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概要 
ObserveIT v5.6 は、新しいレベルの保護機能が数多く含みます。中でも特筆すべき機能は、なりす

まし犯罪を摘発するための革新的なソリューションです。 

 

新機能：なりすまし犯罪の発⾒ 

ObserveITのID管理機能を新たに強化 

以前のバージョンの ObserveIT は、汎用的な“administrator”のセッションを個人の特定のユーザ

ーに紐付けるために、共有ユーザーの識別機能を有していました。この度リリースされたv5.6では、

なりすまし犯罪の発見プログラムが追加され、ID 管理機能が強化されました。 

 

なりすまし犯罪を制御するための新しいアプローチ 

ObserveIT の新しいなりすまし犯罪の発見モジュールは、権限の盗用事件を防止・発見するため

の革新的なアプローチを提供します。今日、セキュリティ管理者は、ユーザーに個人情報を保護

するためのツールを提供して教育を行っています（2 要素認証、複雑なパスワード、ルールのリセ

ットなど）。しかし一旦個人情報が盗まれてしまうと、事件を認識または追跡する方法はありません。

事件を発見する責任はすべてセキュリティ管理者にかかっているのです。 

 

ともに責任を負う仲間にユーザーを引き⼊れる 

ObserveIT は、犯罪を発見するプロセスにユーザーを組み込むツールで、これによってユーザー

に自身の個人情報に対する責任をもたせることができます。結局、ユーザーが何をしたかを把握

しているのはユーザー自身だけです！ObserveIT は、“このアクションを行ったのはあなたです

か？”とユーザーに問いかけることによって、ともに責任を負う仲間にユーザーを引き入れます。

クレジットカード業界でのなりすまし犯罪の問題について考えてみましょう。不正を発見するための

論理に大規模な投資が行われてきました。しかし、それでも不正を防ぐためにもっとも重要なツー

ルというのは、不正な購入に関するカード所有者からの効果的なフィードバックループなのです。

同様に、なりすまし犯罪についても、ユーザーが不正なログインの警告を受ける方法があれば、

犯罪をより早く発見して解決できます。 

 

ObserveITの仕組み 

監視対象のサーバーごとに、ObserveIT は

認証された/承認されたユーザーID とクライ

アントマシンの組み合わせを記録します。

ユーザーが前もって組み合わされているク

ライアントマシン以外からサーバーにログイ

ンした場合、ユーザーにメールが送信され

ます。例を見てみましょう。 

 

 ハッカーがパスワードを盗んでリモート

マシンからログインしています。ユーザ

 
ObserveIT PRODUCT FACT SHEET 

Rev.1.0 
 



 

PRODUCT FACT SHEET                                                            2 

ーには「“johnsmith”というユーザーが承認されていない 11.22.33.44 という IP アドレスから

WEBSRV-PROD というサーバーにログインしています。このアクションをあなた自身が実行し

たかを確認して下さい。」という内容のメールが送信されます。 

 

 社内のユーザーが管理者のパスワードを盗んで、自身のデスクトップからサーバーにログイ

ンしています。「“johnsmith”というユーザーが承認されていない KATHY-DSKTP というデスク

トップから DBPROD-4 というサーバーにログインしています。このアクションをあなた自身が

実行したかを確認して下さい。」という内容のメールが送信されます。 

 
ユーザーは自身のアクションであるかを確認または否定できます。並行して権限のないペアリン

グを追跡、監視するために、管理者のためのイベントがログに記録されます。きめ細かいセキュリ

ティルールがそれぞれのユーザー確認の管理の方法を規定するために適用されます。 

 

新機能：アクティブセッションと対話、アクティブセッションのロック 
ObserveIT ではリアルタイムでユーザーのセッショ

ンを閲覧できます。v5.6 ではこれらのセッションと対

話することができます。 

 メッセージを送る：トレーニング目的、セキュリ

ティ警告目的のためにユーザーに積極的に

重要なメッセージを送ることができます。（例：

“生産データベースで SQL Queries を実行し

ないでください”） 

 

 セッションのロック：アクティブセッションでユー

ザーがポリシールールに違反しているのを見

つけた場合、Lock Session アイコンをクリック

するとユーザーを強制的にログアウトさせるこ

とができます。 

 

新機能：セッションストレージ完全性保護 
もし ObserveIT データストレージのデータ完

全性が侵害された場合、（例：データベース

が犯罪性のあるスクリーンショットを全体の

コレクション内から削除することができた場

合）、ObserveIT は Web コンソール内に警告

表示を提示します。 

 

データストレージ保護はエクスポートされたオフラインの記録用に強化されており、すべてのオフラ

インデータは暗号化されています。 

 

新機能：システム警告プラットフォーム 
ObserveIT Web コンソールは管理システムイベント用に警告プラットフォームを組み込んでいます。
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このプラットフォームはなりすまし犯罪発見と

agent/appserver/web コンソールシステムのヘ

ルスチェックに関連したどんなイベントでも表示

します。また Email を送信し、フォローアップ状

況を追跡することができます。この警告プラット

フォーム機能は様々なユーザーアクティビティ

の特定の警告を組み込めるよう将来全てのバ

ージョンで拡張されていきます。 

 

機能の追加とアップグレード 

ポリシーメッセージの強制的なユーザー確認 

ObserveIT ポリシーメッセージ機能はｖ5.6 で

機能が強化されました。以前のバージョン

ではポリシーメッセージのアップデートがロ

グイン後ユーザーにすぐに表示されました。

今はユーザーがポリシーメッセージを受け

取ったという確認を出すまではデスクトップ

にアクセスすることはできません。さらにユ

ーザーにポリシー警告内に確認のテキスト

を入れることを要求できます。（Support 

Ticket＃ “I agree”確認など） 

 

セッションにコメントを追加する 

サーバーとユーザーダイアリーのアクティビ

ティや検索ビューで、レビュアーがセッション

にコメントを追加することができます。各レビ

ュアーのコメントはアプリケーションやファイ

ル、ウィンドウタイトルのセッションの拡張リ

ストで、別項として表示されます。さらに、カ

スタマイズ可能な、新しい“セッションコメン

ト”レポートを作成し、24 時間以内に全セッシ

ョンで作られたコメントを全てリスト化すること

ができます。 
 

保存されたセッションの検索と再⽣ 

ObserveIT データベースのアーカイブ

機能に検索および、アーカイブから直接

ビデオ再生を行う新機能が追加され、よ

り一層有益なものとなっています。 
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ADグループに基づくユーザーレコーディングポリシー 

レコーディングポリシーはさらに柔軟性を増して

います。v5.6 では、以前から適用可能だったユ

ーザー、サーバー、そしてアプリケーションのル

ールに加えて、AD グループに基づいて、それぞ

れのレコーディングポリシーで含む/含まないル

ールを規定することができます。 

 
 
 

全ユーザーセッションのセッションタイムアウト（Unix,Windows） 

セッションタイムアウト（ひいてはデスクトップのロッ

ク）は、OS プラットフォームの全エージェントから設

定することができます。 
 
 
 
 

ObserveITへのログイン失敗の監査 

ObserveIT の自己監査機能は、ログイン試行の失敗も

保存します。セキュリティに関する出来事は、しらみつぶ

しのログイン試行の増加により先行するため、この特長

はセキュリティ自己監査保護の重要な追加層をもたらし

ます。 
 
 
 

テキストログ内のビデオ再⽣のためのダイレクトURLアクセス 

SIEM、ネットワーク管理およびアラートプラットフォームに統合するために、ObserveIT のテキスト

ログを統合する場合、直接ビデオを再生する URL リンクを利用することができます。 
 

AIX5.3, RHEL/CentOS 5.7, 6 , Solaris 10U10 Ubuntu 10.4 のサポート 

ObserveIT v5.6 には、AIX 5.3 と最新の RHEL、CentOS、Ubuntu および Solaris OS のエージェント

サポートが追加されています。 
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日本語マニュアル発行日 2012 年 6 月 26 日 

本マニュアル原文は『What’s new in ObserveIT Enterprise v5.6』です 

ジュピターテクノロジー株式会社 翻訳グループ 
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概要


ObserveIT v5.6は、新しいレベルの保護機能が数多く含みます。中でも特筆すべき機能は、なりすまし犯罪を摘発するための革新的なソリューションです。

新機能：なりすまし犯罪の発見


ObserveITのID管理機能を新たに強化


以前のバージョンのObserveITは、汎用的な“administrator”のセッションを個人の特定のユーザーに紐付けるために、共有ユーザーの識別機能を有していました。この度リリースされたv5.6では、なりすまし犯罪の発見プログラムが追加され、ID管理機能が強化されました。

なりすまし犯罪を制御するための新しいアプローチ


ObserveITの新しいなりすまし犯罪の発見モジュールは、権限の盗用事件を防止・発見するための革新的なアプローチを提供します。今日、セキュリティ管理者は、ユーザーに個人情報を保護するためのツールを提供して教育を行っています（2要素認証、複雑なパスワード、ルールのリセットなど）。しかし一旦個人情報が盗まれてしまうと、事件を認識または追跡する方法はありません。事件を発見する責任はすべてセキュリティ管理者にかかっているのです。


ともに責任を負う仲間にユーザーを引き入れる


ObserveITは、犯罪を発見するプロセスにユーザーを組み込むツールで、これによってユーザーに自身の個人情報に対する責任をもたせることができます。結局、ユーザーが何をしたかを把握しているのはユーザー自身だけです！ObserveITは、“このアクションを行ったのはあなたですか？”とユーザーに問いかけることによって、ともに責任を負う仲間にユーザーを引き入れます。クレジットカード業界でのなりすまし犯罪の問題について考えてみましょう。不正を発見するための論理に大規模な投資が行われてきました。しかし、それでも不正を防ぐためにもっとも重要なツールというのは、不正な購入に関するカード所有者からの効果的なフィードバックループなのです。同様に、なりすまし犯罪についても、ユーザーが不正なログインの警告を受ける方法があれば、犯罪をより早く発見して解決できます。


ObserveITの仕組み


監視対象のサーバーごとに、ObserveITは認証された/承認されたユーザーIDとクライアントマシンの組み合わせを記録します。ユーザーが前もって組み合わされているクライアントマシン以外からサーバーにログインした場合、ユーザーにメールが送信されます。例を見てみましょう。


· ハッカーがパスワードを盗んでリモートマシンからログインしています。ユーザーには「“johnsmith”というユーザーが承認されていない11.22.33.44というIPアドレスからWEBSRV-PRODというサーバーにログインしています。このアクションをあなた自身が実行したかを確認して下さい。」という内容のメールが送信されます。


· 社内のユーザーが管理者のパスワードを盗んで、自身のデスクトップからサーバーにログインしています。「“johnsmith”というユーザーが承認されていないKATHY-DSKTPというデスクトップからDBPROD-4というサーバーにログインしています。このアクションをあなた自身が実行したかを確認して下さい。」という内容のメールが送信されます。


ユーザーは自身のアクションであるかを確認または否定できます。並行して権限のないペアリングを追跡、監視するために、管理者のためのイベントがログに記録されます。きめ細かいセキュリティルールがそれぞれのユーザー確認の管理の方法を規定するために適用されます。


新機能：アクティブセッションと対話、アクティブセッションのロック


ObserveITではリアルタイムでユーザーのセッションを閲覧できます。v5.6ではこれらのセッションと対話することができます。


· メッセージを送る：トレーニング目的、セキュリティ警告目的のためにユーザーに積極的に重要なメッセージを送ることができます。（例：“生産データベースでSQL　Queriesを実行しないでください”）




· セッションのロック：アクティブセッションでユーザーがポリシールールに違反しているのを見つけた場合、Lock Sessionアイコンをクリックするとユーザーを強制的にログアウトさせることができます。


新機能：セッションストレージ完全性保護


もしObserveITデータストレージのデータ完全性が侵害された場合、（例：データベースが犯罪性のあるスクリーンショットを全体のコレクション内から削除することができた場合）、ObserveITはWebコンソール内に警告表示を提示します。


データストレージ保護はエクスポートされたオフラインの記録用に強化されており、すべてのオフラインデータは暗号化されています。


新機能：システム警告プラットフォーム


ObserveIT　Webコンソールは管理システムイベント用に警告プラットフォームを組み込んでいます。このプラットフォームはなりすまし犯罪発見とagent/appserver/web コンソールシステムのヘルスチェックに関連したどんなイベントでも表示します。またEmailを送信し、フォローアップ状況を追跡することができます。この警告プラットフォーム機能は様々なユーザーアクティビティの特定の警告を組み込めるよう将来全てのバージョンで拡張されていきます。




機能の追加とアップグレード


ポリシーメッセージの強制的なユーザー確認


ObserveITポリシーメッセージ機能はｖ5.6で機能が強化されました。以前のバージョンではポリシーメッセージのアップデートがログイン後ユーザーにすぐに表示されました。今はユーザーがポリシーメッセージを受け取ったという確認を出すまではデスクトップにアクセスすることはできません。さらにユーザーにポリシー警告内に確認のテキストを入れることを要求できます。（Support Ticket＃　“I　agree”確認など）

セッションにコメントを追加する

サーバーとユーザーダイアリーのアクティビティや検索ビューで、レビュアーがセッションにコメントを追加することができます。各レビュアーのコメントはアプリケーションやファイル、ウィンドウタイトルのセッションの拡張リストで、別項として表示されます。さらに、カスタマイズ可能な、新しい“セッションコメント”レポートを作成し、24時間以内に全セッションで作られたコメントを全てリスト化することができます。

保存されたセッションの検索と再生


ObserveITデータベースのアーカイブ機能に検索および、アーカイブから直接ビデオ再生を行う新機能が追加され、より一層有益なものとなっています。

ADグループに基づくユーザーレコーディングポリシー


レコーディングポリシーはさらに柔軟性を増しています。v5.6では、以前から適用可能だったユーザー、サーバー、そしてアプリケーションのルールに加えて、ADグループに基づいて、それぞれのレコーディングポリシーで含む/含まないルールを規定することができます。

全ユーザーセッションのセッションタイムアウト（Unix,Windows）

セッションタイムアウト（ひいてはデスクトップのロック）は、OSプラットフォームの全エージェントから設定することができます。

ObserveITへのログイン失敗の監査


ObserveITの自己監査機能は、ログイン試行の失敗も保存します。セキュリティに関する出来事は、しらみつぶしのログイン試行の増加により先行するため、この特長はセキュリティ自己監査保護の重要な追加層をもたらします。

テキストログ内のビデオ再生のためのダイレクトURLアクセス

SIEM、ネットワーク管理およびアラートプラットフォームに統合するために、ObserveITのテキストログを統合する場合、直接ビデオを再生するURLリンクを利用することができます。


AIX5.3, RHEL/CentOS 5.7, 6 , Solaris 10U10 Ubuntu 10.4のサポート

ObserveIT v5.6には、AIX 5.3と最新のRHEL、CentOS、UbuntuおよびSolaris OSのエージェントサポートが追加されています。

日本語マニュアル発行日　2012年6月26日


本マニュアル原文は『What’s new in ObserveIT Enterprise v5.6』です


ジュピターテクノロジー株式会社 翻訳グループ







