
One Identity 製品は、ログ管理ソリューションと特権アクセス
管理 （PAM） ソリューションを提供します。
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PAMソリューション ログ管理ソリューション

PAM（特権アクセス管理）ソリューションは、統
合されたポリシーと管理ツールを活用して、特
権パスワードとセッションへのセキュアなアク
セスを可能にします。
特権IDによるアクセスを安全に保管、管理、記
録、分析します。

PAMソリューション
” Safeguard “

syslog-ngソリューションは、ログメッセージを
高い信頼性で収集し、分類・フィルタリング・正
規化・集中管理し、安全に保存します。
また、SIEMなどの外部ツールへログを転送する
ことで、投資効果の最適化を実現します。

ログ管理ソリューション
“ syslog-ng ”

【本社】 〒183-0023 東京都府中市宮町一丁目40番地 KDX府中ビル6F
TEL：042-358-1250　FAX：042-360-6221
【大阪営業所】 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目3番1-500号
大阪駅前第１ビル5階501-3-6号
【URL】 https://www.jtc-i.co.jp/　

2023.1.23※記載の会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。 ※予告なく仕様が変更される場合があります。 ご了承ください。

One Identityは、ID/アクセス管理とログ管理
ソリューションを提供する、Quest Software
のグループ企業です。

ジュピターテクノロジーは、IT製品の販売会
社です。世界中の良質で画期的な製品を、日
本のユーザーに紹介しています。

【主な取扱製品】

★ ジュピターテクノロジーは、
     One Identityの日本正規代理店です。

ログ管理：
ログサーバー、イベントログ管理、
ログ解析　等

セキュリティ：
証跡管理、エンドポイントセキュリティ　等

ネットワーク管理：
機器・サーバー監視、フロー解析　等

各種アプライアンス製品
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900名以上の従業員、
250名以上の開発者、
22カ国でのビジネス実績

ID/アクセス管理分野のリーダー
（18年以上の実績）

金融機関、ヘルスケア、航空宇宙、テレコム、
自動車、エネルギー、小売など各インダスト
リーのリーディングカンパニーでの高い導
入率

全世界で100万人以上のユーザーを持つ
syslog-ng の開発元 （旧Balabit社） です。 
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サポート

お問い合わせ

評価版・資料 DL

■製品ご購入後のお問合せ
　https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php

■製品・ご購入・資料請求・お見積り等に関するお問い合わせ
　https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php

■評価用ソフトウェアや資料のダウンロードなど
　https://www.jtc-i.co.jp/support/supportindex.html
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Safeguard for Privileged Sessions（SPS）

SPS は、サーバーやネットワーク機器にリモートアクセスする特権IDユーザーの全セッションを制御・監視・記
録するゲートウェイアプライアンスです。特権IDユーザーによって引き起こされるセキュリティリスクを軽減し、
コンプライアンスや監査対応に最適です。

syslog-ng Store Box（SSB）

SSBは、様々なデバイスおよびアプリケーションから、ログメッセージを収集、分類、フィルター、正規化、そして
安全に保存できる、高性能ログ管理アプライアンスです。

ユーザーの操作を
リアルタイム監視

セッション情報と
ユーザー操作画面の記録

ブラウザ/専用プレーヤー
での動画再生
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セッション管理

証跡管理（操作画面記録）機能

エージェントレス アプライアンス

▶ サポートプロトコル
　SSH, RDP, http(s), Telnet, VNC, Citrix ICA 等
▶ ファイル転送制御
　SCP、SFTP、クリップボード　等
▶ ゲートウェイ認証
　Active Directory/LDAP 連携　等
▶ SIEM 統合
　RPC API、RESTful API 対応
▶ 監査証跡
　アーカイブ、暗号化・タイムスタンプ

Safeguard for Privileged Passwords（SPP）

SPPは、特権IDのパスワードを管理します。役割ベースのアクセス管理と自動化されたワークフローを使用して、
特権のある資格情報を付与するプロセスを制御および保護します。

Safeguard for Privileged Analytics（SPA）

SPAは、特権IDユーザーの行動を分析し、通常時と違う疑わしいアクティビティを検知し制御します。
SPSが必須です。

syslog-ng™ Store Box
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Web GUI でアクセス
ブラウザで設定やログの閲覧・検索が
できます。

バックアップとアーカイブ機能を内蔵
ネットワークストレージにログを自動で
バックアップとアーカイブができます。

ログの検索機能を内蔵
ログのインデックスを作成し高速な検索
を実現します。

メッセージロス“ゼロ”
信頼性の高い通信で、ログメッセージの
損失ゼロを実現します。

syslog-ng PE

syslog-ng PE（Premium Edition）は、柔軟で拡張性の高いログ管理アプリケーションです。
セキュアにログを送受信・保存します。

▶ 構成のカスタマイズ
設定ファイルを直接編集することにより、柔軟に構成
できます。

▶ 高性能
ログを超高速に受信して保存できます。
（60万メッセージ/秒）

【特長】 メッセージロス“ゼロ”
信頼性の高い通信で、ログメッセージの
損失ゼロを実現します。

ログの暗号化、タイムスタンプ
ログをバイナリー形式（暗号化やタイム
スタンプ）で保存し、改竄を防止します。

超高速・高信頼のログ管理サーバー  syslog-ng  特権ＩＤアクセス管理＆分析  Safeguard
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暗号化保存・タイムスタンプも付加し改竄防止 届いた日からすぐに使えます

ポイント
あらゆるログを超高速処理で一元管理！ ログを暗号化して、安全に保存！ アプライアンスだから難しい設定も必要なし！

AES TLSTLS

HTTPS

ログ送信元 SIEM

SSB 管理端末

Linuxベースの
独自OS

ログサーバー
（syslog-ng)

管理GUI用の
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オールインアプライアンス
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