：   会社の登録解除コードを使用して、組織内のすべてのセンサーをアンインストールできます。この機能

が必要ない場合は、会社の登録解除コードを生成しないでください。

3 [会社の登録解除コードを生成するには:]

a Carbon Black Cloud コンソールにログインします。

b ナビゲーション バーで、[インベントリ] をクリックし、[エンドポイント] をクリックします。

c [センサー オプション] - [会社コードの表示] の順にクリックします。

d [登録解除] タブを選択し、登録解除コードをコピーします。コードがない場合は、[登録解除コードの再生

成] をクリックします。

注：   macOS センサーと Windows センサーのみ、会社の登録解除コードでアンインストールできます。コ

マンド ラインを使用した エンドポイントからの Linux センサーのアンインストール
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エンドポイントからの Linux センサーのアンインストール

この手順を使用して、エンドポイントから Linux センサーをアンインストールできます。

注：   コマンドを実行すると、[アクション実行] > [アンインストール] の順にクリックするまで、コンソールの [エ
ンドポイント] ページの [登録されたデバイス] リストにセンサーが引き続き表示されます。

インストーラ キットが解凍された場所から、次のコマンドを実行する。

n CentOS、RHEL、SUSE または Amazon Linux の場合 :$ sudo rpm -e cb-psc-sensor

n Ubuntu の場合:$ sudo dpkg --purge cb-psc-sensor

注：   CentOS、RHEL、Suse、Amazon Linux の OS ディストリビューションで Linux センサーをアンインス

トールすると、センサー ログ ファイルと cfg.ini のコピー、および /opt/carbonblack や /var/opt/
carbonblack などのディレクトリはエンドポイントから削除されません。

エンドポイントからの 3.5 以降の macOS センサーのアンインスト

ール

エンドポイントから 3.5 以降の macOS センサーをアンインストールするには、次の手順に従います。

手順

u 次のいずれかのアンインストール手順を実行します。

n センサーのコマンド ライン アンインストールを実行するには:

a 次のコマンドを実行する: sudo /Applications/VMware\ Carbon\ Black\ Cloud/
uninstall.bundle/Contents/MacOS/uninstall -y 

b [センサーをアンインストールするためのコードの要求]オプションが有効になっている場合は、次のコ

マンドを実行します: sudo /Applications/VMware\ Carbon\ Black\ Cloud/
uninstall.bundle/Contents/MacOS/uninstall -y -c <Uninstall Code>

c センサーが KEXT モードでインストールされている場合は、エンドポイントを再起動して、アンロー

ドされた KEXT を完全に削除する必要があります。

n センサーのアンインストールを実行するには:

a CBCloud.dmg をマウントして [CBCloud のアンインストール] をダブルクリックします。

b アンインストール プロンプトを進めます。管理者として認証する必要があります。

c センサーが KEXT モードでインストールされている場合は、エンドポイントを再起動して、アンロー

ドされた KEXT を完全に削除する必要があります。

エンドポイントからの 3.5.1 の前の macOS センサーのアンインス

トール

この手順を使用して、3.5.1 より前のセンサーを macOS エンドポイントからアンインストールします。
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デフォルトでは、このモードはインタラクティブであり、-y パラメータを指定しない限り、確認プロンプトが必要

です。すべてのコマンド ライン パラメータを表示するには、-h パラメータを指定することでコマンドを実行しま

す。

手順

1 管理者権限で [ターミナル] を開く。

2 sudo /Applications/Confer.app/uninstall -y を入力して、[Enter] キーをクリックします。

デバイスのアンインストール コードまたは会社の登録解除コードが必要な場合は、コマンドの一部として入力し

ます。例:

sudo /Applications/Confer.app/uninstall -y -c 35BQCCYX

エンドポイントからの Windows センサーのアンインストール

この手順では、エンドポイントから Windows センサーをアンインストールする方法について説明します。

注：   バッチ ファイルまたはシステム管理ツールを使用して、複数のセンサーをアンインストールできます。

手順

1 管理者権限で、コマンド プロンプト ウィンドウを開きます。

2 Confer 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。デバイスのアンインストール コードまたは会社の登録解除コードが必要な場合は、

コマンドの一部として入力します。例: uninstall.exe /uninstall 35EQCCYG 

結果

センサーをアンインストールしても Confer ディレクトリとログ ファイルは残ります。アンインストールして再

起動すると Confer ディレクトリは削除されます。

グループ ポリシーを使用してエンドポイントから Windows センサーをアンイ
ンストールする

この手順に従って、グループ ポリシーを使用して Windows センサーをアンインストールできます。

手順

1 [開始] > [管理ツール] > [グループ ポリシーの管理] の順にクリックし、[ソフトウェアのインストール] に移動

します。

2 [結果] ペインで、CB Defense センサー アプリケーションを右クリックし、[すべてのタスク] をクリックして

から [削除] をクリックします。

3 [ソフトウェアを削除] ダイアログ ボックスで、[ユーザーおよびコンピュータから直ちにソフトウェアをアンイ

ンストール] を選択し、[OK] をクリックします。
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結果

ユーザーが次回コンピュータにログインまたは再起動したときに、アプリケーションは削除されます。

注意：   「センサーをアンインストールするためのコードを要求する」が有効の場合、センサーはグループ ポリシー

を使用したアンインストールをサポートしません。https://community.carbonblack.com/t5/Knowledge-
Base/PSC-Sensor-uninstalled-without-de-registration-code/ta-p/84736 を参照してください。

グループ ポリシー（[ソフトウェアのインストール] > [結果] > [展開]）を使用して Windows センサーをアンイン

ストールすることもできます。ただし、Carbon Black はこのオプションを推奨しません。

SCCM を有効にしてエンドポイントから Windows センサーをアンインストー
ルする

SCCM を有効にして Windows センサーをアンインストールできます。

SCCM で [プログラム] タブで、センサー ポリシーについて [センサーをアンインストールするコードを要求] が有

効になっており、SCCM を使用してセンサーをアンインストールする場合、アンインストール コマンドを 

msiexec /x"installer_vista_win7_win8-xx-x.x.x.xxxx.msi" から %ProgramFiles%
\Confer\uninstall.exe /uninstall <Company Deregistration Code> に変更します。

エンドポイントからの登録解除されたセンサーの削除

この手順を使用して、登録解除されたセンサーを削除します。

手順

u 次のいずれかの手順を使用して、登録解除されたセンサーをエンドポイントから削除します。

n [エンドポイントで登録解除されたセンサーを手動で削除するには]

a Carbon Black Cloud コンソールにログインします。

b ナビゲーション バーで、[インベントリ] をクリックし、[エンドポイント] をクリックします。

c センサーのリストをフィルタリングして、センサーが登録解除されたデバイスのみを表示します。

d 削除するセンサーを選択します。

e [][アクション実行] をクリックし、[登録解除されたデバイスを削除] をクリックします。削除の確認を

求められます。

n [エンドポイントの登録解除されたセンサーを自動的に削除するには]

a Carbon Black Cloud コンソールにログインします。

b ナビゲーション バーで、[インベントリ] をクリックし、[エンドポイント] をクリックします。

c [センサー オプション] をクリックし、[センサー設定] をクリックします。

d [次の期間、登録解除されているセンサーを削除] を選択して、期間を設定します。[保存] をクリックし

ます。
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仮想マシン ワークロードのセンサーの
管理 9
Carbon Black Cloud を使用してデータセンターの VMware ワークロードを保護できます。VMware ワークロ

ードには Windows 3.6 以降および Linux 2.9 以降のセンサー バージョンが必要です。

この章には、次のトピックが含まれています。

n 仮想マシン ワークロードにセンサーをインストールする

n コンソールからのワークロードのセンサーの更新

n コマンド ラインを使用したワークロードの Linux センサーの更新

n ワークロードからの Linux センサーのアンインストール

n ワークロードからの Windows センサーのアンインストール

n ワークロードからの登録解除されたセンサーの削除

仮想マシン ワークロードにセンサーをインストールする

Carbon Black Cloud コンソールから対象の仮想マシン ワークロードにセンサーをインストールします。

Carbon Black Cloud コンソールを使用すると、データセンターに展開された仮想マシン (VM) ワークロードのう

ち、センサーのインストールに使用できるワークロードを表示できます。このデータは、[インベントリ] - [仮想マシ

ン ワークロード] - [無効] タブの一部である [対象] 列で使用できます。[対象] 列には、センサーのインストールに

適さないワークロードと、サポートされている OS バージョンにアップグレードする必要があるワークロードも含ま

れています。
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[対象] 列 説明

対象 対象となる仮想マシン ワークロードには、Carbon Black ランチャ を備えた適切なバージョンの 

VMware Tools があり、それらにセンサーをインストールできます。

対象外 センサーのインストールに適していない仮想マシン ワークロードには、必須バージョンの VMware 
Tools があるか、Carbon Black ランチャ を使用できません。展開の労力を最小限に抑えるため、軽量

の Carbon Black ランチャ を VMware Tools で使用できます。Carbon Black ランチャ は、

Windows および Linux 仮想マシン (VM) で使用できる必要があります。

n Windows 仮想マシンの場合、Carbon Black ランチャ は VMware Tools に含まれています。

ワークロードのランチャを受け取るには、VMware Tools をインストールするかバージョン 11.2 
以降にアップグレードする必要があります。

n Linux 仮想マシンの場合、VMware Tools オペレーティング システム固有のパッケージ (OSP) 
で入手可能なランチャを手動でインストールする必要があります。詳細については、「Carbon 
Black Cloud Workload ガイド」を参照してください。

ランチャが使用可能になったら、ワークロード インベントリでのセンサーのインストールを進めるこ

とができます。

n 仮想マシンがオフラインの場合、インストールを続行できません。vCenter Server に移動し、仮

想マシンの電源をオンにします。

サポートされていません Carbon Black Cloud Workload Plug-in はオペレーティング システム (OS) または OS バージョ

ンに対応していません。システム要件に従って対応している OS またはバージョンにアップグレードし

ます。

センサーのインストールのためのワークロード環境の準備

展開された仮想マシン ワークロードにセンサーをインストールするための環境を準備するには、Carbon Black 
Cloud Workload アプライアンス を vCenter Server に登録し、アプライアンスを Carbon Black Cloud に接

続します。Carbon Black ランチャ が仮想マシンで使用できる必要があります。

手順

1 Carbon Black Cloud Workload アプライアンスを設定します。

センサーを受信するには、Carbon Black Cloud Workload アプライアンス がオンラインで、API キーを使

って Carbon Black Cloud に接続されている必要があります。次の 2 つの方法でアプライアンスの接続を確

認します。

n Carbon Black Cloud コンソールでは、[インベントリ] > [VM ワークロード] > [無効] タブで使用可能な

仮想マシン ワークロードを確認します。

n Carbon Black Cloud コンソールで、[設定] > [API アクセス] > [API キー] ページに移動しアプライアン

ス名をクリックして接続ステータスを表示します。

2 軽量な Carbon Black ランチャ を使って Carbon Black Cloud を有効にし、仮想マシン ワークロードのセン

サーをインストールします。

n Windows 仮想マシンの場合、Carbon Black ランチャ は VMware Tools に含まれています。ランチャ

ーを取得するには、VMware Tools をインストールまたはバージョン 11.2.0 以降にアップグレードする必

要があります。
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n Linux 仮想マシンの場合、VMware Tools オペレーティング システム固有のパッケージ (OSP) からラン

チャーを手動でインストールする必要があります。http://packages.vmware.com/ のパッケージ リポ

ジトリから、ゲスト オペレーティング システム用の Carbon Black ランチャ をダウンロードしてインス

トールします。詳細な手順については、「Linux 仮想マシン用の Carbon Black ランチャー」を参照してく

ださい。

仮想マシン ワークロードにセンサーをインストールする

この手順を使用して、Carbon Black Cloud コンソールを介して仮想マシン ワークロードにセンサーをインストー

ルします。構成ファイルを使用して、Carbon Black ランチャ および Carbon Black センサー がインストール完

了後に使用できるプロキシ サーバを指定できます。

前提条件

n ファイアウォールが正しく構成されていることを確認します。詳細については、ファイアウォールの構成を参照

してください。

n コマンド ラインのインストール オプションについて理解していることを確認します。詳細については、

Windows センサーでサポートされるコマンドを参照してください。

n Carbon Black ランチャ および Carbon Black センサー でサポートされているプロキシ接続は、非認証 

HTTP トンネリング プロキシのみです。

n プロキシをサポートする Windows 仮想マシンの Carbon Black ランチャ を取得するには、VMware Tools 
をインストールまたはバージョン 11.3.0 以降にアップグレードします。

手順

1 Carbon Black Cloud コンソールにログインします。

2 ナビゲーション バーで、[インベントリ] - [仮想マシン ワークロード] を選択します。

3 [無効] タブをクリックし、対象のワークロードを選択します。

対象のワークロードは、サポートされる OS を実行し、Carbon Black ランチャ を含む VMware Tools の適

切なバージョンを使用しています。

4 [アクション実行] ドロップダウン メニューをクリックし、[センサーのインストール] を選択します。
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5 インストールするセンサーのバージョンを選択します。

6 オプション。センサー構成ファイルをダウンロードして更新します。

デフォルトでは、INI ファイルには、Windows および Linux センサーを正常にインストールするために必須の

次の構成が含まれています。

コマンド オプション 値 説明/メモ

EncodedCompanyCode=value 文字列 センサー バージョン 3.0 以降の場合は、エン

コードされた会社コードが必要です。エンコ

ードされた会社コードは、8 桁のコードとバッ

クエンド サーバの両方でエンコードされま

す。

CompanyCode=value 文字列 コマンド ライン インストール用に取得する必

要がある会社登録コード。

BackendServer=value 文字列 バックエンド URL。

Windows センサーのインストールをカスタマイズするには、センサーのインストー中に次のオプション パラ

メータを追加します。

注：   Windows は、センサー インストールのカスタマイズでサポートされている唯一のオペレーティング シ
ステムです。現在、Linux センサーのインストールはカスタマイズできません。
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コマンド オプション 値 説明/メモ

ConfigureMemoryDumpSettings=value true/false
デフォルト値は true。

false の場合、センサーはレジストリのメモ

リ ダンプ設定を自動的に構成できなくなりま

す。

Windows センサー 3.5 以降で使用可能。

AutoReRegisterForCitrix=value true/false
デフォルト値は false。

true の場合、Citrix PVS および MCS クロ

ーンの自動再登録が有効になります。

Windows センサー 3.7MR1 以降で使用可

能。

EnableAutoReregisterForVDIClones=
value

4 - ホスト名の変更を確認します（3.8 以降

から使用可能）

3 - BIOS UUID および MAC ハッシュの

変更を確認します (推奨)

2 - BIOS UUID の変更を確認します

1 - 自動再登録を無効にします

Horizon および vSphere VDI クローンの

自動再登録機能を設定します。

n Windows センサー 3.7MR2 の場合、

デフォルト値は 1。

n Windows センサー 3.8 以降の場合、デ

フォルト値は 3。

Windows センサー 3.7MR2 以降で使用可

能。

AutoUpdate=value 1/0 または true/false
デフォルト値は true。

センサーがバックエンドからプッシュされた

アップグレード要求を受け入れるかどうかを

切り替えます。

false の場合、更新がバックエンドからプッ

シュされなくなります。

BackgroundScan=value 1/0 または true/false
デフォルト値は true。

センサーがマシンに存在するハッシュのイン

ベントリを実行するかどうかを切り替えます。

監査と修正 スタンドアローンには適用されま

せん。

InstallBypass=value 1/0 または true/false
デフォルト値は false。

true の場合、バイパス モードが有効になりま

す。

センサーはパッシブな方法で機能し、エンドポ

イント上のアプリケーションを妨害したり監

視したりすることはありません。

センサーをバイパス モードでインストールす

ることで、相互運用性の問題の徹底検査が可

能。

センサー バイパス モードの詳細については、

Carbon Black Cloud ユーザー ガイドを参

照してください。

CbLRKill=value 1/0
デフォルト値は 0。

1 の場合、センサーの Live Response 機能

が無効になります。

注：   Live Response を有効にするには、セ

ンサーを再インストールします。

AuthenticatedCLIUsers=value 認証済みユーザー グループの SID 値 RepCLI ツールを有効にする。指定されたユ

ーザー グループのメンバーは、認証された 

RepCLI コマンドを使用できる。

ConnectionLimit=value 1 時間ごとの接続の数

デフォルトでは、制限なし。

オプション。
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コマンド オプション 値 説明/メモ

CurlCrlCheck= 1/0
デフォルト値は 1。

0 の場合、センサーの初期インストール中に 

CRL チェックが無効になります。詳細につい

ては、CURL CRL チェックの無効化 を参照し

てください。

DelaySigDownload=value 1/0
デフォルト値は 1。

遅延シグネチャ/定義のダウンロード オプシ

ョンを有効にしておくことを推奨。

FileUploadLimit=value メガバイトを表す 4 バイトの整数

デフォルト値は 5。

例：値 3 は 3*1024*1024 バイトの制限。

GroupName=value 文字列 オプションのポリシー名の割り当て。ポリシ

ー名にスペースが含まれる場合は、この値を二

重引用符で囲む。

n Windows センサー 3.7 以前の場合は、

このパラメータを使用。

n Windows センサー 3.8 以降の場合は、

代わりに PolicyName パラメータを使

用。

PolicyName=value 文字列 オプションのポリシー名の割り当て。ポリシ

ー名にスペースが含まれる場合は、この値を二

重引用符で囲む。

n Windows センサー 3.8 以降の場合は、

このパラメータを使用。

n Windows センサー 3.7 以前の場合は、

代わりに GroupName パラメータを使

用。

HideCommandLines=value 1/0
デフォルト値は 0。

コマンド ライン入力データを難読化。

LastAttemptProxyServer=value 文字列

例：10.101.100.99:8080

オプション。センサーは、他のすべての方法が

失敗した場合（動的プロキシ検出を含む）、こ

の設定を使用してクラウド アクセスを試行す

る。

LearningMode=value センサーのインストール後、イベント タイプ

を制限するための時間数。

デフォルトでは、無効。

オプション。最初のインストール後に一部の

レポート タイプをドロップすることで、バッ

クエンドの負荷を軽減する。

通常、センサーは新しく検出されたハッシュを

報告するため、センサーのインストール後すぐ

に、より多くのレポートがバックエンドに送信

される。

学習モードでは、センサーがハッシュを検出し

ている間のファイルとプロセスの動作につい

てのみ報告する。この期間中、API、レジスト

リ、およびネットワークの動作のレポートは削

除される。
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コマンド オプション 値 説明/メモ

OfflineInstall=value 1/0 または true/false
デフォルト値は false。

オプション。エンドポイントがオフラインの

ときにセンサーをインストールできる。ネッ

トワーク接続が復元されると、センサーは 

Carbon Black Cloud バックエンドに接続

し、ポリシーにアクセスする。デバイスはセン

サーがポリシーにアクセスできるまでバイパ

ス状態。

Windows センサー 3.5 以降の場合。

ProxyServerCredentials=user:passw
ord=value

プロキシ パスワードとユーザー名 オプション。

ProxyServer=value server:port オプション。

QueueSize=value イベント バックログ

Endpoint Standard のデフォルト値は 

100 MB。

オプション。この値には SSL オーバーヘッ

ドは含まれない。

RateLimit=value 1 時間あたりの KB

デフォルト値は無制なし。

オプション。

EmailAddress=value 例: user@example.com オプション。

VHostEnabled=value true/false
デフォルト値は true。

false の場合、VHostComms ヘルパー ユー

ティリティを無効にします。

7 [インストール] をクリックします。

[センサーのインストールが送信されました] という通知が表示され、仮想マシンのインストール ステータスが

[進行中]に変わります。

インストールが完了するまでに最大 5 分かかります。

結果

センサーがインストールされると、[有効] タブに表示されます。

コンソールからのワークロードのセンサーの更新

この手順を使用して、Carbon Black Cloud コンソールからワークロードのセンサーを更新します。

センサーのバージョンを最新の状態に保つことが重要です。

センサーを更新するには、次の 2 つの方法があります。

n コンソールを使用して、選択したワークロードのセンサーを更新できます。1 度に更新するセンサーを 10,000 
個まで選択できます。センサーの更新を開始すると、選択したセンサーは、次回 Carbon Black Cloud バック

エンドでチェックインするときに更新するメッセージを受け取ります。システムは 500 個まで同時更新できま

す。個々のセンサーが更新プロセスを完了すると、新しいセンサーが更新を開始するように合図されます。

n センサーを再インストールできます。

手順

1 Carbon Black Cloud コンソールにログインします。
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2 ナビゲーション バーで、[インベントリ] をクリックし、 [ワークロード] をクリックします。

3 更新するセンサーを検索して、選択する。

4 [アクション実行] をクリックし、[センサーを更新] をクリックします。

5 更新するセンサーの数を確認します。

6 [バージョン] のドロップダウン メニューからセンサー バージョンを選択します。

7 [更新] をクリックします

コマンド ラインを使用したワークロードの Linux センサーの更新

コマンド ラインを使用して Linux センサーを更新できます。

手順

1 ワークロードにログインします。

2 エージェント tar ボールを */var/opt/carbonblack/psc/pkgs/upgrade_staging/* に展開しま

す。以前にセンサーを更新したことがない場合は、このフォルダが存在しないため作成する必要があります。

3 以下の場所から更新スクリプトを実行します: /var/opt/carbonblack/psc/pkgs/
upgrade_staging

RPM:

$rpm -U cb-psc-sensor-xxx.rpm

注：   RHEL センサー キットの場合は、インストールするディストリビューション バージョンに対応する rpm 
パッケージを指定する必要があります。

el6 --> centos/rhel/oracle 6.0-6.x

el7 --> centos/rhel/oracle 7.0-7.x

el8 --> centos/rhel/oracle 8.0-8.x

DEB:

$dpkg --force-confold -i cb-psc-sensor-xxx.deb 

4 以下を確認します。

n エージェントが更新されている - インストールしたバージョンとエージェントが一致していることを確認

する /opt/carbonblack/psc/bin/cbagentd -v。

n カーネルまたは BPF モジュールがロードされている

n カーネル モジュール: 次のコマンドを実行し、出力の右側の列に 1 があることを確認します。これは、

カーネル モジュールがロードされ、有効になっていることを示します。その他のバージョンのカーネル

は無効として表示される場合がありますが、これは許容されます。

コマンド: lsmod | grep event_collector
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出力例: event_collector_2_x_yyyyyy zzzzz 1

n BPF モジュール: 次のコマンドを実行し、grep がコマンド event_collector について単一の結果

を返すことを確認します。

コマンド: ps -e | grep event_collector

出力例: 85150 ? 00:00:05 event_collector

n サーバ コンソールの [ワークロード] ページの agent-blade の詳細を確認します。

n 更新されたエージェントの詳細が表示されている

n エージェントは定期的にサーバにチェックインしている

ワークロードからの Linux センサーのアンインストール

この手順に従って、コマンド ラインを使用して、ワークロードから Linux センサーをアンインストールします。

注：   次のコマンドを実行すると、[アクション実行 > アンインストール] の順にクリックするまで、コンソールの 

[ワークロード] ページの [登録されたデバイス] リストにセンサーが引き続き表示されます。

インストーラ キットが解凍された場所から、次のコマンドを実行する。

n CentOS、RHEL、SUSE または Amazon Linux の場合 :$ sudo rpm -e cb-psc-sensor

n Ubuntu の場合:$ sudo dpkg --purge cb-psc-sensor

結果

センサーをアンインストールすると、削除するまで [ワークロード] ページに登録解除されたセンサーとして保持され

ます。「ワークロードからの登録解除されたセンサーの削除」を参照してください。

ワークロードからの Windows センサーのアンインストール

Carbon Black Cloud コンソールを経由して Windows センサーをアンインストールできます。

注：   Carbon Black Cloud コンソールを経由して Linux センサーをアンインストールできません。「ワークロー

ドからの Linux センサーのアンインストール」 に説明されているように、コマンド ラインを使用して Linux セン

サーをアンインストールする必要があります。

手順

1 Carbon Black Cloud コンソールにログインします。

2 ナビゲーション バーで、[インベントリ] をクリックし、[ワークロード] をクリックします。

3 [有効] タブで、アンインストールするセンサーを選択します。

4 [][アクション実行] をクリックし、[アンインストール] をクリックします。アクションを確認するように求めら

れます。

VMware Carbon Black Cloud センサー インストール ガイド

VMware, Inc. 157



結果

センサーをアンインストールすると、削除するまで [ワークロード] ページに登録解除されたセンサーとして保持され

ます。「ワークロードからの登録解除されたセンサーの削除」を参照してください。

ワークロードからの登録解除されたセンサーの削除

登録解除されたセンサーは、ワークロードから手動または自動で削除できます。

手順

u 登録解除されたセンサーをワークロードから削除するには、次のいずれかの手順を実行します。

n [登録解除されたセンサーをワークロードから手動で削除するには:]

a Carbon Black Cloud コンソールにログインします。

b ナビゲーション バーで、[インベントリ] をクリックし、 [ワークロード] をクリックします。

c [有効] タブで、センサーのリストをフィルタリングして、センサーが登録解除されたデバイスのみを表

示します。

d 削除するセンサーを選択します。

e [][アクション実行] をクリックし、[登録解除されたアセットを削除] をクリックします。削除の確認を

求められます。

n [登録解除されたセンサーをワークロードから自動的に削除するには:]

a Carbon Black Cloud コンソールにログインします。

b ナビゲーション バーで、[インベントリ] をクリックし、 [ワークロード] をクリックします。

c [センサー オプション] をクリックし、[センサー設定の管理] をクリックします。

d [次の期間、登録解除されているセンサーを削除] を選択して、期間を設定します。[保存] をクリックし

ます。
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AWS ワークロードにセンサーをイン
ストールする 10
AWS アカウントを Carbon Black Cloud にオンボードし、このアカウントに関連するすべての AWS ワークロ

ード（EC2 インスタンス）を利用可能にしたら、実行中の EC2 インスタンスにセンサーをインストールすることが

できます。Carbon Black センサーをインストールするには、インストール スクリプトまたは Carbon Black 
Cloud コンソールを使用します。

この章には、次のトピックが含まれています。

n センサー インストール スクリプトを使用した AWS ワークロードへのセンサーのインストール

n コンソールを使用した AWS ワークロードへのセンサーのインストール

センサー インストール スクリプトを使用した AWS ワークロードへ

のセンサーのインストール

クラウド セキュリティ管理者は、AWS Userdata、Ansible、Chef、または Puppet 構成管理ツール用のセンサ

ー インストール スクリプトを通じて、ロールアウト時に AWS ワークロード（EC2 インスタンス）を保護できま

す。

EC2 インスタンスにログインして、そのインスタンスへと直接センサー インストール スクリプト コマンドを実行で

きますが、時間がかかります。効率を高める場合は、Carbon Black Cloud コンソールを使用してカスタマイズさ

れたセンサー インストール スクリプトをダウンロードし、インスタンスの初期化の一環としてインストールします。

手順

1 ナビゲーション バーで、[インベントリ] - [AWS] を選択します。

2 [AWS ワークロード] 画面で、[センサー オプション] ドロップダウン メニューをクリックし、[センサー イン

ストール スクリプトのダウンロード] を選択します。

[センサー インストール スクリプトのダウンロード] ウィンドウが表示されます。

3 インスタンスの OS バージョンを見つけ、[センサー バージョン] ドロップダウン メニューを使用して、インス

トールする関連センサーのバージョンを選択します。

これらのスクリプトは、事前入力された組織キーと選択したプラットフォームの詳細を使用してカスタマイズさ

れます。

4 [スクリプトのダウンロード] をクリックします。
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5 パッケージがダウンロードされたら、それを解凍します。

各構成管理ツールのセンサー インストール フォルダを確認できます。

aws-usernata フォルダを選択すると、そのフォルダには Unix ベースのプラットフォーム用のスクリプトと 

Windows 用の PowerShell スクリプトが 1 つずつ含まれています。

6 環境内の構成管理ツールに関連するスクリプトを使用します。

次の手順は、インスタンスの初期化の一環として実行される userdata スクリプトを使用して、EC2 インスタ

ンスを作成する方法を示しています。

a AWS 管理コンソールで [インスタンスの起動] をクリックし、IAM テンプレートを選択して、インスタン

ス タイプを選択します。

b [ステップ 3：インスタンスの詳細の設定] - [詳細] - [ユーザー データ] オプションを見つけて、aws-
usernata スクリプト [As file] をアップロードします。

c インスタンスにタグを付けるには、[手順 5：タグの追加] に移動し、キーと値のペアを定義します。

例:

キー 値

名前 latestSensorInstalled

優先度 P2

d [起動] - [インスタンスの起動] の順にクリックします。

userdata スクリプトを使用したセンサーのインストールは、インスタンスの初期化の一環として開始され

ます。

7 オプション。頻繁に使用されるイメージでセンサーをより簡単にインストールできるように、同じ aws-
userdta スクリプトを使用して Auto Scaling グループを作成します。

結果

センサーがインストールされると、インスタンスが[有効] タブに表示されます。

コンソールを使用した AWS ワークロードへのセンサーのインスト

ール

この手順を使用して、Carbon Black Cloud コンソールを介して対象の AWS ワークロード（EC2 インスタンス）

にセンサーをインストールします。

Carbon Black Cloud コンソールから対象の EC2 インスタンスにセンサーをインストールします。AWS 
Systems Manager の sendCommand API は、AWS EC2 インスタンスへのセンサー インストール スクリプト

をリモートで実行するために使用されます。
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前提条件

n 実行中の EC2 インスタンスにセンサーをインストールするためにオンボーディングされた AWS アカウント

を準備するには、AWS アカウントに追加のリソースを作成する必要があります。

n AWS アカウントの AWS CLI でイベント ストリーム スクリプトを実行して、AWS サービスを有効にし

ます。イベント ストリームを有効にする方法については、『 Carbon Black Cloud ユーザー ガイド 』の

ドキュメントを参照してください。

n センサーをインストールする EC2 インスタンスは、SSM 管理対象ノードである必要があります。管理対象

ノードは、AWS Systems Manager 用に構成された任意のマシンです。詳細については、Systems 
Manager の前提条件を参照してください。

n 対象の EC2 インスタンスへのセンサーのインストールオンボーディングされた AWS アカウントのどの EC2 
インスタンスをセンサーのインストールに使用できるかを確認するには、[無効] タブを参照します。

[対象] 列 説明

対象 対象の EC2 インスタンスは、サポートされるオペレーティング システム (OS) を実行し、

SSM 接続があります。それらにセンサーをインストールできます。

対象外 センサーのインストールの対象外である EC2 インスタンスは、AWS SSM 接続がないか、サ

ポートされていない OS を実行しています。インストール作業を最小限に抑えるため、

Carbon Black Cloud は事前構成されたセンサー インストール スクリプトを使用して 

AWS アカウントに AWS SSM ドキュメントを作成します。

n AWS サービス セットアップ スクリプト（イベント ストリーム スクリプト）を実行し、

AWS アカウントに SSM ドキュメントとその他の必要なリソースを作成する必要があり

ます。

n EC2 インスタンスは SSM 管理対象インスタンスである必要があります。SSM エージ

ェントを実行し、適切な IAM インスタンス ロールを持っている必要があります。

n センサーのインストールを続行するには、EC2 インスタンスが実行状態である必要があり

ます。

非対応 Carbon Black Cloud センサーはオペレーティング システム (OS) または OS バージョン

に対応していません。システム要件に従って対応している OS または OS バージョンにアッ

プグレードする必要があります。

手順

1 左のナビゲーション バーで、[インベントリ] - [AWS] を選択します。

2 [無効] タブをクリックし、対象の EC2 インスタンスを選択します。

3 [アクション実行] ドロップダウン メニューから [センサーをインストール] を選択します。

4 インストールするセンサーのバージョンを選択します。

5 [インストール] をクリックします。

[センサーのインストールが送信されました] という通知が表示されます。インスタンスのインストール ステー

タスが進行中に変わります。

インストールが完了するまでに最大 5 分かかります。
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結果

センサーがインストールされると、[有効] タブに表示されます。
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Kubernetes センサーの管理 11
すべてのクラスタに Kubernetes センサーをインストールすることで、Kubernetes クラスタを保護し、Carbon 
Black Cloud で表示されるようにできます。

開始する前に、Kubernetes 環境が、サポートされている VMware Carbon Black Cloud Container Essentials 
の動作環境要件を満たしていることを確認します。

Kubernetes センサーですでに設定されているクラスタを確認する場合は、『Carbon Black Cloud ユーザー ガイ

ド』の「Kubernetes クラスタの管理」を参照してください。

この章には、次のトピックが含まれています。

n Kubernetes センサーの設定

n Kubernetes センサーのアップグレード

n クラスタの編集

n Kubernetes クラスタの削除

n Kubernetes クラスタのステータス

Kubernetes センサーの設定

Carbon Black Cloud Kubernetes センサーを設定して Kubernetes クラスタに展開する方法をご覧ください。

Kubernetes センサーの展開と設定は、オペレータと呼ばれる Kubernetes 固有の拡張機能とオペレータのリソー

ス定義を使用して実行されます。オペレータは、ユーザーが定義したコンポーネントを展開および管理し、その健全

性を報告する一連のコントローラで構成されます。ユーザーは、カスタム リソース定義を使用してコンポーネントを

定義します。

Carbon Black Cloud オペレータは、クラスタ内に Kubernetes センサーを展開し、そのライフサイクルを管理

します。カスタム リソース ファイルのデータは、センサーで有効にする機能を定義します。センサーの展開手順の

基本的なステップは次のとおりです。

n Carbon Black Cloud オペレータのセットアップとインストール

n Carbon Black Cloud コンソールへのアクセスの許可

n Kubernetes センサー構成の提供。
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手順

1 左側のナビゲーション ペインで、システム構成とロールに応じて次のいずれかを実行します。

n Kubernetes Security DevOps または SecOps ロールがあり、システムにコンテナ セキュリティ機能

しかない場合は、[インベントリ] - [クラスタ] の順にクリックします。

n 他のロールがあり、システムにコンテナ セキュリティ機能とその他の Carbon Black Cloud 機能がある場

合は、[インベントリ] - [Kubernetes] - [クラスタ] の順にクリックします。

2 Kubernetes クラスタを Carbon Black Cloud コンソールに追加するには、[クラスタの追加] をクリックし

ます。

クラスタの追加セットアップ ウィザードが表示されます。

3 [クラスタの詳細] ページで、Carbon Black Cloud コンソールに追加するクラスタを定義します。

属性 説明

[クラスタ名] クラスタの名前を入力します。クラスタ名は一意である必要があります。また、コロン (:) 記
号を含めることはできません。

[クラスタ グループ] Kubernetes センサーの設定中にクラスタ グループを定義することで、クラスタの高レベル

のグループを作成できます。クラスタ グループを作成することで、そのクラスタ グループ全

体にわたる Kubernetes ポリシーの範囲を指定できます。クラスタ グループは、クラスタの

ネットワーク アクティビティ マップの監視にも使用されます。

n リストから既存のクラスタ グループを選択します。

n クラスタ グループを作成または使用しない場合は、default と入力します。

 
4 [認証] ページで、Kubernetes クラスタと Carbon Black Cloud コンソール間の通信を確立するために 

Kubernetes センサー専用の API キーを指定する必要があります。

次のいずれかを実行します。

n クリックして [新しい API キーを生成] を有効にして、Carbon Black Cloud 組織に一意の API キー名を

入力します。

n クリックして [既存の API キーを使用] を有効にして、既存の API キーを選択します。

注：   クラスタ間でキーを再利用しないことをお勧めします。クラスタごとに個別の Carbon Black Cloud 
API キーを使用します。 

5 [センサー] ページで、以下を選択します。

a クラスタにインストールする Kubernetes センサーのバージョンを定義します。デフォルトでは、最新の

センサー バージョンが設定されています。

b インストールする機能を定義します。たとえば、クリックして [ランタイム保護]と[クラスタ イメージ スキ

ャン]を有効にします。
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6 [設定の完了] ページで、Kubernetes 環境のターミナルでコマンドを連続して実行します。Bash コマンドま

たは PowerShell コマンドを選択できます。右上のドロップダウンから [Bash] または [PowerShell] を選

択します。

コマンド 説明

最初のコマン

ド

最初のコマンドは、クラスタに Carbon Black Cloud オペレータがまだインストールされていない場合、オペレータ リ
ソース定義とともにインストールすることに関するコマンドです。Carbon Black Cloud オペレータがすでにインスト

ールされている場合は、このコマンドをスキップできます。

オペレータがインストールされているかどうかを判断するには、Kubernetes 環境のターミナルでコマンドを実行します。

kubectl get pods -A -l control-plane=operator
Carbon Black Cloud オペレータがある場合は、ポッド名とステータスが表示されます。

重要：   Kubernetes のバージョン間で Carbon Black Cloud オペレータ リソースの定義が変更される場合がありま

す。スクリプトは Kubernetes のバージョンを自動的に検出し、使用する適切なリソース ファイルを決定します。

2 番目のコマ

ンド

2 番目のコマンドは、API キーをクラスタ内の Kubernetes シークレットとして保存することに関するコマンドです。ま

たは、シークレットをシークレット管理ツールに追加することもできます。

3 番目のコマ

ンド

3 番目のコマンドは、Kubernetes センサーのインストールに関するコマンドです。または、YAML の詳細をコマンドと

して使用することもできます。

7 [完了] をクリックします。

クラスタが [クラスタ] タブに表示され、クラスタのステータスが [インストールの保留中] に設定されます。

初期セットアップ中にクラスタが安定するまでに最大 5 分かかります。

その間、ステータスがエラーとして表示される場合があります。インストール リクエストの送信後、3 ～ 5 分
間待ってから正しいステータスを確認することをお勧めします。

結果

セットアップ手順が正常に完了すると、ステータスが [実行中] に変わります。

Kubernetes センサーのアップグレード

クラスタに古いバージョンのセンサーがインストールされている場合は、Kubernetes センサーのバージョンを更新

する必要があります。

Kubernetes センサーをアップグレードするには、Carbon Black Cloud コンソールか、コマンドライン インタ

ーフェイスを使用します。

コマンドライン インターフェイスを使用して Kubernetes センサーをアップグレードするには、次のコマンドを使

用します。ここで、value はセンサーの最新バージョンです。cbcontainers-agent はセンサーであることに注意

してください。たとえば、センサーの最新バージョンが 2.2.1 の場合、センサーをそのバージョンにアップグレード

するコマンドは次のようになります。

kubectl patch cbcontainersagent.operator.containers.carbonblack.io/cbcontainers-agent --
type='json' -p='[{"op": "replace", "path": "/spec/version", "value":"2.2.1”}]

Carbon Black Cloud コンソールを使用してセンサーをアップグレードするには、次の手順を実行します。
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手順

1 左側のナビゲーション ペインで、システム構成とロールに応じて次のいずれかを実行します。

n Kubernetes セキュリティ DevOps が割り当てられており、システムにコンテナ セキュリティ機能のみ

がある場合、

[インベントリ] - [クラスタ]を選択します。

n 他のロールが割り当てられており、システムにコンテナ セキュリティとその他の Carbon Black Cloud 機
能がある場合は、

[インベントリ] - [Kubernetes] - [クラスタ]を選択します。

2 更新するクラスタを見つけ、[アクション] 列で矢印をクリックし、[編集] をクリックします。

3 リストから [センサー バージョン] を選択します。

4 以前のインストールに含まれていない機能がある場合は、含めたい各機能を選択します。たとえば、[クラスタ 

イメージのスキャン] などです。

5 アップグレードを実行するには、[設定の完了] ページからコマンドをコピーし、Kubernetes 環境のターミナ

ルで実行します。

クラスタの編集

クラスタの設定時に含まれなかった Kubernetes センサーの機能を有効にするには、Carbon Black Cloud コン

ソールで Kubernetes クラスタを編集します。

前提条件

開始する前に、Carbon Black Cloud コンソールとターミナル ウィンドウの両方を開きます。

手順

1 コンソールの左側のナビゲーション ペインで、システム構成とロールに応じて次のいずれかを実行します。

n Kubernetes セキュリティ DevOps が割り当てられており、システムにコンテナ セキュリティ機能のみ

がある場合、

[インベントリ] - [クラスタ]を選択します。

n 他のロールが割り当てられており、システムにコンテナ セキュリティとその他の Carbon Black Cloud 機
能がある場合は、

[インベントリ] - [Kubernetes] - [クラスタ]を選択します。

2 編集するクラスタを見つけ、[オプション] ドロップダウン メニューで [編集] をクリックし、[次へ] をクリック

します。

3 含める機能を選択します。たとえば、[ランタイム保護]または[クラスタ イメージのスキャン]などです。[次へ] 
をクリックします。

4 更新を実行するには、[設定の完了] 画面からコマンドをコピーし、ターミナル ウィンドウで実行します。
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Kubernetes クラスタの削除

Kubernetes クラスタを Carbon Black Cloud コンソールから削除して、監視を停止できます。

手順

1 左側のナビゲーション ペインで、システム構成とロールに応じて次のいずれかを実行します。

n Kubernetes セキュリティ DevOps が割り当てられており、システムにコンテナ セキュリティ機能のみ

がある場合、

[インベントリ] - [クラスタ]を選択します。

n 他のロールが割り当てられており、システムにコンテナ セキュリティとその他の Carbon Black Cloud 機
能がある場合は、

[インベントリ] - [Kubernetes] - [クラスタ]を選択します。

2 Carbon Black Cloud から削除するクラスタを見つけて、行の最後にあるアイコン  を
クリックします。

[クラスタの削除] ウィンドウが表示されます。

3 Kubernetes センサーと Carbon Black Cloud オペレータをクラスタから削除するには、[クラスタの削除] 
ウィンドウからコマンドをコピーし、Kubernetes 環境のターミナルで実行します。

この手順により、Kubernetes センサーと Carbon Black Cloud オペレータがクラスタから削除されます。

重要：   次の手順でクラスタを Carbon Black Cloud コンソールからクラスタを削除せずにコマンドを実行す

る場合、一定の時間が経過するとクラスタのステータスが[クリティカル]になります。クラスタを再度追加した

り、削除したりできます。

4 [削除] をクリックします。

この手順により、Kubernetes クラスタが Carbon Black Cloud コンソールから削除されます。

重要：   前の手順のコマンドを実行せずに [削除] をクリックすると、Kubernetes センサーと Carbon Black 
Cloud オペレータはアクティビティなしでクラスタ上に残ります。コマンドの実行とクラスタの削除の両方を

実行することをお勧めします。

結果

クラスタを削除すると、[クラスタ] タブの Kubernetes クラスタ リストから削除されます。

Kubernetes クラスタのステータス

Kubernetes クラスタのステータスは、クラスタ上の Kubernetes センサーの設定が完了しているかどうか、警告

があるかどうかを示します。
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[クラスタ] タブで、[ステータス]列にクラスタのステータスが表示されます。

n [実行中]: すべてのコンポーネントがエラーなしで稼動しています。

n [警告]: 重要度の低いコンポーネントの 1 つがダウンしているか、ステータスを検出できません。

n [エラー]: 重要なコンポーネントの 1 つがダウンしているか、ステータスを検出できません。

n [クリティカル]: クラスタ コンポーネントのアクティビティが 24 時間以上検出されていません。

n [インストールの保留中]: クラスタのセットアップが進行中です。
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シグネチャ ミラーの手順 12
このセクションには、Linux および Windows 用の Carbon Black Cloud シグネチャ ミラーの手順が含まれま

す。

注：   ローカル スキャン機能は、Audit & Remediation スタンドアローン製品では使用できません。

「CB Defense: ローカル ミラー サーバの利用開始」も参照してください。

この章には、次のトピックが含まれています。

n ミラー サーバのハードウェア要件

n Linux 向けのシグネチャ ミラーの手順

n Windows 向けのシグネチャ ミラーの手順

ミラー サーバのハードウェア要件

VMware Carbon Black Cloud ミラー サーバには、10,000 個のエンドポイントを保守するための以下のハード

ウェア要件があります。

n 2Ghz CPU

n 4GB RAM

推奨される更新の取得間隔は、1 時間です。

ローカル ミラー サーバのパフォーマンスは、以下の状況によって影響を受けます。

n 保守するエンドポイントの数

n ネットワーク帯域幅

n 更新の頻度

大規模な環境に対応するために、複数のミラー サーバをデプロイできます。

Linux 向けのシグネチャ ミラーの手順

ここでは、VMware Carbon Black Cloud ローカル スキャン シグネチャのローカル Linux リポジトリをミラー

リングする手順を説明します。

[前提]
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これらの手順は以下を前提としています。

n Linux オペレーティング システム

n 定義が特定の URL の HTTP サーバでホストされ、ポリシーの [ローカル スキャン] タブの [更新サーバ] フィ

ールドに入力されている。

手順

1 シグネチャ更新サーバの URL へのトラフィックが、プロキシ/ファイアウォール (TCP/80 または TCP/443): 
updates2.cdc.carbonblack.io を介したトラフィックの検査なしに許可されていることを確認します。

2 CB Defense: シグネチャ更新用のローカル ミラー サーバから更新を提供するサーバに 

cbdefense_mirror_unix_x64_v3.0.zip パッケージをダウンロードします。

3 Zip ファイルを展開し、その内容をディレクトリに移動します。これらのファイルは、cron ジョブを使用して

ミラー サーバの更新を自動化するため、/root/cbupdate, avupdate_msg.avr、avupdate.bin、
HBEDV.KEY、update_defs.sh、update_defs_ssl.sh などの永続的な場所に保存する必要がありま

す。

4 管理者権限を使用してコマンドプロンプトを開き、ディレクトリを更新ファイルの場所に変更します。

5 最初のシグネチャ パック セットをダウンロードし、次のコマンド (/var/www/html は Apache の構成時に

よく使用されるディレクトリの例です) を使用してシグネチャ ミラーを作成します。bash ./
update_defs.sh /var/www/html コマンドは、update_defs_ssl.sh を呼び出して https をダウンロー

ドに使用することもできます。

6 結果はコマンド ラインに出力されます。更新コマンドで対象となるディレクトリのルートに、以下のディレクト

リとファイルがあることを確認します: ave2、avupdate.log、idx、x_vdf。

7 ポリシーを更新します。

a [適用] をクリックしてから、[ポリシー] をクリックし、ポリシーを選択します。

b [ローカル スキャン] タブをクリックします。

c [シグネチャの更新を許可] を有効にします。

d ローカル ミラー サーバ URL を内部およびオフサイト デバイスの [更新サーバ] 設定に追加します。

e URL の右のボックスにチェックを入れて、プライマリとして設定します。

f [保存] をクリックします。

結果

Apache でシグネチャ ミラー サーバを構成する方法の詳細な例については、「CB Defense: ローカル ミラーを構

成する方法（Linux）」参照してください。

Windows 向けのシグネチャ ミラーの手順

ここでは、VMware Carbon Black Cloud ローカル スキャン シグネチャのローカル Windows リポジトリをミ

ラーリングする手順を説明します。
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[前提]

これらの手順は以下を前提としています。

n 64 ビット Windows オペレーティング システム

n 定義が特定の URL の HTTP サーバでホストされ、ポリシーの [ローカル スキャン] 設定の [更新サーバ] フィ

ールドに入力されている。

手順

1 CB Defense: シグネチャ更新用ローカル ミラー サーバから cbdefense_mirror_win_x64_v3.0.zip パッケー

ジをダウンロードします。

2 cbdefense_mirror_win_x64_v3.0.zip ファイルを一時フォルダに抽出します。

n avupdate.dll

n do_update.bat

n do_update_ssl.bat

n HBEDV.KEY

n msvcr120.dl 

n upd.exe

n upd_msg.avr

3 アンチウイルス シグネチャ更新ファイル用のフォルダを作成する。例: 
C:\inetpub\wwwroot\CBC_SignatureUpdates

4 抽出したファイルを手順 3 で作成したフォルダにコピーします。

5 do_update.bat を開き、手順 3 で作成したフォルダに outdir を設定します。(SSL を使用するには、代わ

りに do_update_ssl.bat を開きます。)

6 管理者権限のコマンド プロンプト ウィンドウにある以下のコマンドを実行することにより、シグネチャ ミラー

を構成します: C:\>cd 
C:\inetpub\wwwroot\CBC_SignatureUpdatesC:\inetpub\wwwroot\CBD_SignatureUpdates>do_u
pdate.bat。以下のフォルダが作成されます。

n 32

n 64

n ave2

n idx

n x_vdf 

7 Windows タスク スケジューラを実行します。

a [タスク スケジューラ ライブラリ] を右クリックしてから、[タスクの作成] をクリックします。
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b [全般] タブをクリックし、名前と説明を追加することによりタスクを定義します。[ユーザーがログインし

ているかどうかにかかわらず実行する]および[最上位の特権で実行する]を選択します。

c [トリガ] タブをクリックします。[新規] をクリックし、トリガを設定して望ましい開始時間に毎日実行しま

す。1 時間毎に無期限に繰り返します。[有効] を選択し、[OK] をクリックします。

d [アクション] タブをクリックします。[新規] をクリックし、[プログラムの開始] をクリックします。[プロ

グラム/スクリプト] を do_update.bat (例、

C:\inetpub\wwwroot\CBC_SignatureUpdates>do_update.bat.) に設定し、OK をクリックします。

e [条件] タブをクリックします。以下の設定を選択します。

n コンピュータを AC 電源で使用している場合のみタスクを開始する

n コンピュータの電源をバッテリに切り替える場合は停止する

n タスクを実行するためにスリープを解除する

f [設定] タブをクリックします。以下の設定を選択します。

n タスクを要求時に実行する

n スケジュール設定された時刻にタスクを開始できなかった場合、すぐにタスクを実行する

n タスクが失敗した場合の再起動の間隔 > 1 分間

n 再起動試行の最大数 > 3 回

n 要求時に実行中のタスクが終了しない場合、タスクを強制的に停止する

g [OK] をクリックします。

8 IIS web サイトを作成します。

a IIS Manager を開きます。[サイト] を右クリックし、[Web サイトの追加] をクリックします。この 

Web サイトがアンチウイルス シグネチャ更新用であることを識別するサイト名を指定します。

b [アプリケーション プール] フィールドは、[DefaultAppPool] のままにします。

c [物理パス]については、手順 3 で作成されたフォルダを参照します。

d これらの値を保持します。[タイプ = http]、[IP アドレス = 未割り当てのすべて]、および[ポート = 80]。

e [ホスト名] フィールドに、ミラー サーバの名前を入力します。

f [直ちに Web サイトを開始] を選択します。[OK] をクリックします。

g IIS ナビゲーション ペインの、[サイト] で、手順 8a で作成したサイト名を選択します。

h [ディレクトリの参照] をダブルクリックし、[有効にする] をクリックします。

i [MIME タイプ] をダブルクリックします。タイプが [text/plain] で、拡張子が .idx の新しい MIME タ

イプを追加します。

j コマンド プロンプト ウィンドウの管理者権限で、コマンド iisreset を実行します。

k URL をテストするには、ブラウザを開き、[http://] {手順 8e のホスト名} を入力します。手順 6 で作成

したフォルダを表示する必要があります。
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9 ポリシーを更新します。

a Carbon Black Cloud コンソールで、[適用] をクリックし、[ポリシー] をクリックしてポリシーを選択し

ます。

b [ローカル スキャン] タブをクリックし、[シグネチャの更新を許可] を有効にします。

c ローカル ミラー サーバ URL を内部およびオフサイト デバイスの [更新サーバ] 設定に追加します。URL 
の右のボックスにチェックを入れて、プライマリとして設定します。[保存] をクリックします。

結果

注：  
n do_update.bat は、ログ ファイルを %TEMP%\scanner\upd.log に生成 (および追加) します。このロ

グ ファイルは問題のトラブルシューティングに使用できます。

n ポリシー内の [ローカル スキャン] タブにある [オンサイト デバイスのサーバの更新] チェックボックスは、ミ

ラー サーバへの接続に影響を与える場合があります。ミラー サーバから更新されたシグネチャを受信できない

センサーがある場合、スイッチを切り替えて問題を解決します。
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Carbon Black Cloud 通信の構成 13
センサーとバックエンド間の適切な通信を確保するために、ネットワーク インフラストラクチャとエンドポイントを

構成します。

Carbon Black Cloud サービスの現在の実装では、動的に管理されるロード バランサを使用して、可能な限り最高

レベルのスケーラビリティ、信頼性、パフォーマンスを提供します。Carbon Black Cloud サービスのホスト名は、

動的に変更される可能性のあるいくつかの IP アドレスを解決します。

ファイアウォールまたはプロキシ設定には、承認リストに登録する/除外する静的 IP アドレス、IP アドレスの範囲、

またはサブネットはありません。

ネットワーク プロキシとファイアウォールが正しく構成されていない場合、Carbon Black Cloud センサーと 

Carbon Black Cloud バックエンド間の通信を妨害する可能性があります。

この章には、次のトピックが含まれています。

n ファイアウォールの構成

n プロキシの構成

ファイアウォールの構成

センサーは、ファイアウォールで保護されたネットワークのバックエンドにいくつかの方法で接続できます。

URL は次の目的で使用されます。

n コンソール/API — コンソール アクセスおよび API 要求

n センサー — センサーとコンソール/バックエンド間の通信

n UBS ダウンロード — Unified Binary Store (UBS) バイナリおよびメタデータのダウンロード

n コンテンツ管理 — UBS および動的ルール エンジンの更新

n 署名 - 署名パックの更新

n サードパーティ証明書の検証 — センサー COMM 証明書の検証

n Live Response のアップロード - Live Response から「get」コマンドを実行するときに使用されます

ファイアウォールを構成して、次の環境固有の URL への TCP/443 (デフォルト) および TCP/54443 (バックアッ

プ) 接続を許可します。
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表 13-1. 環境固有の URL

環境/AWS リージョン コンソール/API センサー UBS ダウンロード

Live Response アップ

ロード

Prod01 (US-East-1) https://
dashboard.confer.net

https://
devices.confer.net

https://cdc-file-
storage-production-
us-
east-1.s3.amazonaws.
com

https://defense-cblr-
file-uploads-us-
east-1.s3.amazonaws.
com

Prod02 (US-East-1) https://
defense.conferdeplo
y.net

https://
dev5.conferdeploy.n
et

https://cdc-file-
storage-production-
us-
east-1.s3.amazonaws.
com

https://defense-cblr-
file-uploads-us-
east-1.s3.amazonaws.
com

Prod05 (US-East-1) https://defense-
prod05.conferdeploy
.net

https://dev-
prod05.conferdeploy
.net

https://cdc-file-
storage-production-
us-
east-1.s3.amazonaws.
com

https://defense-cblr-
file-uploads-us-
east-1.s3.amazonaws.
com

Prod06 (EU-
Central-1)

https://defense-
eu.conferdeploy.net

https://dev-
prod06.conferdeploy
.net

https://cdc-file-
storage-production-
eu-
central-1.s3.amazona
ws.com

https://defense-cblr-
file-uploads-eu-
central-1.s3.eu-
central-1.amazonaws.
com

ProdNRT (AP-
Northwest-1)

https://defense-
prodnrt.conferdeploy
.net

https://dev-
prodnrt.conferdeploy
.net

https://cdc-file-
storage-production-
ap-
northeast-1.s3.amazo
naws.com>

https://defense-cblr-
file-uploads-ap-
northeast-1.s3.ap-
northeast-1.amazona
ws.com

ProdSYD (AP-
Southwest-2)

https://defense-
prodsyd.conferdeplo
y.net/

https://dev-
prodsyd.conferdeplo
y.net/

https://cdc-file-
storage-production-
ap-
southeast-2.s3.amaz
onaws.com

https://defense-cblr-
file-uploads-ap-
southeast-2.s3.ap-
southeast-2.amazona
ws.com

また、すべての環境で次の URL が使用されます。

表 13-2. すべての環境

カテゴリ URL プロトコル/ポート メモ

コンテンツ管理 URL https://
content.carbonblack.io

TCP/443

署名 URL http://
updates2.cdc.carbonblack.i
o/update2

TCP/80 3.3 より前のバージョンの 

Windows センサー

署名 URL https://
updates2.cdc.carbonblack.i
o/update2

TCP/443 Windows センサー バージョン 

3.3 以降
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表 13-2. すべての環境 （続き）

カテゴリ URL プロトコル/ポート メモ

サードパーティ証明書検証 URL http://ocsp.godaddy.com TCP/80 Online Certificate Status 
Protocol (OCSP)。センサー 

バージョン 3.3+ : 
CURL_CRL_CHECK を無効にしな

い限り必要です。

サードパーティ証明書検証 URL http://crl.godaddy.com

http://crl3.digicert.com

http://crl4.digicert.com

TCP/80 Certificate Revocation List 
(CRL)。センサー バージョン 

3.3+ : CURL_CRL_CHECK を無効

にしない限り必要です。

Carbon Black Cloud バックエンド アプリケーションにアクセスするために特定のネットワーク ファイアウォー

ルの変更を行わなかった場合、センサーは既存のプロキシを介して接続しようとします。「プロキシの構成」を参照し

てください。

注：   中間者プロキシを実装する動作環境では、プロキシが使用するサーバ証明書によっては、追加のサードパーテ

ィ証明書検証 URL が必要になる場合があることに注意してください。追加の URL には、プロキシ サーバ SSL 証
明書の「CRL 配布ポイント」および「機関情報アクセス」拡張機能で指定されるものが含まれます。TCP ポート 80 
でサードパーティの証明書検証 URL への通信を許可しないと、センサーとバックエンド間の通信に失敗する可能性

があります。Windows 3.3 以降のセンサーは、Windows を使用して CRL チェックを実行します。このセンサー

通信証明書の検証は推奨されますが、必須ではありません。センサーが独自の通信証明書を検証できない場合、

CURL_CRL_CHECK=0 を設定しない限りインストールに失敗します (CURL CRL チェックの無効化 を参照)。

この理由でインストールに失敗し、CRL チェックを無効にしない場合は、次のいずれかのオプションを実装できま

す。

n Windows CRL チェックにプロキシを使用するように WinHTTP サービスを設定する

n CRL トラフィックを許可するようにプロキシまたはファイアウォールを設定する

n プロキシまたはファイアウォールを介して crl.godaddy.com and ocsp.godaddy.com へのポート 80 ト

ラフィックを許可する
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Carbon Black Cloud Workload アプライアンス

Carbon Black サービス URL/
ホスト名 IP アドレス プロトコル/ポート 説明

prod.cwp.carbonblack.io 動的 TCP/443 アプライアンスのログ作成と更

新。

vCenter Server ホスト ユーザー定義 TCP/443 vCenter Server との通信。

Carbon Black Cloud コンソー

ル URL (コンソール/API URL 
を参照)

たとえば、Prod05 のユーザーな

らば、https://defense-
prod05.conferdeploy.net 
に、次の情報を入力します。

動的 TCP/443 Carbon Black Cloud との通

信。

CURL CRL チェックの無効化

crl.godaddy.com ドメイン ocsp.godaddy.com ドメインは、OCSP (Online Certificate Status Protocol) 
と証明書失効リスト (CRL) チェックを使用して、センサーのインストール証明書を検証します。このチェックは無

効にできます。

前提条件

注意：   センサーのインストール中またはインストール後に CRL チェックを無効にできます。ただし、CRL を無効

にすると、Carbon Black Cloud が証明書を失効した場合 (これは一度も発生したことがありません)、また、攻撃

者がそのような攻撃のために失効した証明書を利用した場合に、中間の人への攻撃に対して潜在的にデバイスを開く

可能性があります。

[センサーの初期インストール時に CRL チェックを無効にするには、次の手順に従います。]

コマンド ラインのインストール方法を使用して、CURL_CRL_CHECK=0 オプションをインストール コマンドに追加

します。例:

msiexec.exe  /q /i CBDefense-setup.msi  /L*vx log.txt CURL_CRL_CHECK=0

[センサーのインストール後に CRL チェックを無効にするには、次の手順に従います。]

手順

1 Carbon Black Cloud コンソールで、[インベントリ] をクリックしてから、[エンドポイント] をクリックしま

す。

2 エンドポイントを選択し、[アクション実行] をクリックしてから [バイパスの有効化] をクリックします。アク

ションを確認します。

3 エンドポイントがバイパス モードであることを確認するには、次の RepCLI コマンドを実行します: repcli 
status
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4 ベスト プラクティスとして、cfg.ini ファイルのバックアップを別のディレクトリに作成します。Windows 

センサー バージョン 3.6 以前の場合、cfg.ini は C:\Program Files\Confer\cfg.ini にあります。

Windows センサー 3.7 以降の場合、cfg.ini は 

C:\ProgramData\CarbonBlack\DataFiles\cfg.ini にあります。手順が正常に完了したら、バッ

クアップ ファイルを削除します。

5 cfg.ini を編集します。ファイルの末尾に次のパラメータを追加します: CurlCrlCheck=false。

6 次の RepCLI コマンドを実行します: RepCLI updateconfig。

7 Carbon Black Cloud コンソールで、[インベントリ] をクリックしてから、[エンドポイント] をクリックしま

す。

8 エンドポイントを選択し、[アクション実行] をクリックし、次に [バイパスの無効化] をクリックします。アク

ションを確認します。

ファイアウォールの構成も参照してください。RepCLI の詳細については、『ユーザー ガイド』の RepCLI を使

用したセンサーの管理を参照してください。

プロキシの構成

Carbon Black Cloud センサーは、さまざまなメカニズムを使用して、ネットワーク プロキシが存在するかどうか

を判断します。

プロキシが検出された場合（またはインストール時にプロキシが指定された場合）、センサーはそのプロキシの使用を

試みます。プロキシが検出されない場合、センサーはポート 443 または 54443 を介して直接接続を試みます。

センサーは、以下の方法で Carbon Black Cloud バックエンドに接続を試みます。

n センサーのインストール中に構成される静的に構成されたプロキシ

n TCP/443 を介した直接接続

n ローカル コンピュータのオペレーティング システム設定からのプロキシとプロキシ認証情報 (該当する場合) 
の自動検出

標準の SSL ポートを介して接続を確立できない場合、センサーは代替ポートである TCP/54443 にフェイルオーバ

ーできます。

注：   Carbon Black Cloud センサーは、初回インストール時にプロキシ設定を自動的に検出しようとします。こ

れはテストする必要があります。自動プロキシ検出に失敗した場合は、コマンド ラインのインストール中に、プロキ

シ IP とポートを MSI コマンド ラインに含めるようパラメータを定義する必要があります。
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ユーザー認証が必要な場合は、認証情報の入力を求められることがあります。センサーはエンド ユーザーに認証情報

の入力を要求しない既存の設定を使用するため、これは通常、プロキシ認証情報を必要とする環境では発生しません。

注：   Windows センサー 3.3 以降のバージョンでは CRL チェックが実行されます。OCSP および CRL トラフィ

ックはセンサーまたはインストーラによって直接処理されず、インストール時に指定されたプロキシ パラメータを使

用しません。このトラフィックでは、WinHTTP をプロキシに設定する必要があります。

CRL チェックを無効にするか (CURL CRL チェックの無効化を参照）、既存の proxy server:port を使用するよ

うに WinHTTP を設定する必要があります。後者のオプションは、次の方法で実行できます。

n プロキシ側の構成を使用して WinHTTP プロキシ情報を設定します。

n 特定のマシンのコマンド ライン インターフェイスを使用して WinHTTP プロキシを手動で設定します。

netsh winhttp set proxy <proxy>:<port>

n グループ ポリシーを使用して、複数のマシンで WinHTTP を設定します。

ネットワーク プロキシを回避するには (またはファイアウォールによるブロックを回避するには)、センサーからバッ

クエンドへの送信接続を許可するよう、プロキシ サーバ/ファイアウォールでバイパスを構成する必要があります。

バイパス構成のオプションには以下が含まれます。

n ファイアウォールまたはプロキシでバイパスを構成し、TCP/443 を介した Carbon Black Cloud ドメインへ

の送信接続を許可します。

n ファイアウォールまたはプロキシでバイパスを構成し、Carbon Black Cloud 代替ポート TCP/54443 への送

信接続を許可します。

重要：   Carbon Black Cloud バックエンド サーバのホスト ドメイン名は、サーバの証明書に含まれています。一

部のネットワーク プロキシとゲートウェイは、証明書と AWS で実行されているシステムの実際のホスト名の名前

の不一致により、証明書を検証し、Carbon Black Cloud バックエンド アプリケーションの接続を拒否しようとす

る場合があります。この場合、バックエンドのサーバ証明書を検証しないよう、プロキシまたはゲートウェイを設定

する必要があります。サーバ証明書内の内容やホスト名にはアクセスできないのでご注意ください。

接続メカニズムの優先順位

センサーがバックエンドへの接続に失敗した場合、最後に接続が成功した設定での接続を試みます。

これらには以下が含まれます。

n プロキシ

n プロキシなし

n 認証情報

n 認証情報なし

n インストール時に使用されるプロキシ

n 直接接続

n 代替 54443 ポート
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センサーが最後の有効な設定を使用して接続できない場合、次の順番で接続を再試行します。

1 センサーのインストール中に提供されたプロキシ サーバ（該当する場合）。

2 センサーのインストール中に設定されたプロキシのバリアント(該当する場合)。これらのバリアントは、デフォ

ルト ポート (443) と代替ポート (54443) を使用した認証情報の有無に関係ありません。

3 プロキシとデフォルト ポート (443) のないバックエンドへの直接接続。

4 代替ポート 54443 を使用したプロキシのないバックエンドへの直接接続。

5 次のようなプロキシを動的に設定します。

n inetcpl.cpl 内で構成されたプロキシ (インターネット オプション) - サーバごとに、デフォルト (443) 

および代替 (54443) ポートも試します。

n inetcpl.cpl 内で構成された .pac ファイル - サーバごとに、デフォルト (443) および代替 (54443) 

ポートも試します。

注：   シーケンス番号 1 および 2 は、センサーのインストール後に Windows のプロキシを構成する で説明さ

れている PreferStaticProxyOverLastUsed=true を使用して切り替えることができます。

センサーのインストール後に Windows のプロキシを構成する

この記事では、センサーのインストール後に Windows のプロキシを構成する方法について説明します。

前提条件

この手順には、RepCLI 認証が必要です。 RepCLI の詳細については、『ユーザー ガイド』の RepCLI を使用した

センサーの管理を参照してください。

手順

1 センサーをバイパス モードに切り替えます:

repcli bypass 1

2 センサーがバイパス モードであることを確認します:

repcli status

3 センサー サービスをシャットダウンします:

repcli stopCbServices

4 ベスト プラクティスとして、cfg.ini ファイルのバックアップを別のディレクトリに作成します。Windows 

センサー バージョン 3.6 以前の場合、cfg.ini は C:\Program Files\Confer\cfg.ini にあります。

Windows センサー 3.7 以降の場合、cfg.ini は 

C:\ProgramData\CarbonBlack\DataFiles\cfg.ini にあります。手順が正常に完了したら、バッ

クアップ ファイルを削除します。
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5 プレーン テキスト エディタで cfg.ini を編集します。

a cfg.ini に次のパラメータがある場合は、それらを削除します:

ProxyServer=
ProxyServerCredentials=

b 次のパラメータを追加します。

ProxyServer=[PROXY_IP_OR_DOMAIN]:[PROXY_PORT]
ProxyServerCredentials=[USERNAME]:[PASSWORD] (Optional- if proxy requires 
authentication)

---Example--
ProxyServer=TestProxy.net:8080
ProxyServerCredentials=TestUsername:TestPassword

c 元のプロキシがまだ機能している場合は、次の値を追加して、以前に使用した値をオーバーライドします。

このオプションは、Windows センサー 3.6 以降でのみ使用できます。

PreferStaticProxyOverLastUsed=true

6 cfg.ini を保存します。

7 センサー サービスを再起動します。

sc start CbDefense

8 センサーをバイパス モードから切り替えます:

repcli bypass 0

9 即時チェックインを強制するには（オプション）:

repcli cloud hello

Linux 用プロキシの構成 (すべてのセンサー バージョン)

この手順を使用して、すべてのディストリビューション用の cfg.ini ファイルを介してプロキシを構成します。

手順

1 インストーラ パッケージの内容を一時ディレクトリに抽出します。

2 install.sh スクリプトを使用して、エージェントをインストールしますが、会社コードは入力しないでくださ

い。

sudo cb-psc-install/install.sh

3 cfg.ini ファイルを v3.x 以降の会社登録コードで更新します。

sudo /opt/carbonblack/psc/bin/cbagentd -d '<COMPANY_CODE>'
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4 /var/opt/carbonblack/psc/cfg.ini ファイルで次のエントリを追加します。ホスト名の代わりに IP ア

ドレスを使用できます。

ProxyServer=<hostname>:<port number>

注：   Linux センサーは、cfg.ini を介した HTTP 非認証プロキシ サーバのみをサポートします。

表 13-3. 

プロキシ タイプ IP アドレスの形式 FDQN 形式

HTTP ip:port fdqn:port

HTTP http://ip:port http://fdqn:port

Cfg.ini 設定の例:

[customer]
ProxyServer=proxy.example.com:3128

ProxyServer=<hostname>:<port number>

5 エージェントを開始します。

n Centos/Rhel 6:

n $ service cbagentd start

n 他のすべてのディストリビューション:

n $ systemctl start cbagentd

Linux 用プロキシの構成 (センサー バージョン 2.11.1 以降)

Linux センサー バージョン 2.11.1 以降の場合は、この手順を使用して、すべてのディストリビューション用の 

install.sh スクリプトを介してプロキシを構成します。

手順

1 インストーラ パッケージの内容を一時ディレクトリに抽出します。

2 install.sh スクリプトを使用して、プロキシ サーバの詳細と会社コードとともにエージェントをインストー

ルします。

IP アドレスまたはホスト名を、ProxyHost の一部として使用できます。

sudo cb-psc-install/install.sh -p ‘ProxyHost:ProxyPort’ ‘<COMPANY_CODE>’

macOS プロキシ サーバ情報

macOS 3.7.2 センサーは、macOS キーチェーン API を使用して、プロキシ サーバの情報ストレージを改善しま

す。
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macOS センサーを 3.7.2 以降から以前のセンサー バージョンにダウングレードする場合は、プロキシ設定を再入

力する必要があります。

n プロキシ構成に macOS システム環境設定を使用した場合、センサーはセンサーのダウングレード後にプロキシ

情報の再入力を試みます。

n プロキシ構成を macOS システム環境設定から取得できない場合は、センサーの自動インストーラ オプション

の -p PROXY_SERVER:PORT と -x PROXY_USER:PASSWORD を使用し、センサーのダウングレード中にプロキ

シ設定を再入力する必要があります。
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