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このリリースについて 

 このドキュメントには、ユーザーマニュアルには含まれない ObserveIT 5.6.4 リリースに関する

重要な情報が含まれております。ObserveIT 5.6.4 をインストールし設定する前に、このドキュメ

ントを読むことが非常に重要です 

下位互換性について 

ObserveIT 5.6.4 のほとんどの機能は古いバージョン（5.6、5.5、5.3 を含む）のエージェントと

互換性があります。ただし、エージェントのバージョンがサーバー コンポーネントのバージョン

より古いものを利用することは避けるべきです。フル機能の互換性を維持するために、製品の

最新バージョンでエージェントをアップグレードすることを強くお勧めします。 

新機能について 

このリリースでの新機能の詳細については、下記ドキュメントを参照してください。 

http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/datasheet/ObserveIT_ datasheet_v5.6.4.pdf 

サポートするプラットフォーム 

Windows 

Windows 
 2003 Server / 

2003 R2 Server 

2008 Server / 

2008 R2 Server 

2012 Server XP Pro Vista 7 

Web 管理コンソール ○ ○ ○    

アプリケーションサーバー  ○ ○ ○    

データベースサーバー ○ ○ ○    

エージェント ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

Unix/Linux 

 Solaris* Linux AIX 
 Solaris 10 

U4-U10  

RHEL/CentOS 

5.0-5.8,and 

6.0-6.3  

Oracle Linux  

S 6.0-6.2  

SLES SuSE 10 SP2-SP4 

and SLES SuSE 11 

 initial release-SP2  

Ubuntu  

10.04  

AIX 5.3(TL10 or 

higher)/ 

AIX 6.1* 

エージェント ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

注記：   Solarisは完全ルートゾーン(Whole Root Zone)をサポートします。ObserveIT Solaris エージェントを各zone

にインストールする必要があります。 

 AIX 6.1 はベータ版です。 

 

http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/datasheet/ObserveIT_%20datasheet_v5.6.4.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/datasheet/ObserveIT_%20datasheet_v5.6.4.pdf
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最小システム要件 

ObserveIT エージェントのシステム要件 

 Windows 
CPU  2.4 GHz 以上のプロセッサ （Intel または AMD） 

ハードディスク容量  10 MB以上 

メモリ 1 GB 以上 

.NET Framework  version 2.0 以降 

ネットワーク 10/100 Ethernetアダプタ (Gigabit推奨) 

 

 Linux [RHEL/CentOS, Oracle Linux, SLES (SuSE), and Ubuntu] 
CPU  2.4 GHz 以上のプロセッサ （Intel または AMD） 

ハードディスク容量  10 MB以上 

メモリ 1 GB 以上 

ネットワーク 10/100 Ethernetアダプタ (Gigabit推奨) 

前提条件 Libuuid, Libxml2, and OpenSSL 

 

 Unix 
 Solaris 10 AIX 5.3 (TL10 or higher)/AIX 6.1 (Beta)  

CPU  2.4 GHz 以上プロセッサ （Intel また

は AMD） 

1.3 GHz 以上の Power4 プロセッサ 

ハードディスク容量  10 MB以上 

メモリ 1 GB 以上 

ネットワーク 10/100 Ethernetアダプタ (Gigabit推奨) 

前提条件 Libuuid, Libxml2, and OpenSSL Libuuid, Libxml2, and OpenSSL 

 

ObserveIT サーバー コンポーネントのシステム要件 

 データベース 

サーバー 

アプリケーション 

サーバー 

Web 管理 

コンソール 

CPU  Dual Core 3.2 GHz以上プロ

セッサ 

 （IntelまたはAMD） 

3.2 GHz 以上プロセッサ 

（IntelまたはAMD） 

2.0 GHz 以上プロセッサ 

（IntelまたはAMD） 

ハードディスク容量  エージェントアクティビティ１

時間につき60 MBを消費 

最低1 GB 

メモリ 4 GB以上（推奨： 8 GB お

よび64-bit OSアーキテクチ

2 GB 以上（推奨： 4GB） 1 GB 以上（推奨： 2GB） 
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ャ） 

.NET Framework version 2.0 以降 

ネットワーク 10/100 Ethernetアダプタ (Gigabit推奨) 

IIS with ASP .NET N/A version 6.0 以上 必要 

SQL Server SQL Server 2005/2008/ 

2008 R2/2012 （最新のサー

ビスパック適用） 

N/A N/A 

 

既知の制限事項 

インストール 

 [管理No. #2032] –アプリケーションサーバを、Windows2008 R2（64ビット）にインストールされ

ている場合、証明書ベースのデータベース暗号化を実装するため、次の変更をしなければな

りません： 

• インターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャのアプリケーションプールを開き、

アプリケーションプール一覧からObserveITのアプリケーションプールを右クリックして[詳

細設定]を選択し、[詳細設定]ダイアログボックスで次の変更を行います。 

1. “全般”の下で、「32 ビットアプリケーションの有効化」を“True”に変更します。 

2. “プロセスモデル”の下で、「ID」 を“LocalSystem”に変更します。 

 [管理No. #2033] –ObserveITのエージェントをバージョン5.3からアップグレードし、アップグレ

ード処理が何らかの原因で失敗した場合、古いバージョンをアンインストールしてから新しい

バージョン再インストールすることをお勧めします。又 64 ビットシステムの場合のみ、時々古

いバージョンのアンインストールも失敗する可能性がありますので、これを解決するには、次の

コマンドを実行します。 

C:¥Windows¥Microsoft.NET¥Framework64¥v2.0.50727¥InstallUtil.exe 

"<ObserveIT Directory¥bin¥rcdsrv.exe>" 

 注記： 通常のインストールで、<ObserveIT Directory> と言うフォルダが 

C:¥Program files¥ObserveIT¥ObserveITAgent をの形で作成されます。 

 

Unix / Linux 

 [管理No. #2054] – 二次識別機能は、Unix/Linux ベースのエージェントをサポートしません。 

 

 [管理No. #266] – Linuxマシンにエージェントをインストールすると、次のエラーが現れる場合

もあります。 

c62-64:/data/release/5.5.1.0$ sudo ./observeit-agent-RHEL5-5.5.1

.0.run -- -i -s 0.2.8.18  

Verifying archive integrity... All good.  



 

4 
 

PRODUCT FACT SHEET                                                             

Uncompressing ......  

package oit is not installed  

Installing ObserveIT agent  

error: Failed dependencies:  

libuuid.so.1 is needed by oit-5.5.1.0-1.x86_64 

エラーが発生する原因は、libuuidパッケージがインストールされていないことで、 libuuidパッ

ケージをインストールするには、次のコマンドを実行してください。 

sudo yum install libuuid.so.1 

 

 [管理No. #316] – sudo パッケージを使用する時（RedHat / CentOS 5.3以前のバージョンに）、

次のエラーが現れる場合もあります。 

audit_log_user_command(): Bad file descriptor 

• sudo パッケージを更新するには、次のコマンドを実行してください： 

yum update sudo  

 

 [管理No. #352] –Linux 用のObserveIT エージェントをインストールしようとしている場合、

SELinux が有効になっていると、次のエラーが現れる発生する場合もあります。 

observeit-agent-linux-5.5.0.0.run -- -i -s 10.68.3.15 

Verifying archive integrity... All good. 

Uncompressing .... 

oit-5.5.0.3-1 

Installing ObserveIT agent 

Stopping sshd: [ OK ] 

Starting sshd: [ OK ] 

/usr/sbin/obitd: error while loading shared libraries: 

/usr/lib/libobitsoap.so: cannot restore segment prot after reloc: 

Permission denied 

この問題を解決するには、ここの説明のように、SELinux を無効にする必要があります。 

 

 [管理No. #1961] –CentOS / RHEL6.3 サーバ上でObserveITのエージェントをインストールす

る場合、次のエラーが発生する可能性があります。 

Installing ObserveIT agent 

error: Failed dependencies: 

libc.so.6 is needed by oit-5.6.3.2-1.x86_64 

libc.so.6(GLIBC_2.0) is needed by oit-5.6.3.2-1.x86_64 

libc.so.6(GLIBC_2.1.3) is needed by oit-5.6.3.2-1.x86_64 

libdl.so.2 is needed by oit-5.6.3.2-1.x86_64 

http://emea.salesforce.com/_ui/selfservice/pkb/PublicKnowledgeSolution/d?orgId=00D200000008lNn&id=50120000000KuSP&retURL=%2Fsol%2Fpublic%2Fsolutionbrowser.jsp%3Fsearch%3D%252Fusr%252Fsbin%252Fobitd%253A%2Berror%2Bwhile%2Bloading%2Bshared%26cid%3D0000000000
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libdl.so.2(GLIBC_2.0) is needed by oit-5.6.3.2-1.x86_64 

libdl.so.2(GLIBC_2.1) is needed by oit-5.6.3.2-1.x86_64 

librt.so.1 is needed by oit-5.6.3.2-1.x86_64 

librt.so.1(GLIBC_2.2) is needed by oit-5.6.3.2-1.x86_64 

libuuid.so.1 is needed by oit-5.6.3.2-1.x86_64 

libuuid.so.1(UUID_1.0) is needed by oit-5.6.3.2-1.x86_64 

この問題を解決するには、次のコマンドを実行してください。 

1 yum update libuuid –y 

2 yum install libuuid.i686 –y 

 

 [管理No. #1964] –AIX ベースの監視対象サーバーに OpenSSLを使用すると、次のエラーが

発生する可能性もあります。 

exec(): 0509-036 Cannot load program /usr/lib/obit/logger because 

of the following errors: 

0509-150 Dependent module /opt/freeware/lib/gcc/ powerpc- 

ibm-aix5.3.0.0/4.2.0/../../../libssl.a(libssl.so.0.9.8) could 

not be loaded. 

0509-152 Member libssl.so.0.9.8 is not found in archive 

エラーの原因は、"非ネイティブ（non-native）"の OpenSSL パッケージがインストールされて

いることで、この問題を解決するには、ここで提供される説明書を参照してください。 

構成 

 [管理No. #883] – セッション整合性の設定が有効で、尚且つ「メタデータのみ」のポリシーが

適用された場合、アーカイブされたセッションにセッション整合性のアイコン がアーカイブダ

イアリー（「構成」->「アーカイブ」）で表示されることがあります。これは何の問題もなく、無視し

てください。 

 [管理No. #2047] – [レポート] - > [サーバーのソフトウェア] のサーバー名、ソフトウェア名など

に関する情報が欠落している可能性があります。 

 [管理No. #2055] –ObserveITのキーロガー機能は、ラテン文字以外の文字をサポートしていま

せん。 

 [管理No. #2110] –カスタムインストレーションのインストール方法により、ObserveIT をインスト

ールする場合（参照先：ユーザーマニュアルの「インストレーションガイド」->「カスタムインスト

レーションの実行」）、“ドメインメンバシップの検出”が機能しないので、それをObserveIT Web

管理コンソールの「構成」->「LDAP 設定」->「手動 LDAP ターゲット」の下で手動設定する

必要があります。 

 [CR. #909] –トレーニング目的のセッション保存は、このバージョンでサポートしません。   

Web管理コンソールの[トレーニング]タブで、以前に保存したトレーニング·セッションを表示す

ることはできますが、新しいトレーニングセッションの作成はできません。もし、トレーニング目

http://emea.salesforce.com/_ui/selfservice/pkb/PublicKnowledgeSolution/d?orgId=00D200000008lNn&id=50120000000L4ZL&retURL=%2Fsol%2Fpublic%2Fsolutionbrowser.jsp%3Fsearch%3DOpenSSL%26cid%3D000000000000000%26orgId%3D00D200000008lNn%26t%3D4&ps=1
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的のセッション保存機能が重要である場合、下記の ObserveIT サポートまでお問い合わせく

ださい：  

 日本語用： https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php 

 英語用：  support@observeit.com 

[CR. #1997] – Mozilla Firefox （バージョンの 17 又はベータ版の18）を使用する場合、ObserveIT

のセッション プレイヤーがちらつく現象があります。これは既知の Firefox 不具合によるもので、

詳細は、次の記事を参照してください： 

• https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=705826 

• https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=789800#c9 

 

解決済み問題 

Unix / Linux 

 [管理No. #273] –‘-p’パラメータ（インストールパスワード）を使用し、RHEL5.xのエージェント

をインストールしようとする時、次のエラーで失敗する場合があります。 

Installation password invalid. Failed to register this machine 

この場合、エラーを無視し、エージェントを再インストールしてください。 

  [管理No. #370] –tsocks アプリケーションをLinuxマシンで実行する場合、下記エラーの発生

がなくなりました。 

“function not implemented” 

  [管理No. #494] –ユーザーが AIX システムにログインする時、下記の警告メッセージが表示

されないようになりました： 

Warning: program compiled against libxml 207 using older 206 

 [管理No. #503] –Unix セッションの再生に伴う各国言語の文字表示に、問題がなくなりまし

た。 

 [管理No. #595] – Unix /Linux の特定コマンド（vi、less）の再生に、若干の制限事項が修正さ

れました。 

 [管理No. #603] – AIXマシンに記録されたセッションに、ホスト名と IPアドレスの漏れがなくな

りました。 

 [管理No. #996] – ObserveITの韓国語版で、URLフィルタリング機能は正しく動作できるように

なりました。 

 [管理No. #1242] – Solaris システムで、場合によって、複数シェルを切り替えた後、Clear コマ

ンドの実行によりセッションが立ち往生となった問題は解決されました。 

 [管理No. #1304] – SLES 11 SP2で、oitcheck コマンドの実行に、次のエラーメッセージが発生

しなくなりました： 

Check for liboit.so.1 linkage: failed to parse /proc/7972/smaps Not 

PASS。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=705826
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=789800#c9
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 [管理No. #1440] –場合によって、「構成」->「監査」->「セッション」から、Unix / Linux セッショ

ンを再生する不具合が解決されました。 

 [管理No. #1405] –Unix / Linuxのセッションで、メタデータの検索にクライアントIPが表示され

ない不具合が解決されました。 

 

Windows 

 [管理No. #1709, #1713] – アプリケーション サーバーの名前変更に伴い、エージェント登録

失敗の問題がなくなりました。 

 [管理No. #1786] –インストールする時、エージェントとアプリケーションサーバーのシステムタ

イムが一致しなく、適切なエラーメッセージも表示せずにインストール失敗した問題は解決さ

れました。 

 [ 管理No. #122 ] – 韓国語版では、アーカイブ日付範囲の定義は正しく動作するようになりま

した。 

 [ 管理No. #431 ] – このバージョンから、ObserveITは、IPv6 をサポートします。 

 [ 管理No. #1577 ] – このバージョンから、ObserveITは、IIS 8.0 をサポートします。 

 

リリース ドキュメント 

最新のリリース ドキュメントは下記サイトから入手できます。 

日本語版： 

  https://www.jtc-i.co.jp/product/observeit/observeit.html 

英語版： 

http://www.observeit.com/Support/Documentation 

 

ドキュメントのフィードバック 

 ObserveIT は、このドキュメントの品質向上に継続的な努力を行うため、下記宛先に貴方様のコメ

ントを送信することをお願いします。 

日本語用：https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php 

英語用：  support@observeit.com. 
 

 

以上 

 

 

https://www.jtc-i.co.jp/product/observeit/observeit.html
http://www.observeit.com/Support/Documentation
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
mailto:support@observeit.com
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日本語ドキュメント発行日 2013 年 2 月 27 日 

改定 2014 年 10 月 1 日 

このドキュメントの原文は、『ObserveIT 5.6.4 Release Notes』 です 

ジュピターテクノロジー株式会社 技術グループ 
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