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本ガイドについて 
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BalaBit Shell Control Box (SCB)のご評価をご検討頂き、誠にあり
がとうございます。 
 
本ガイドでは、SCBを(VMware)仮想環境で評価していただくために、
仮想環境へのインストールやSCBの基本的な設定手順や操作、および、
留意事項を説明しています。 

※なお、SCB以外のVMware製品やVirtual Box製品などのサポートについては、弊社で承りかねま
す。詳細については、VMware社やOracle社にお問合せ頂きます様、お願い申し上げます。 

※評価環境として、VMwareの他にvSphere, VirtualBox, Hyper-V, KVMがご利用頂けます。 

※本ガイドでは、vSphere Client バージョン 6.0.0（VMware ESXi バージョン6.5.0）環境で作成
しています。その他の設定項目については、ご使用の環境に応じて合わせて作成してください。 
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 SCBの評価版ソフトウェアは、次のファイルを用意しています。 

– SCBインストーラー（ISOイメージ） 
– Audit Player Windows用インストーラー（EXEファイル） 

 
 弊社ホームページの以下URLより、ダウンロード可能です。 

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

 BalaBit Shell Control Box (SCB) 評価版のご利用には、評価ライセンスが
必要です。弊社までお申し込みください。 

https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php 

SCBの評価版について 

https://www.jtc-i.co.jp/support/download/
https://www.jtc-i.co.jp/support/download/
https://www.jtc-i.co.jp/support/download/
https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php
https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php
https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php
https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php
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 SCBはバーチャルホストにアサインされた固定ディスクのみ使用でき
ます。オンデマンド・ディスクは使用できません。 
 

 HA構成は、VMwareではサポートされません。 
 

 SCBのハードウェアに関連するアラートやステータスは、正確な情報
を表示できない可能性があります。（例えば、Degraded RAIDステ
ータスの表示） 
 

※ SCBがインストール可能なVMware バージョン 
 ・VMware ESXi 5.0 以上 
 ・VMware ESXi 4.0 以上 
 ・VMware ESX 4.0 以上 

VMware環境での制限事項 
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  Webブラウザー、クラアント要件 
クライアントPCからSCBに接続するには、Webブラウザが必要になります。ま
ず、クライアント側の環境が以下の要件に合っていることをご確認下さい。 
 
＜SCBが対応しているWebブラウザ/クライアントOS＞ 
 サポートしているWebブラウザ 

• Mozilla Firefox最新版 
• Google Chrome最新版 
• Microsoft Edge最新版 
• Microsoft Internet Explorer 11 以上 

 
• ブラウザーはTLS暗号化HTTPS接続、JavaScript/cookieに対応している必要があります。

JavaScript/cookieが有効になっていることをご確認ください。 
• 監査証跡をブラウザで再生するにはGoogle WebM Videoプラグインに対応している必要があり

ます。 
• SCB Webインタフェースは、TLSと強力なCipherアルゴリズムでアクセスします。 
• SCB Webインターフェイスは、14インチワイドスクリーン(1366x768)以上を推奨します。 
• SCB Webインターフェイスは、複数のブラウザまたはタブでの表示はできません。 

 

 サポートしているクライアントOS： 
Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 2012 Server, Windows 
2012 R2 Server, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 
2016 および Linux 
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仮想マシンの作成-1 

vSphere Client を起動し、仮想マシンを作成します。 

構成で[カスタム]を選択します。[ゲストOS]まで進みます。 
※ゲストOSまではお客様の環境に応じて、適宜設定してください。 
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仮想マシンの作成-2 

ゲストOSには、Ubuntu Linux (64ビット）を選択します。 



仮想マシンの作成-3 
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CPU数を構成します。 
 
＜SCB推奨＞ 

2コア 
 
※運用では要件に応じたサイジング
が必要です。  
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仮想マシンの作成-4 
メモリサイズを構成します。 
 
＜SCB推奨＞ 

4GiB 以上 
- 基本システム要件：4GiB 
- 1～5 MB／アクティブ接続 
 
※接続タイプによります。グラフィ
カルプロトコルは、さらにメモリを
必要とします。  
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仮想マシンの作成-5 

NICを４つ作成します。アダプタは、必ず[VMXNET 3]を選択してくだ
さい。 
※NIC 4は、HA用ポートなので接続しないでください。 
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仮想マシンの作成-6 
SCSIコントローラは、必ず[LSI Logic パラレル]を選択してください。 



仮想マシンの作成-7 

12 

ディスクの選択は、必ず[新規仮想ディスクを作成]を選択してください。 
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仮想マシンの作成-8 
ディスクサイズを選択します。 
SCBのディスクサイズ(GB) : 固定ディスクサイズは、最低8GBの容量を確保してください。 
基本システムが5GBを使用し、残りのディスク容量をデータ保存用に使用します。 
※ディスクプロビジョニングは、[シックプロビジョニング（Eager Zeroed)]を推奨します。 



仮想マシンの作成-9 
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最後まで進み、設定情報を確認して[終了]をクリックして仮想マシンを作
成します。 
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SCBのインストール-1 

仮想マシンの[はじめに]タブで[仮想マシン設定の編集]を開きます 。 



SCBのインストール-2 
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[オプション]タブの[起動オプション]で[強制的にBIOSセットアップ]の
[次回仮想マシンの起動時に、...]にチェックを入れます。 
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SCBのインストール-3 
仮想マシンを起動し、ISOイメージをマウントします。 
※適宜、ISOイメージの接続先を選択してください。 
※必要に応じて[CD-ROM Drive] の起動順を変更してください。 
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BIOSを終了して、CD/DVD ドライブからブートします。 
以下の画面が表示されます。[Installer]を選択します。 

SCBのインストール-4 
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SCBのインストール-5 
“All data will be erased on this box, Are you sure? 
Type ‘YES’ to continue or Ctrl + Alt + Del to reboot :” 
と表示されます。‘YES’ と入力して、Enterを押します。 

“Install finished successfully” と表示されれば、インストール完了です。 



SCBのインストール-6 
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※ [ゲスト]>[Ctrl - Alt - Del の送信]または[電源]>[リセット],[ゲストの再起動]では正常に起動しな
い場合があります。 

VMwareの管理画面からゲストを強制シャットダウンします。 
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SCBの起動 

仮想マシンを再起動すると、以下の画面が表示されます。 
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SCBのIPアドレスについて 
SCBは起動後、DHCPサーバーからIPアドレスを取得しようと試みます。DHCPサーバーからIPアドレス
の取得に失敗すると、SCBはデフォルトで”192.168.1.1/24”のIPアドレスを設定します。 
クライアントPCからSCBにアクセスするには、以下、設定してください。（いずれも、IPアドレスが重複
しないようにご注意してください。） 

・クライアントPCのインターフェースに「192.168.1.0/24」の任意のエイリアスIPアドレスを設定。 
・または、SCBのインターフェイスのIPアドレスを任意のIPアドレスに変更。 

※SCBが起動を完了すると、SCBのコンソールに、アクセス可能なSCBのIPアドレスが表示されます。ブ
ラウザーを開いて、以下のURLを入力します（HTTPS接続であることに注意してください）。 

https://SCBのコンソールが表示したIPアドレス 



エイリアスIPの設定 
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Windowsの例： 
[イーサネットのプロパティ]で[インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IP)]を選択して[プロパ
ティ]をクリック、[詳細設定]をクリック、[IPアドレス]の[追加]をクリックしてエイリアスIPアドレスを
設定します。 

Linuxの例： 
ターミナルコンソールからルート権限で”ifconfig eth0:0 <エイリアスIP>”を実行します。 

SCBにアクセスするクライアントPCにエイリアスIPを設定します。 
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SCBのIPアドレス変更-1 

[Shells] → [Core shell]を選択します。 

SCBのコンソール画面で以下入力してSCBにログインしてください。 
scb login : root （デフォルト） 

Password : default （デフォルト） 

SCBのインターフェイスのIPアドレスを任意のIPアドレスに変更します。 
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次のコマンドを実行しSCBのIPアドレスを変更します。 
ifconfig eth0 <IPアドレス> netmask 255.255.255.0 

route add default gw <デフォルトゲートウェイ> 

SCBのIPアドレス変更-2 

※NICは４つ（eth0, eth1, eth2, eth3）使用していますが、IPアドレスはeth0のみ変更
して下さい。（SCBは最小のPCI IDをeth0としてNICを使用しますが、VMware環境によ
ってはラベルが違う場合があることにご注意ください。例えば、eth0がネットワークアダ
プタ4とラベル付けされる場合があります。） 

IPアドレスの変更例： 

※上記で設定したIPアドレスは一時的なものであり、SCBを再起動すると初期値に戻りま
す。SCB Web GUI画面でIPアドレスを設定した時点で永続的に反映されます。 
「SCBのネットワーク設定」を参照してください。 
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SCB の初期接続 
WebブラウザでSCBのIPアドレスにhttpsで接続します。 

httpsアクセス例： 

※以下のようなエラー（ブラウザにより異なります）が表示されます。自己署名している
SCBのサーバー証明書を許可し、ページを開いてください。 
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※バックアップしておいたSCBの設定ファイルを取り込むには、次の手順を実行してください。 
・[参照...]ボタンをクリックして、バックアップしておいたSCBの設定ファイルの場所を選択してください。 
・[Encryption password]に「パスワード」を入力します。 
・[Upload]ボタンをクリックします。 
 
※現在稼動している他のSCBの設定ファイルを取り込むときは、IPアドレスが重複しないようにご注意してください。 

Welcome ウィザード-1 
SCBのWeb GUIに最初にアクセスすると、初期設定を行うために
Welcomeウィザードが開始されます。 
最初に、設定ファイルをインポートするか選択します。 
設定ファイルをインポートしない場合は、[Next]をクリックします。 
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Welcome ウィザード-2 
ライセンスアグリーメントに同意し、ライセンスをアップロードします。 

※トライアルライセンスキーは、弊社までお
申し込みください。 
https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php 

 

[License agreement]（ライセンス同
意書）に記載されているライセンス条
項を注意してお読みいただき、同意さ
れましたら、[Confirmation]（同意）
の[I have read and agree with the 
terms and conditions]（ライセンス
条項を読み、ライセンス条項に同意し
ます）にチェックを入れます。 

・[License file upload:]の[参照...]ボ
タンからライセンスファイルを選択し
ます。 
・[Upload]でライセンスファイルを
読み込み、[Next]ボタンをクリックし
ます。 

https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php
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Welcome ウィザード-3 
ネットワーク関連の設定を入力し、[Next]をクリックします。 

※赤（オレンジ）色の項目は必須です。 

設定例： 
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Welcome ウィザード-4 
Admin、Root パスワードを設定し、[Next]をクリックします。 

・[Admin password:] 管理ユーザーがSCBのWebインターフェースにアクセスするときのパスワードを入力します。 
・[Retype admin password:] 確認のために[Admin password]で入力したパスワードを再度入力します。 
・[Root password:] SSHまたはローカルコンソールからSCBにアクセスするときのパスワードを入力します。 
・[Retype root password:] 確認のために[Root password:]で入力したパスワードを再度入力します。 
・[Seal the box:] SSH経由でリモートからSCBにアクセスさせたくない場合にチェックを入れます。 
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Welcome ウィザード-5 
SCBで使用する証明書を作成します。 
必要な項目を入力して、[Generate certificate]をクリックします。 
証明書を作成したら 、[Next]をクリックします。 

設定例： 

※赤（オレンジ）色の項目は必須です。 

※証明書が作成されると、証明書の識別名(DN)と秘密鍵の指紋
(finger print)が表示されます。 
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Welcome ウィザード-6 
入力項目を確認して、[Finish]をクリックします。 
Welcome ウィザードでの初期設定が完了します。 

※[Finish]クリック後、
設定を適用されるまでし
ばらく待ちます。 
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SCBにログイン-1 
SCBにWebブラウザでアクセス (https://<SCBのIPアドレス>) します。 
Login:admin、Password:<パスワード> を入力します。 

※パスワードは、「Welcomeウィザード-4」で設定したパスワードになります。 
※”admin”はデフォルトで設定されているSCBのユーザーです。 
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SCBのログイン-2 
SCB にログインすると、以下の画面が表示されます。 

[Main menu:] 
SCBのメニューの一覧で
す。クリックすると詳細な
メニューリストが表示され
ます。 

[User Menu:] 
ユーザーパスワードなどを
変更できます。 

[User Info:] 
ログインしているユーザー
情報が表示されます。 

[System Monitor:] 
SCBに関するシステム情報
などが表示されます。 

[Main workspace:] 
メニューに対応した設定画
面や情報画面が表示されま
す。 



SCBのネットワーク設定 
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SCBのネットワークアドレスを永続的に変更するには、 [Basic 
Settings]>[Network]ページに移動し、 [Address]および[Prefix]フィ
ールドに適切な値を入力して、[Commit]をクリックします。 

※SCBのコンソール画面で設定したIPアドレスは、SCBを再起動すると初期値に戻りま
す。ここで、設定した値が永続的に反映されます。 
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＜SCBの構成の種類＞ 
SCBは導入するネットワーク環境によって、以下の２つの構成を利用できます。SCBは両方の構成を設
定できます。 
・トランスペアレントモード 

SCBの外部インターフェースと内部インターフェースのそれぞれにIPアドレスを設定します。クラ
イアント（管理者セグメント）とサーバーのセグメントが別々のネットワークセグメントに分けら
れます。クライアントからサーバーへの通信は、必ずSCBを通る構成になります。 

トランスペアレントモードイメージ 

SCBの構成の種類 

※本評価ガイドで
は、ノントランス
ペアレントモード
での設定例を記載
しています。 

・ノントランスペアレントモード 
クライアント（管理者セグメント）からの通信は、サーバーではなく、SCBに送信するように設定
します。(SCBをクライアントのプロキシーとして使わない場合) 

ノントランスペアレントイメージ 
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アクセス監視-1(概略) 

192.168.1.0/24 

.2 

.1 

.3 

・クライアントとサーバーは同一セグメント上に存在します。 
・クライアントはSCBのIPアドレスとポートを指定して、サーバーへSSH，RDPアクセスします。 
・SCBはeth0でクライアントからのSSH，RDPアクセスの要求を受け付けます。 
・SCBはクライアントからのSSH，RDPアクセス要求をサーバーに転送します。 

.4 

Windows 
RDP/SSHクライアント Windows 

RDPサーバー 
Linux 

SSHサーバー 

本ガイドでは、ノントランスペアレントモードでのSSHアクセスおよび
RDPアクセスを監視する手順について説明します。 
ネットワークの概略は以下のようになります。 
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アクセス監視-2(SSH設定①) 
新規に、SSHの接続ポリシーを作成します。 
• メニュー[SSH Control]>[Connections]に移動し、[+]をクリックします。 



アクセス監視-3(SSH設定②) 
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SSHの接続ポリシーの設定値を入力します。 

• [Name] 接続ポリシー名を入力します。 
• [From]  サーバーへのアクセスを許可するクライアン
トのIPアドレスを入力します。 
• [To] SCBのIPアドレスを入力します。 
• [Port] ポート番号を入力します。 
• [Target] [Use fix address]を選択します。IPアドレ
スとポート番号を入力するフィールドが表示されるので、
サーバーのIPアドレスとポート番号を入力します。 

設定例： 
[Name] ssh 

[From] 192.168.1.2/32 

[To] 192.168.1.1/32 

[Port] 22 

[Target] [Use fix address] 
192.168.1.4:22 



アクセス監視-4(SSH設定③) 
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続いて、[Enable Indexing]にチェックします。 
[commit] ボタンをクリックします。 
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アクセス監視-5(RDP設定①) 
RDPの接続ポリシーを作成します。 
• メニュー[RDP Control]>[Connections]に移動し、[+]をクリックします。 



アクセス監視-6(RDP設定②) 
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RDPの接続ポリシーの設定値を入力して、[commit] ボ
タンをクリックします。 

• [Name] 接続ポリシー名を入力します。 
• [From]  サーバーへのアクセスを許可するクライアン
トのIPアドレスを入力します。 
• [To] SCBのIPアドレスを入力します。 
• [Port] ポート番号を入力します。 
• [Target] [Use fix address]を選択します。IPアドレ
スとポート番号を入力するフィールドが表示されるので、
サーバーのIPアドレスとポート番号を入力します。 

設定例： 
[Name] rdp 

[From] 192.168.1.2/32 

[To] 192.168.1.1/32 

[Port] 3389 

[Target] [Use fix address] 
192.168.1.3:3389 



アクセス監視-7(RDP設定③) 
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続いて、[Enable Indexing]にチェックします。 
[commit] ボタンをクリックします。 
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ターミナルエミュレーターを起動します。接続先
のホストには、SCBのIPアドレスを指定します。
TCPポート番号には、SCBの接続ポリシーで
[Port]に設定したポート番号を入力します。 

アクセス先サーバーが登録されていない場合は、
確認画面が表示されますので、[はい]をクリッ
クして接続処理を続けます。 

SSH接続例-1 
SSH接続の確認をします。ここでは、PuTTYを使用し、SSHサーバー(Linux)に
接続してます。（※接続先はSCBのIPアドレスであることに注意してくださ
い。） 
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SSH接続例-2 

サーバーにアクセスするためのユーザー名とパ
スワード（パスフレーズ）を入力します。 

サーバーへのログインが完了すれば、SCBを通して無
事に接続したことになります。 

※SSHプロトコルv2をサポートしています。v1はサポートしていません。 
※サポート（動作確認）しているSSHクライアントは以下になります。 
OpenSSH, Dropbear, SecureCRT, PuTTY 



46 

まず、リモートデスクトップを起動します。[コン
ピュータ]にSCBの外部インターフェースに設定した
IPアドレスを入力します。 
[接続]をクリックします。 サーバーの[アカウント名]と[パス

ワード]を入力します。ログイン
できることを確認します。 

RDP接続例-1 
RDP接続の確認をします。ここでは、Windowsのリモートデスクトップ接続を
使用し、RDPサーバー(Windows2012 R)に接続してます。（※接続先はSCBの
IPアドレスであることに注意してください。） 

このようなメッ
セージには、[は
い]をクリックし
て、接続処理を
続けます。 



RDP接続例-2 
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※接続時に、以下のようなエラーが発生した場合
はまず、リモート接続で「ネットワークレベル認
証」のみ許可されているので、サーバー側の設定
で[ネットワークレベル認証でリモートデスク
トップを実行しているコンピュータからのみ接続
を許可する]のチェックをオフしてください。 
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[Main menu]の[Active connections]で接続中のセッションを確認することが
できます。 

接続の確認 

接続中のセッシ
ョンを再生しま
す。 

接続中のセッシ
ョンを切断しま
す。 [System Monitor]画面にも、プロト

コルごとに接続中のセッション数が表
示されます。 
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監査証跡の検索-1 

カレンダーが表
示され、日時を
選択できます。 

プロトコルで 
フィルタ 

アクセス許可/
拒否でフィル
タ 

ダウンロードボ
タンから監査ト
レイルをダウン
ロードできます 

Source IP 、Destination IP 、 
Username などによる検索も可能です 

[Search]>[Search]ページで、保存された監査証跡を、アクセス許可/拒否，プ
ロトコル，ポリシー名，チャネルタイプなどを指定して検索できます。 

月、週、日な
どの範囲で出
力表示を切り
替えられます。 

接続の詳細情報
ウィンドウが表
示されます。 
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監査証跡の検索-2 
監査証跡内の実行されたコマンドや表示結果を検索するには[Screen content]
フィールドに検索したい文字列を入力して、[Filter>>>]をクリックします。 

※各コネクションポリシーで[Enable indexing]を有効にする必要があります。 

例：suコマンドが使われた監査
証跡を検索します。 

★マークは
検索結果の
検索率を示
します。 

★マークは
アーカイブ
された監査
証跡を表し
ます。 
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監査証跡の検索-3 
[Search]ページで、 をクリックすると、監査証跡の詳細な情報を表示します。 

接続のユーザー
名を表示。 

接続の認証結果、
接続の判定、プ
ロトコル、接続
ポリシー、クラ
イアントとサー
バーのアドレス
を表示。 

インデックス情
報。 

監査証跡のリン
ク情報。 

検索結果を時系
列で表示。 

接続のイベント
情報を表示。 

スクリーン
ショットを表示。 
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監査証跡の再生-1 

監査証跡をデスクトップなどに保存し
ます。 
監査証跡は以下のような、zatファイル
に保存されます。 

ダウンロードした監査トレイルをダブルクリックする
と、自動的にAudit Playerが立ち上がります。 

[Search]ページで、 をクリックし、監査証跡をダウンロードします。ダウン
ロードした監査証跡をAudit Playerで再生します。（ SCBで記録した監査証跡は
動画のように再生することができます。） 

※アーカイブされた監査証跡は  マークになります。 
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監査証跡の再生-2 
[Drawing]      の行をダブルクリックします。再生ウィンドウが表示さ
れます。 

監査証跡を再生
します。 

再生速度を変更
できます。 

クライアントの
キー入力文字を
表示します。 

スナップショッ
トが撮れます。 

※Audit Playerの他に、ブラウザ(プラグイン対応)、Balabit Desktop Player（プレ
ビュー版）で再生可能です。 
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監査証跡の再生-3 
画面を閉じると、現在のプロジェクトを保存するか、確認を求められます。特に設定など
の変更がない場合は、[No]をクリックして終了してください。 
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   補足-Audit Playerのインストール-1 
Audit Player は 以下の 32bit および 64bit プラッフォームに対応して
います。 

• Microsoft Windows XP 
• Windows Server 2003 
• Windows Vista 
• Windows Server 2008 
• Windows 7 
• Windows 8 
• Windows 8.1 
• Windows Server 2012 
• Windows Server 2016 

 

※Audit Playerの最小解像度は 1024x600 です。 
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   補足-Audit Playerのインストール-2 

Audit Playerのインストーラをダブルクリックします。 

使用許諾に、[I Agree]をクリックします。 X11フォントの使用許諾に、[I Agree]をク
リックします。 
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   補足-Audit Playerのインストール-3 

インストール中にX11接続用のフォントをインス
トールするかの確認に、[はい]をクリックします。 

インストール先を指定します。[Install]をク
リックします。 

インストールが開始されます。 
ファンとがインストールされ、フォント
フォルダが表示されますので、そのまま閉
じます。 



58 

   補足-Audit Playerのインストール-4 

Audit Playerのインデックスサービスは使用しない
ので、チェックオフのまま[Save Settings]をク
リックします。 

※Audit Playerのインデックスは5 LTS
からサポートされません。 

インストールが完了しましたので、[Close]をク
リックします。 



59 

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 
URL  http://www.jtc-i.co.jp/ 
技術サポートに関するお問合せ 
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php  

http://www.jtc-i.co.jp/
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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