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ジュピターテクノロジー株式会社 

 

－ 特権ユーザーアクセス監視・監査のための IT セキュリティツール － 

BalaBit IT セキュリティ社「シェルコントロールボックス」リリース 

 

平成 23 年 7 月、ジュピターテクノロジー株式会社（本社：東京都府中市、代表取締役：石川 幸洋、以

下ジュピターテクノロジー）は、ハンガリーの BalaBit IT Security Ltd.（本社：ハンガリー共和国ブダペス

ト、以下 BalaBit 社）と代理店契約を締結しました。約 2 ヶ月の販売準備期間をへて、本日より同社を代

表する製品「シェルコントロールボックス」の日本での販売を開始いたします。 

  

 

■ BalaBit IT セキュリティ社について 

 

全世界で 650,000 以上のユーザー数を持つオープンソースログサーバーアプリケーション「Syslog-ng」

の開発元として広く知られます。2000 年設立で、ハンガリー本社の他にフランス、ドイツ、イタリア、ロシ

ア、アメリカ合衆国に拠点を置き、グローバルな販売網を持ちます。Deloitte Technology Fast 50（国際

会計事務所組織、デロイト トウシュ トーマツ リミテッドのランキングプログラム。テクノロジー、メディア、

通信業界の企業を過去 3 年間の収益（売上高）成長率で順位付け）ランクイン企業です。 

 

■ シェルコントロールボックス(Shell Control Box, SCB)について 

 

シェルコントロールボックス(SCB)は、サーバーアクセス管理・監視および監査のための透過プロキシ

ゲートウェイです。個人情報・取引先情報・企業情報などの機密情報の保護の観点から、各拠点・外部

委託先特権ユーザーによる SSH、 Telnet、 RDP、 VNC などによるリモートサーバーアクセスやシンク

ライアントによるアプリケーション利用アクセスを管理し、アクティビティを記録・再生することで、IT セキ

ュリティ並びにコンプライアンス対策を強化します。本製品の使用に当たっては、エージェントは一切不

要です。製品は VMware VA（バーチャルアプライアンス）、もしくはハードウェアアプライアンスとしてご

利用いただけます。 

 

■ シェルコントロールボックス(Shell Control Box, SCB)の特長 

 

エージェントレス 

既設サーバーへのエージェントインストールは不要で、機器・OS・アプリケーションに全く依存しませ

ん。よって、既存システムへの統合が非常にスムーズであると同時に、ユーザーは、その存在を全く

意識することなく、日々の業務を行うことができます。 

 

Audit Playerによる監査トレイルの動画再生 

サーバー操作記録は監査トレイルとして暗号化。デジタルサイン、タイムスタンプ付の改ざん不可能

な形で保存できます。保存した監査トレイルは専用アプリケーション Audit Player でリアルタイムに動

画再生でき、インシデントイベントの正確な再現が可能になりました。 

 

SCP/SFTP接続の監査 

SCP/SFTP プロトコルによるファイル転送の解析が可能です。ファイル転送やコピーを監視できるた

め、フォレンジックやデータ漏洩インシデント対応に有効です。監査人は SCB 検索インターフェース

からファイル転送の検索、特定ファイルを含む監査トレイルのダウンロードが可能です。また実際に

転送された内容は保存して、Audit Player で再生することができます。 



 

VMware対応 

シェルコントロールボックス（SCB）は、VMware ESXi 用 VA（バーチャルアプライアンス）、もしくは、ハ

ードウェアアプライアンスとしてご利用いただけます。 

 

導入から運用開始までが短期間 

通常、「運用モードの選択と設置」、「運用ルールの決定と設定」の 2 ステップで運用を始めることが

できます。 

 

■ 監視対応プロトコル 

SSH v2、RDP5、RDP6、RDP7、X11、Telnet、TN3270、VNC、VMware View、Citrix ICA 

■ 用途 

特権ユーザーによるサーバーアクセス監視、社内及び社外監査、業務委託業者によるアクセスの監視、

社内運用ポリシー強制適用、IT インシデントのフォレンジック、説明責任支援、シンクライアントアプリケ

ーション監視 

 

■ 製品価格（消費税別） 

 

BalaBit SCB バーチャルアプライアンス 10 サーバー監視 

 初年度導入費用（1 年間サポート費用含む） \3,465,000- 

（1 次キャンペーン期間*1は\1,732,500-） 

 2 年目以降の年間サポート費用   \1,039,500- 

 

BalaBit SCB ハードウェアアプライアンス 10 サーバー監視 

 初年度導入費用（1 年間サポート費用含む） \4,165,000- 

（1 次キャンペーン期間*1は\2,082,500-） 

 2 年目以降の年間サポート費用   \1,249,500- 

 
*1 2011 年 12 月末まで  

  

 
 

[ジュピターテクノロジー株式会社 会社概要] 

商号: ジュピターテクノロジー株式会社 

英文社名: Jupiter Technology Inc. 

所在地: 東京都府中市宮町 2-15-13 第 15 三ツ木ビル 8F 

事業内容: セキュリティ製品、ネットワーク製品、サーバー製品などの輸入・販売・ 

 サポート、システム構築など 

設立: 平成 13 年 1 月 12 日 

資本金 1,000 万円 

代表者 代表取締役 石川 幸洋 

ホームページ: http://www.jtc-i.co.jp/ 

 

[本件に関する問合せ先] 

ジュピターテクノロジー株式会社 代表取締役 石川 幸洋 

電話：042-358-1250   FAX：042-360-6221  E－mail：info@jtc-i.co.jp 
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■　BalaBit ITセキュリティ社について


全世界で650,000以上のユーザー数を持つオープンソースログサーバーアプリケーション「Syslog-ng」の開発元として広く知られます。2000年設立で、ハンガリー本社の他にフランス、ドイツ、イタリア、ロシア、アメリカ合衆国に拠点を置き、グローバルな販売網を持ちます。Deloitte Technology Fast 50（国際会計事務所組織、デロイト トウシュ トーマツ リミテッドのランキングプログラム。テクノロジー、メディア、通信業界の企業を過去3年間の収益（売上高）成長率で順位付け）ランクイン企業です。

■　シェルコントロールボックス(Shell Control Box, SCB)について

シェルコントロールボックス(SCB)は、サーバーアクセス管理・監視および監査のための透過プロキシゲートウェイです。個人情報・取引先情報・企業情報などの機密情報の保護の観点から、各拠点・外部委託先特権ユーザーによるSSH、 Telnet、 RDP、 VNCなどによるリモートサーバーアクセスやシンクライアントによるアプリケーション利用アクセスを管理し、アクティビティを記録・再生することで、ITセキュリティ並びにコンプライアンス対策を強化します。本製品の使用に当たっては、エージェントは一切不要です。製品はVMware VA（バーチャルアプライアンス）、もしくはハードウェアアプライアンスとしてご利用いただけます。

■　シェルコントロールボックス(Shell Control Box, SCB)の特長

エージェントレス

既設サーバーへのエージェントインストールは不要で、機器・OS・アプリケーションに全く依存しません。よって、既存システムへの統合が非常にスムーズであると同時に、ユーザーは、その存在を全く意識することなく、日々の業務を行うことができます。

Audit Playerによる監査トレイルの動画再生

サーバー操作記録は監査トレイルとして暗号化。デジタルサイン、タイムスタンプ付の改ざん不可能な形で保存できます。保存した監査トレイルは専用アプリケーションAudit Playerでリアルタイムに動画再生でき、インシデントイベントの正確な再現が可能になりました。

SCP/SFTP接続の監査

SCP/SFTPプロトコルによるファイル転送の解析が可能です。ファイル転送やコピーを監視できるため、フォレンジックやデータ漏洩インシデント対応に有効です。監査人はSCB検索インターフェースからファイル転送の検索、特定ファイルを含む監査トレイルのダウンロードが可能です。また実際に転送された内容は保存して、Audit Playerで再生することができます。

VMware対応

シェルコントロールボックス（SCB）は、VMware ESXi用VA（バーチャルアプライアンス）、もしくは、ハードウェアアプライアンスとしてご利用いただけます。

導入から運用開始までが短期間

通常、「運用モードの選択と設置」、「運用ルールの決定と設定」の2ステップで運用を始めることができます。

■　監視対応プロトコル

SSH v2、RDP5、RDP6、RDP7、X11、Telnet、TN3270、VNC、VMware View、Citrix ICA


■　用途

特権ユーザーによるサーバーアクセス監視、社内及び社外監査、業務委託業者によるアクセスの監視、社内運用ポリシー強制適用、ITインシデントのフォレンジック、説明責任支援、シンクライアントアプリケーション監視

■　製品価格（消費税別）

BalaBit SCB バーチャルアプライアンス10サーバー監視

· 初年度導入費用（1年間サポート費用含む）
\3,465,000-

（1次キャンペーン期間*1は\1,732,500-）

· 2年目以降の年間サポート費用


\1,039,500-

BalaBit SCB ハードウェアアプライアンス10サーバー監視

· 初年度導入費用（1年間サポート費用含む）
\4,165,000-

（1次キャンペーン期間*1は\2,082,500-）

· 2年目以降の年間サポート費用


\1,249,500-

*1　2011年12月末まで　

　

[ジュピターテクノロジー株式会社　会社概要]


商号:
ジュピターテクノロジー株式会社


英文社名:
Jupiter Technology Inc.


所在地:
東京都府中市宮町2-15-13　第15三ツ木ビル8F

事業内容:
セキュリティ製品、ネットワーク製品、サーバー製品などの輸入・販売・


サポート、システム構築など

設立:
平成13年1月12日

資本金
1,000万円

代表者
代表取締役　石川　幸洋


ホームページ:
http://www.jtc-i.co.jp/
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ジュピターテクノロジー株式会社　代表取締役　石川　幸洋
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