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SSBの評価版について

SSBのご評価の検討、誠に有難うございます。

SSBの評価版は、VMwarePlayer版とESXi版,
及び

 
ISO版（VMware用）

 
があり、

現在、弊社ホームページ以下URLよりダウンロード可能となっております。
https://www.jtc-i.co.jp/support/download/

※なお、

 

VMware製品の機能詳細のサポートについては、弊社では
承れませんので、詳細については、VMware社にお問い合わせいただきますよう
お願いいたします。

https://www.jtc-i.co.jp/support/download/


VMwarePlayer版インストール方法①

VMwarePlayerを起動し、“仮想マシンを開く”をクリックします。

解凍した評価版フォルダのssb-＊＊＊VMPlayer.ovfを選択してください。
（同一フォルダに＊＊＊.vmdkファイルも置いておく必要があります。）



VMwarePlayer版インストール方法②

コンプライアンスチェックに適合しなかった旨のダイアログが出た場合は、
再試行をクリックします。

自動的にインポートが開始され、完了されます。



ESXi版インストール方法①

vSphere Client を起動し、OVFテンプレートのデプロイをクリックします。

ソース選択画面にて、参照ボタンをクリックします。



ESXi版インストール方法②

解凍した評価版フォルダのssb-＊＊＊vSphere.ovfを選択してください。
（同一フォルダに＊＊＊.vmdkファイルも置いておく必要があります。）

仮想マシン名等を設定し、デプロイを完了してください。



ＩＳＯ版インストール方法①

vSphere Client を起動し、仮想マシンを作成します。

構成はカスタムを選択します。



ＩＳＯ版インストール方法②

仮想マシーンのバージョンはバージョン：７を選択します。

ゲストＯＳには、Ｕｂｕｎｔｕ(64bit)を選択します。



ＩＳＯ版インストール方法③

NICを４つ作成します。

SCSIコントローラはLSI Logic パラレルを選択します。



ＩＳＯ版インストール方法④

ディスク容量は、8, 12, 68,160, 230, 250, 465,  500, 925, 1029, 2053, 3077
, 4101, 4645, 5125, 6149, 7173, 8197, 9205.GB から選択してください。
ただし、VMware側の制限で、それ以下の容量しか

割り当てられない場合もございます。
http://www.vmware.com/files/jp/pdf/vsp_40_config_max_ja.pdf
詳細は、VMware社にお問い合わせいただければと思います。続いて、仮想マシンの作成を完了してください。

（シンプロビジョニング機能はお使いいただけません。）

http://www.vmware.com/files/jp/pdf/vsp_40_config_max_ja.pdf


ＩＳＯ版インストール方法⑤

仮想マシンの設定の編集を行います。

プロパティーの“強制的にBIOSセットアップ”にチェックをいれてください。



ＩＳＯ版インストール方法⑥

仮想マシンを起動し、ISOをマウントします。



ＩＳＯ版インストール方法⑦

Control+Alt+Insertキーを押下します。

Installerを選択します。



ＩＳＯ版インストール方法⑧

Installを選択します。

YESを選択します。



ＩＳＯ版インストール方法⑨

YESを選択します。

OKを選択します。

OKを選択します。



ＩＳＯ版インストール方法⑩

OKを選択します。

OKを選択します。

Rebootを選択します。



ＩＳＯ版インストール方法⑪

BIOSにて時計を合わせます

再起動します。



SSBの起動

SSBをパワーオンすると、コンソールにIPアドレスが表示されます。



ウェルカムウィザード①

SSBのWEBGUIに 初にアクセスしますと、初期設定を行うため

ウェルカムウィザードがスタートします。
初に、コンフィグファイルをインポートするか選択します。

コンフィグファイルをインポートしない場合、nextをクリックします。



ウェルカムウィザード②

ライセンスアグリーメントにチェックを入れ、
ライセンスをアップロードしていただきましたら、
Nextボタンをクリックしてください。



ウェルカムウィザード③

IPアドレス等の情報を入力し、Nextをクリックします。



ウェルカムウィザード④

Admin、Rootパスワード等を設定し、Nextをクリックしてください。
Adminパスワードは、GUIにログインするときに使用し、Rootパスワードは、
シェルにログインするときに使用します。Seal the boxにチェックを入れると、
Rootパスワードの変更を禁止するなどセキュリティーが強化されます。

必要な項目を入力の上、Generate certificateをクリックし、
証明書を作成しましたら、Nextをクリックしてください。



ウェルカムウィザード⑤

後に、入力項目をお確かめの上,Finishボタンをクリックしますと、

ウェルカムウィザードが完了します。



SSBログイン方法

https://SSBのIPアドレス（https://192.168.10.60）にウェブブラウザでアクセスします。
Login：SSBのID（例:admin）
Password:(IDのパスワード)（例：admin）
を入力し、Loginをクリックします。



SSBのIPアドレス変更方法

IPアドレスを変更する場合は、
BasicSettings→Network→Interfaces→External interface
にて、IPアドレスをネットマスクを入力し、Commit
ボタンをクリックします。



SSBのログ受信の設定概要

SSBでSyslogを受信するには、以下の作業が必要です。

●送信元サーバー、ネットワーク機器にて、Syslog送信設定
●SSBにて、送信元ホストの登録
●SSBにて、

 
Syslogソース情報の登録

●SSBにて、

 
Syslogを保存するスペースの登録

●SSBにて、ソースとスペースの関連付け（PATH）の登録

送信元機器、 Syslog送信

SSB

ソース情報

送信元ホスト

スペース

PATH
（関連付け）

送信元ホストに登録された送信元ホストからのSyslog 
は、ソース情報に基づいて処理され、PATHによってひ

 
もづけられたスペースに保存されます。



Syslogの送信元設定

SyslogをSSBに送信する場合、送信元のネットワーク機器、
サーバーなどで、あらかじめ、SSBにSyslogを送信する設定を行っておく必要があります。

主な設定項目は以下の通りです。
Syslog送信先（SSB）IPアドレス：例：192.168.10.60
Syslog送信に使用するプロトコル：例：UDP,TCP
Syslog送信に使用するポート：例：546、10001

また、サーバーやネットワークにファイアーウォールが存在する場合は、
ファイアーウォールにて、Syslog送信に使用するポートが

許可されている必要があります。

詳細な設定方法は、ネットワーク機器、サーバー、ファイアーウォールの説明書等を
ご確認ください。



Hostlist（ログ送信元のリスト）の登録

Syslog送信元のホストをSSBに登録するには、以下のように行います。
Policies→Hostlistsの画面左下の＋ボタンをクリックします。

左上に任意のホスト名を入力し、例：Host69
Match：→Addressに、ホストのIPアドレスを入力します。例：192.168.10.69
IPアドレスは、レンジで入力することも可能です。例：192.168.10.0/24
入力できましたら、Commitボタンをクリックしてください。



SORCE（ログ受信設定）の設定①

Syslogのソース情報をSSBに登録するには、以下のように行います。
Log → Sourcesの画面左下の＋ボタンをクリックします。

左上に任意のソース名を入力し、例：Source69
Listening addressに、SSBのIPアドレスを選択します。例：192.168.10.60
Listening portにリスニングするポート番号を入力します。
Transportに、Syslogを受信するプロトコルを選択します。例：UDP



SORCE（ログ受信設定）の設定②

Hostlistにこのソースに関連づけたいホストを選択します。
入力ができましたら、Commitボタンをクリックしてください。



SPACE（ログ受信場所）の指定

Syslogの受信スペースを設定するには、以下のように行います。
Log → Spacesの画面左下の＋ボタンをクリックします。
左上に任意のスペース名を入力し、例：Space69
Type:にSSB標準のバイナリ形式で保存する場合は、LogStore,
テキスト形式で保存する場合は、Text fileを選択します。
ログをSSBのビューワーで表示させたい場合は、
保存形式でLogStoreを選択し、Indexer：でEnabledを選択します。
入力が完了しましたら、Commitボタンをクリックします。



PATHS（Syslog元と保存場所の関連づけ）の設定

Syslogのソースとスペースを関連づけるには、以下のように行います。
Log → PATHSの画面左下の＋ボタンをクリックします。

左上の[ all]の右横の＋ボタンをクリックし、関連づけたいソースを選択します。
右上の[none - omitted ]の右横の＋ボタンをクリックし、

関連づけたいスペースを選択します。
入力が完了しましたら、Commitボタンをクリックします。



Syslogのリレー方法

Syslogをリレーする場合は、Log →Destinations
画面左下の＋ボタンをクリックします。
左上欄に任意の名前を入力し、TypeにSyslogのリレー先タイプを選択し
例：Remote host(他のSyslogサーバーなど)、リレー先Address、ポート、

プロトコルなどを設定します。
設定が完了しましたら、Commitボタンを押していただき、Log→Paths にて、
紐付けたいSourceと紐付けます。



Syslogの閲覧方法①

ログを閲覧するときは、Search→Logs→Destination Filter→Destinationsにて

ログを閲覧したいスペース名を選択します。

ログの範囲を限定するには、右のScaleにて、Day(日ごと),Hour（時間ごと）などを選択し、

オレンジ色のグラフをクリックします。



Syslogの閲覧方法②

すると、以下のようにログが表示されます。Priority,Host,Message,Facility等が

表示できます。

メッセージの表示をフィルターする場合は、Source設定にて、

インデックスが作成されている場合は、フィルターしたいデータをクリックしてください。

例：

 

Host 192.168.91.49をクリックして、192.168.91.49からのシスログのみを表示



Syslogの閲覧方法③

絞り込みフィルターが行いたい場合は、続けてフィルターしたいデータをクリックしてください。

メッセージの表示をフィルターする場合は、Source設定にて、

インデックスが作成されている場合は、フィルターしたいデータをクリックしてください。

例：

 

Host 192.168.91.49 および、メッセージ

 

“test” をクリックして、192.168.91.49から送信され、
メッセージ内にtestという文字列を含むシスログのみ表示。

フィルター条件をリセットしたい場合は、Clear conditionsをクリックしてください。



Syslogのエクスポート

Syslogをエクスポートしたい場合は、SearchページのExportボタンをクリックしてください。



Syslogの削除方法

• ログを削除する場合は、Log→Spacesの削除したいログが貯められたスペ

 ースにて、右上のEmptyボタンをクリックします。確認のため、10秒程度ダ

 イアログが表示されますので、お待ちいただき、再度OKボタンをクリックし

 てください。

• 全てのスペースのログを削除したい場合は、 Log→Spacesの右上のEmpty
 ALLをクリックしてください。



Syslogのアーカイブ①

Policies →Backup & Archive/Cleanup → Archive/Cleanup policies
にて、右側の＋ボタンをクリックします。
・左上に任意のポリシー名を入力します。（例：ArchiveTest）
・Start time: にアーカイブを実施する時刻を入力します。（例：2：00）
・Target settings: に保存先の種類を選択します。（例：SMB/CIFS ウィンドウズ共有フォルダの場合 ）
Target settings: SMB/CIFS の場合、

・Target server: （保存サーバーIPアドレス）
・Username: （ログインユーザー名）Password: （ログインパスワード）
・Share: （共有フォルダ）を入力します。

Target settings: NFS の場合、
・Target server: （保存サーバーIPアドレス）
・Export: （保存フォルダ）を入力します。

・Retention time in days: どれくらい前のログをアーカイブするか設定します。
・Send notification: に失敗時等にメール通知を行うかどうかを設定します。
設定を行いましたら、Commitボタンをクリックしてください。



Syslogのアーカイブ②

Log →Spaces にてログをアーカイブしたいスペースを選択し、
Archive/Cleanup policyにて、適用したいポリシーを選択します。
入力が終わりましたら、Commitボタンをクリックします。

アーカイブポリシーを適用しましたら、
指定したタイミングと条件でログがアーカイブされます。
今すぐアーカイブを実施したい場合は、
スペースの右側のArchive/Cleanupボタンをクリックします。・



SSB設定のバックアップ方法

SSBの設定をバックアップするには、
Basic Settings→System→ExportConfigurations
にて、パスワード保護するかなどを選択後、Exportボタンをクリックしてください。

バックアップした設定ファイルは、
Basic Settings→System→ImportConfigurations
にて、インポートできます。



メールの設定

アラート等、連絡先メールの設定を行いたい場合は、
Basic Settings →Management  →Mail settings
にて、SMTP server address: にSMTPサーバーのIPアドレス、
Administrator‘s e-mail address: 等に、メールアドレスを入力してください。



レポートの閲覧①

レポートを作成したい場合は、Reports →Configurationにて、
Generate partial daily report
Generate partial weekly report
Generate partial monthly report
のいずれかをクリックします。
作成されたレポートは、Reports →Generated reports の
ダウンロードボタンよりダウンロードできます。



レポートの閲覧②

レポートはReports →Configuration→Generate this report every
にて、一日ごと、一週間ごと等、自動作成ができます。
Send reports in e-mail にチェックを入れると、メールに添付し、送信することも

できます。



FAQ①

Syslogが閲覧できません。
→送信元からSSB、SSBから送信元へPINGは成功しますか。
SSBからのPINGは、Basic Settings →Troubleshooting より可能です。
→送信元のSyslog送信ポート、プロトコルと、Sourceのリスニングポート、

プロトコルは一致していますか？
→Spaceにて、Indexer: はオンになっていますか？
→PATHにSourceとSpaceはひもづけられていますか？

ログの項目は並べ替えができますか？
→ Logs →Destinations: →Customize columnsにて並べ替えや項目の

追加削除が可能です。

全てのSyslogを削除することはできますか？
→ Logs →Spaces にてEmpty ALLをクリックしてください。



FAQ②

ESXiにSSBをインストールした場合、

 
ESXi起動時、SSBは自動的に起動しますか？

→ ESXiにて仮想OSをESXの起動時に自動的に起動する設定になっていれば、
SSBもESXi起動時に同時起動します。詳細はVMware社にお問いあわせください。

WindowsのイベントログをSyslogとして受信できますか？
→WindowsにWindowsエージェントをインストールすれば可能です。

詳細は、マニュアルをご参照ください。

ADMIN以外の権限のユーザーを作成できますか
→AAA→Local Usersにて作成できます。詳細は、マニュアルをご参照ください。

検索画面でFacilityでフィルターできません。
→Sourceのindex設定にてFacilityにチェックがついていますか？



FAQ③

アーカイブとバックアップの違いはなんですか？
→ アーカイブはデータを外部に移動します。

バックアップは、データを外部にコピーします。
バックアップファイルは、リストアすることが可能です
（リストア先のデータは消去されます）。

SSBのコンソールにSSH接続することはできますか？
→Basic Settings→ Management → SSH settings →
Enable remote SSH access: にチェックを付けることによって可能となります。

SSBのコンソールではどのようなことが可能ですか？

→リスタート、一部のコマンド実行など

 
主にトラブルシューティングのための機能が

お使いいただけます。



付録：VMware vSphere
 

Clientのインストール①

評価をVMwareESXi上のSSBにて行う場合、

ESXのシャットダウン等、ESXの機能を使用するには、 VMware vSphere
 

Clientを以下手

 順にて端末にインストールし、実行する必要があります。

（VMwarePlayerで評価を行う場合は、 VMware vSphere
 

Client は必要ありません。）

https://(ESXiのIPアドレス)/（例：

 
https://192.168.10.111）

にWEBブラウザでアクセスしてください。

以下のような警告画面が出た場合は、このサイトの閲覧を続行する (推奨されません)
 。 をクリックします。

VMware社製品の機能,仕様等については、弊社ではサポートしておりません。詳細については、VMware社様にお問い合わせください。



付録：
 

VMware vSphere
 

Clientのインストール②

以下のような画面になりましたら、Download vSphere Clientをクリックし、
vSphere Clientのインストーラーをダウンロードします。



付録：
 

VMware vSphere
 

Clientのインストール③

vSphere Clientのインストーラーをダウンロードしましたら

ウィザードにしたがって、インストールを完了してください。



付録：
 

VMware ESXiへのアクセス

VMware ESXiへアクセスするには、

VMware vSphere
 

Clientを起動して、

IPアドレス（ ESXiのIPアドレス）（例：192.168.10.111）
ID：（

 
ESXiのID）（例：root）

Pass:（
 

ESXiのパスワード)(例：root
 

）

を入力し、ログインボタンをクリックしてください。



付録：
 

ESXiのIPアドレス変更方法①

• 左側ツリーの 上部のESXiのIPアドレス（例：192.168.10.111）を選択し、右

 側タブで構成をクリックします。

左欄のネットワークをクリックし、右側のネットワークアダプター
画面にて、プロパティーをクリックします。



付録：
 

ESXiのIPアドレス変更方法②

• ポートタブのManagementNetworkを選択し、画面下の編集ボタンをクリッ

 クします。

IP設定タブにて、IPアドレスを変更し、OKボタンをクリックします。



付録：
 

SSBの起動方法

SSBをVMware
 

ESXiサーバー上で評価する場合は、

サーバーに電源ケーブルを挿し、パワーボタンを押します。

SSBがVMware
 

ESXiサーバーを起動すると、自動的に電源がオンになるよう

 になっている場合は、数分後に、SSBが自動的に起動いたします。

（SSBがVMware
 

ESXiサーバーを起動すると、自動的に電源がオンになるよう

 になっていない場合は、 VMware vSphere
 

Clientを起動し、SSBの仮想マシンを右

 クリックし、電源→パワーオンを選択します。）



付録：
 

SSBのシャットダウン方法①

BasicSettings→System→SystemControlのShutdownをクリックします。
シャットダウンが完了すると、

 
ESXi上で、SSBのアイコンが緑色から青色に変化します。

評価をESXi上のSSB仮想アプライアンスで行っている場合で、
さらにESXiもシャットダウンする場合は、

 
vSphere Clientを起動します。



付録：
 

SSBのシャットダウン方法②

左側ツリーの 上部のESXiのIPアドレス（例：192.168.10.111）を選択し、

右クリックし、シャットダウンをクリックします。

しばらくすると、

 
ESXiのシャットダウンが完了し、サーバーの電源も落ちます。

サーバーを撤去する場合は、電源ケーブルを抜いてください。



付録：
 

VMwarePlayerのネットワーク設定

VMwarePlayerで起動したSSBを外部ネットワークに接続可能に

する場合は、仮想マシン→仮想マシンの設定
にて、ネットワークをブリッジに変更してください。

VMware社製品の機能,仕様等については、弊社ではサポートしておりません。詳細については、VMware社様にお問い合わせください。



お問い合わせ先

ジュピターテクノロジー株式会社
〒183-0023 
東京都府中市宮町2-15-13  
第15三ツ木ビル
Tel 042-358-1250
Fax 042-360-6221
E-Mail  info@jtc-i.co.jp
URL  http://www.jtc-i.co.jp/

製品・ご購入のお問合せ
https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php

mailto:info@jtc-i.co.jp?Subject=Inquiry
http://www.jtc-i.co.jp/
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