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まえがき 

このドキュメントでは、SPS(Safeguard for Privileged Sessions、(旧 Balabit SCB))の設定、および管

理方法について説明します。また、製品に使用されているテクノロジー、およびコンセプトのバック

グランド情報についても説明します。 

各章の要約 

第 1 章：「1 イントロダクション」では、SPS の主な機能、および目的について説明します。 

第 2 章：「2 SPS のコンセプト」では、SPS の技術的なコンセプト、および原理について説明します。 

第 3 章：「3 ウェルカムウィザードと最初のログイン」では、SPS をインストール後、最初に何をする

か説明します。初期設定の為の、ステップバイステップガイドになります。 

第 4 章：「4 基本設定」では、SPS の基本的な設定について説明します。 

第 5 章：「5 ユーザー管理とアクセスコントロール」では、SPS にアクセスするユーザーの認証、承

認、およびアカウント設定について説明します。 

第 6 章：「6 SPS の管理」では、SPS をホストとして管理する方法の詳細について説明します。 

第 7 章：「7 一般的な接続設定」では、一般的な接続のコンフィグレーションについて説明します。 

第 8 章：「8 HTTP 固有の設定」では、HTTP プロトコルのみで利用可能なコンフィグレーションにつ

いて説明します。 

第 9 章：「9 ICA 固有の設定」では、ICA プロトコルのみで利用可能なコンフィグレーションについて

説明します。 

第 10 章：「10 RDP 固有の設定」では、RDP プロトコルのみで利用可能なコンフィグレーションにつ

いて説明します。 

第 11 章：「11 SSH 固有の設定」では、SSH プロトコルのみで利用可能なコンフィグレーションにつ

いて説明します。 

第 12 章：「12 Telnet 固有の設定」では、Telnet プロトコルのみで利用可能なコンフィグレーション

について説明します。 

第 13 章：「13 VMware Horizon View 接続」では、SPS を使用して VMware Horizon View 接続を制

御、および監査する方法について説明します。 

第 14 章：「14 VNC 固有の設定」では、VNC(Virtual Network Computing)プロトコルのみで利用可
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能なコンフィグレーションについて説明します。 

第 16 章：「監査証跡の閲覧および SPS の接続データベース」では、さまざまタイプのログメッセー

ジ、および SPS の監査証跡を参照する方法と、それにどのような情報が含まれているか説明

します。 

第 17 章：「高度な認証および承認技術」では、接続にゲートウェイ認証、あるいは 4-eyes 認証を

設定する方法について説明します。 

第 18 章：「レポート」では、管理者の行動、システム情報、処理されたトラフィック情報のレポートを

作成する方法について説明します。 

第 19 章：「SPS の RPC API」では、RPC API を使用して SPS にアクセスする詳細について説明し

ます。 

第 20 章：「SPS の REST API」では、REST API を使用して SPS を設定する方法について説明しま

す。 

第 21 章：「SPS のシナリオ」では、SPS を使用した一般的なシナリオについて説明します。 

第 22 章：「SPS のトラブルシューティング」では、SPS のトラブルシューティング、およびメンテナン

ス手順について説明します。 

付録 A：「外部デバイスの設定」では、外部デバイスに選択したトラフィックを SPS にリダイレクトす

るように設定するシナリオについて説明します。 

付録 B：「エージェントフォワードでの SCP の使用」では、エージェント転送で SCP を使用する為の

ソリューションを提供します。 

付録 C：「SPS の設定へのセキュリティチェックリスト」では、SPS を安全に構成するためのベスト

プラクティスを説明します。 

このガイドの表記規則 

このガイドを使用する前に、ドキュメントに使用されている用語および表記規則について理解する

ことは重要です。 

以下のアイコンや文書の形式は、ドキュメントで特別な情報を示しています。 

[太文字] 

Safeguard Desktop Player のメニューや Windows ダイアログのボタンなどを表しています。 
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 注釈： 

ベストプラティクスおよび推奨事項などの情報を提供します。 

 

 
注意： 

ドキュメントの指示に従わない場合、データの損失、あるいはデバイスが誤作動する可能性を

示唆します。 

 

 警告： 

物損や人命にかかわる重要事項です。 

1 イントロダクション 

この章では、技術的な説明ではなく、SPS(Safeguard for Privileged Sessions、(旧 Balabit SCB))を

紹介します。SPS がどのようにして、そして、なぜ有益なのか、IT インフラストラクチャにどのような

付加セキュリティを提供するかについて説明します。 

1.1 SPS とは 

SPS は、サーバーへのリモート管理アクセスを制御、監視、および監査するデバイスです。サーバ

ー管理に使用される暗号化された接続を制御することによって、サーバー管理者、およびサーバ

ー管理プロセスを監視するツールです。SPS はクライアントとサーバーから完全に独立していて、

外部に設置する透過的なデバイスです。SPS を使用するために、サーバー、およびクライアントの

アプリケーションを変更する必要はありません。そのため、既存のインフラストラクチャにスムーズ

に組み込むことができます。 

SPS は（設定の変更や実行されたコマンドなども含む）すべての管理トラフィックを監査証跡に記

録します。すべてのデータは暗号化され、タイムスタンプ付きの署名されたファイルに保存され、

変更や改ざんを防ぎます。サーバーの設定ミス、データベースの操作、予期しないシャットダウン

など、どのような問題に対しても、イベントの状況は監査証跡から容易に入手できます。従って、イ

ンシデントの原因を簡単に特定することができます。記録された監査証跡は、映画のように映しだ

されます。つまり、管理者のすべての行動を再現することができます。すべての監査証跡にインデ

ックスを付け、再生中に早送りしたり、イベント（例えば、マウスクリックや Enter キーを押したこと）

や管理者が見たテキストを検索したりすることができます。レポートや自動検索も設定することも

できます。通信に含まれる機密情報を保護するために、トラフィックの 2 つの方向（クライアント→

サーバー、サーバー→クライアント）に対して別々に異なる鍵で暗号化することができます。従って、

パスワードのような機密情報は必要な時にのみ表示されます。 
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SPS は SSH、RDP、Telnet、TN3270、TN5250、Citrix ICA、および VNC の接続を完全に制御し、管

理者への作業のための枠組み（強固な境界線）を提供します。SPS の特筆すべき特徴は以下に

なります。 

 不要なチャネルや機能を無効にします。（TCP ポートフォワーディング、ファイル転送、VPN

など）。 

 選ばれた認証方式（パスワード認証方式、公開鍵認証方式）の使用を強制できます。 

 SPS ゲートウェイでアウトバンド認証を要求します。 

 リアルタイムモニタリング機能と監査機能を備えた 4-eyes 認証を強制できます。 

 暗号化されタイムスタンプ付きのデジタル署名された監査証跡中の選択されたチャネルを

監査します。 

 LDAP データベースからユーザーのグループメンバーシップを取得します。 

 アクセスしたサーバーのホストキー、およびサーバー証明書を確認します。 

SPS は HTTPS 接続、JavaScript、およびクッキーをサポートしている、最新の Web ブラウザで設

定および管理できます。 

1.2 SPSではできないこと 

SPS はファイアウォールではありません。高度なファイアウォール技術を使用していますが、サー

バー管理プロセスに焦点を当てた、アクセス制御、および監査デバイスです。実際には、サーバ

ーへのリモート管理アクセスの制御、監視、および監査を行うデバイスです 

SPS はリモートでサーバーにアクセスする管理者の通過するトラフィックのみ監視します。従って、

ローカルアクセスからサーバーを保護することも、そのようなイベントを検知することもできません。

誰かが、ローカルコンソールから保護されたサーバーにアクセスした場合、その人が行ったことは

SPS ではわかりません。 

SPS はサーバーへの管理アクセスを制御するために使用できます。大規模なサーバーファーム

の場合に、アクセスポリシーを変更、あるいは制限する簡単な方法を提供します。例えば、SSH で

パスワードベース認証を無効にしたり、RDP チャネルを制御したり、管理者アカウントを拒否する

ために、各サーバーの設定を一つずつ変更する必要はありません。ただし、SPS をサーバーの適

切な設定を（行うことを）置き換えるためには使用できませんし、するべきではありません。そのよ

うな大雑把なサーバー設定は、必然的に SPS の範囲を超えたセキュリティリスクをもたらします。 
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1.3 SPSはなぜ必要か？ 

サーバーに関する重要なイベントをすべて記録するには、サーバー管理を監査する必要がありま

す。とはいえ、セキュリティ上の理由から、サーバーは、ほとんど暗号化されたプロトコルを使用し

て管理されているため、システム管理の監視、および監査は難しくなります。信頼性のある監査を

達成するには、データの収集は透過的かつクライアントとサーバーから独立してなければなりませ

ん。さもないと、スキルのある管理者（あるいは攻撃者）はログを操作して自分の行動や他のイベ

ントの痕跡を隠すことができてしまいます。SPS は、管理に使う暗号化されたチャネルを透過的に

監視し、システム管理者を監視するための、別の監査人（層）を導入することで、それらの問題を

まさに解決するものです。 

RDP (VMware Horizon View も含む)、Citrix ICA、および VNC の監査機能はシンクライアントアプ

リケーションやヘルプデスクで実行される行動の記録、およびアーカイブに役立ちます。 

また、SPS の SSH、Telnet、TN3270、および HTTP の監査はネットワークデバイスの管理を記録、

およびアーカイブに役立ちます。 

1.4 SPSは誰が使用しますか？ 

SPS はサーバーを保持していて、管理者の行動を制御し監査する必要があるすべての人に役立

ちます。特に SPS は以下のような運用において非常に威力を発揮します。 

 コンプライアンスポリシー： 

Sarbanes-Oxley Act (SOX)や Basel Ⅱのような規制では、組織の財務責任者に、当局に提

供するすべての財務データが正確で修正されていないことを証明することが要求されていま

す。他の業界では、個人情報やクレジットカード情報の保護に関する同様な規制（Health 

Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)や Payment Card Industry Data Security 

Standard (PCI DSS)）があります。そのようなデータは通常、中央のサーバーに格納され、会

計ソフトウェアなどの専用のアプリケーションのみアクセスできます。これらのアプリケーショ

ンは、コンプライアンスポリシーの必要なログ、およびレポートを生成します。とはいえ、これ

らのアプリケーションはデータベースへの正当なアクセスのみ認識しています。メンテナンス

の理由により、サーバー管理者もまたデータベースを格納しているサーバーにアクセスでき

る必要があります。サーバーのスーパーユーザー権限を持つ、これらの管理者はデータベー

スに直接アクセスし操作することが可能で、サーバーログからそのような行動の痕跡を消す

ことも可能です。しかし、SPS は管理者の行動を監査し、他のアプリケーションが出力したロ

グ、およびレポートを補完することができます。 
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 IT アウトソーシングしている組織： 

多くの組織は自社のサーバーや IT サービスの設定、メンテナンス、および監視のために、外

部の会社に依頼しています。これは暗に、組織がすべてのデータ（例えば、プライベートやビ

ジネス e-メール、顧客情報など）、あるいはオンライショップの運用のようなビジネスクリティカ

ルなサービスでさえ、この外部の会社の管理者を信頼せざるを得ないことを意味します。明ら

かに、このような状況では、すべての管理活動を確実に記録できる独立したデバイスを持つ

ことが安心です。SPS はこれをまさに実現します。サーバーのこのような問題に関する詳細な

情報を提供し、それらの管理者を簡単に見つけることができます。4-eyes 認証を使用して、

SPS はリモートサーバアクセス、および管理者の行動をリアルタイムで制御します。 

 リモート管理を提供する組織： 

アウトソーシングラインの相手側（ウェブホスティングのような企業）の組織も、SPS が有益で

す。管理者を監視して監査する可能性を与え、彼らの有効性を評価するための優れたツー

ルでもあります。記録された監査証跡はリモートで管理されているサーバーに関する問題を

解決するための証拠としても使用できます。また、SPS は記録された監査証跡、およびアクセ

スレポートを使用して、サービスの履行を検証することができるので、サービスレベルアグリメ

ント(SLA)に対する制御も改善します。 

 シンクライアントインフラストラクチャを使用する組織： 

SPS は一般的なシンクライアントソリューションで使用されているチャネルを監査し、アプリケ

ーションに依存しない形で、すべてのクライアントの行動を記録し監視します。 

 SSH アクセスを制御する必要のある組織： 

多くの組織では SSH 接続の発信を許可する必要があります、しかし、実際には他のプロトコ

ルを SSH でトンネリングできてしまうため、制御なしでは接続を許可したくはありません。SPS

は SSH 接続で許可されるトラフィックの種類を制御できます。ターミナル接続、SFTP ファイル

転送、ポートと X11 フォワーディング、あるいはエージェントフォワーディングなど異なるトラフ

ィックタイプを個別に有効にすることができます。 

 ジャンプホストを使用する組織： 

多くの組織では、サーバーやリモートサービスにリモートアクセスするために、ジャンプホスト

を使用します。SPS はジャンプホストへのすべてのアクセスを認証、および監査するために使

用できます。SPS は強力な認証方式（例えば、X.509 証明書ベース認証）、およびユーザーデ

ィレクトリ（例えば、Microsoft アクティブディレクトリや LDAP データベース）に対する認証をサ

ポートすることにより、ホストキー、およびパスワード管理を大幅に簡素化できます。これは、

組織が多くのリモートホストや多くのジャンプホストにアクセスする必要がある場合に特に有

効です。 
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1.5 導入実績 

SPS を導入している企業の一部をご紹介します。（金融部門の以下の企業は彼らのシステム環境

に SPS を導入しています。） 

 Alfa Bank (Read Case Study) 

 Emerging Markets Payments Jordan (Read Case Study) 

 Dubai Islamic Bank PJS 

 National Bank of Kuwait 

 Svenska Handelsbanken AB (Read Case Study) 

 The Central Bank of Hungary 

 Ankara University (Read Case Study) 

 ČEZ Group (Read Case Study) 

 Leibniz Supercomputing Centre (LRZ) (Read Case Study) 

 MTS Ukraine Mobile Communications 

 Orange Telecom (Read Case Study) 

2 SPSのコンセプト 

この章では、SPS の技術的な概念について説明します。 

2.1 SPSの原理 

SPS はアプリケーションレベル（レイヤー7、あるいは OSI モデルのアプリケーション層）のトラフィッ

クを検査するデバイスです。すべての通信は各プロトコルの標準に準拠していなければなりませ

ん。SPS は Secure Shell (SSH, X11 トラフィック転送を含む)、Secure Copy (SCP)、SSH File 

Transfer Protocol (SFTP)、Remote Desktop (RDP)、HTTP、Independent Computing Architecture 

(Citrix ICA)、Telnet、VMware Horizon View、および VNC 接続を検査します。その他のタイプのトラ

フィックはすべて無視して単純に転送します。SPS は man-in-the-middle（中間者）技術を使用して、

検査された接続を解読し、必要であれば終了させます。接続を 2 つに（クライアント→SPS、SPS→
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サーバー）分け、トラフィックを検査します。サーバーとクライアントの間で直接データを転送するこ

とはできません。 

Figure 2-1 SPS の SSH トラフィックの検査イメージ 

 

SPS はクライアントとサーバーが通信で使用する暗号化パラメーターを決定する時の、接続の最

初のネゴシエーションフェーズを完全に制御します。SPS はさまざまなアルゴリズムの使用を制限

し、弱いものの使用を禁止することができます。つまり、ダウングレード攻撃に対する効果的な対

策になります。 

SPS はクライアントとサーバー間の接続を 2 つの別々の接続に分離するため、許可されるアルゴ

リズムがサーバー側とクライアント側で異なる場合があります。 

SPS はユーザー認証を含む、接続を最初から制御します。ユーザー情報を利用できるプロトコル

（例、SSH）に強力な認証を要求することは簡単にできます。なぜなら、SPS は許可された認証方

式、およびサーバーにアクセス許可されたユーザーを制限することができるからです。 

SPS はプロトコルの接続、あるいは特定のチャネルに、誰が、いつ、どのようにアクセスできるかを

制限するために、さまざまなポリシーを使用します。これらのポリシー（ユーザー名や認証方法な

どに基づいて）はクライアントとサーバー間の接続、あるいは接続の特定のチャネル（例えば、

SSH のターミナル接続のみ、あるいは RDP のデスクトップ共有）にも適用することができます。 

Figure 2-2 プロトコルのチャネル制御イメージ 
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SPS は管理者あるいは監査人が Web ブラウザを使用して設定します。 

2.2 SPSのポリシー 

SPS は一連のポリシーを通じて接続のアクセスを制御します。ポリシーは接続のさまざまなパラメ

ーターを指定でき、SPS がアクセスを監視、および制限する接続のタイプを定義できます。SPS に

接続要求があると、SPS は接続ポリシーを、ポリシーリストの最初のポリシーから、接続要求のパ

ラメーターと一つ一つ比較します。接続要求と完全に一致する最初の接続ポリシーが接続に適用

されます。 

Figure 2-3 ポリシーの処理イメージ 

 

ここでは、各ポリシータイプの簡単な定義、およびポリシータイプごとの階層についても説明します。 

接続ポリシー：接続ポリシーは、特定のクライアントとサーバー間の接続をどのような方法で制限

したいかの詳細を指定することができます。送信元アドレスや宛先アドレスなどの基本的な設定に

加えて、SPS あるいはサーバーへの認証のような高度な設定もできます。さらに、接続ポリシーは

制御したい接続の詳細が定義されている他のポリシーも参照します。 

プロトコルによっては、接続ポリシーは以下のような設定もできます。 

 ユーザーがターゲットサーバーに自動ログインするための資格情報ストア設定。 

資格情報ストアについては「2.3 資格情報ストア」を参照してください。 

 外部システムと連携するプラグイン設定。ターゲットサーバーの認証前にオプションでユー

ザー認証できます。 

プラグインの詳細については「2.4 プラグインフレームワーク」を参照してください。 
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接続ポリシーの設定の詳細については、「7.1 接続設定」を参照してください。 

チャネルポリシー：チャネルポリシーは接続で使用できるチャネル（例えば、SSH のターミナルセッ

ションやセキュアコピー、あるいは RDP の drawing や clipboard）を制御します。接続で許可されて

いるチャネルリストを表示してチャネルを指定し、ユーザーリスト、ユーザーグループ、あるいはク

ライアント、あるいはサーバーの IP アドレスに基づいて制限するルールを指定することもできます。

また、チャネルポリシーでコンテンツポリシー、およびタイムポリシーを指定することができます。特

定のチャネルの監査を有効にする設定もチャネルポリシーで行います。 

チャネルポリシーの設定の詳細については「7.5 チャネルポリシーの作成と変更」を参照してくださ

い。 

コンテンツポリシー：コンテンツポリシーは、（ポリシーで指定した）特定のコマンドやテキストがコマ

ンドラインやスクリーンに現れた時にイベントを記録したり、アラートを発生したり、接続を終了させ

たりすることができます。 

コンテンツポリシーの作成の詳細については「7.6.1 新しいコンテンツポリシーの作成」を参照してく

ださい。 

タイムポリシー：タイムポリシーは、ユーザーが特定のチャネルにアクセスが許可されている時に、

使用できる時間枠を指定し、そのチャネルの利用を制限します。 

タイムポリシーの設定の詳細については、「7.7 タイムポリシー設定」を参照してください。 

監査ポリシー：監査ポリシーは、監査証跡ファイルを暗号化、タイムスタンプ、および署名する設定

ができます。これにより、特権ユーザーの行動の記録が保存された監査証跡ファイルへの操作を

防ぐことができます。 

監査ポリシーの作成の詳細については、「7.10 監査ポリシー」を参照してください。 

認証ポリシー：認証ポリシーは、クライアント側、およびサーバー側の接続で使用できる認証方式

を定義します。 

認証ポリシーの作成の詳細については、「11.3 認証ポリシー」を参照してください。 

LDAP ポリシー：LDAP ポリシーは、制御する接続のユーザーを認証するための LDAP サーバー

の詳細を設定できます。 

LDAP ポリシーの作成の詳細については、「7.9 LDAP サーバーへのユーザー認証」を参照してくだ

さい。 

ユーザーマッピングポリシー：ユーザーマッピングポリシーは、リモートサーバーにアクセスが許可
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されるユーザー名を指定し、そのユーザー名を使用しユーザーグループを設定します。 

ユーザーマッピングポリシーの設定の詳細については、「17.1 ユーザーマッピングポリシー設定」

を参照してください。 

アーカイブポリシー：アーカイブポリシーは、監査証跡、および接続関連のデータをアーカイブする

ための、アーカイブプロセスの詳細を設定できます。例えば、アーカイブファイルを格納するターゲ

ットサーバー、アーカイブファイルを整理するディレクトリ構造を設定できます。 

アーカイブポリシーの作成の詳細については、「4.8 アーカイブとクリーンアップ」を参照してくださ

い。 

バックアップポリシー：バックアップポリシーは、接続データをバックアップできるバックアップサー

バーのアドレス、アクセスに使用するプロトコル、バックアップサーバーへの認証の詳細など定義

します。 

バックアップポリシーの作成の詳細については、「4.7 データとコンフィグレーションのバックアップ」

を参照してください。 

Figure 2-4 SPS のポリシー階層図 

 

2.3 資格情報ストア 

資格情報ストアは、パスワード、秘密鍵、証明書などのユーザー認証情報のリポジトリです。ユー
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ザーは実際にこれらの資格情報にアクセスすることなく、ユーザーがアクセスしたいターゲットサ

ーバーにユーザー認証するために使用されます。資格情報は SPS のローカル資格情報ストア、

あるいは外部のサードパーティーのパスワード管理システムから、認証されたユーザーになりす

ました SPS によって透過的に取り出されます。この自動で行われるパスワード検索は、ユーザー

が情報にアクセスできないため、パスワードの機密性を保護する方法として重要です。 

資格情報ストアを使用して接続にアクセスするユーザーはゲートウェイ認証を使用して SPS で認

証される必要があります。ゲートウェイパスワードを使用して SPS にログインするだけで、ターゲッ

トサーバーへのアクセスが許可されていれば、SPS は資格情報ストアを使用して自動的に（ターゲ

ットサーバーに）ログインします。ゲートウェイ認証の詳細については、「2.13 ゲートウェイ認証のプ

ロセス」を参照してください。 

Figure 2-5 資格情報ストアを使った認証イメージ 

 

資格情報ストアは SPS のローカル、あるいはリモートデバイスに保存できます。リモートの資格情

報には、SPS は現在、Lieberman Enterprise Random Password Manager (ERPM)、あるいはプラグ

インを使用した外部の認証・承認システムとの連携をサポートしています。 

資格情報ストアの詳細については、「17.4 サーバー側の認証での資格情報の使用」を参照してく

ださい。 

2.4 プラグインフレームワーク 

SPS は外部の認証・承認システム、外部の資格情報ストア、チケットシステム、あるいはサードパ

ーティーの認証・承認ソリューションと連携するためのプラグインフレームワークを提供しています。 
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Figure 2-6 外部の認証・承認システムによるユーザー認証、および以下のプロセス概要では、外

部の認証・承認システムと連携して、どのようにユーザー認証が高いレベルで動作しているか説

明します。 

Figure 2-6 外部の認証・承認システムによるユーザー認証 

 

1. クライアントはターゲットサーバーに接続を確立しようとします。 

2. SPS は接続に一致する接続ポリシーに AA プラグインが設定されていることを確認すると、

ゲートウェイ認証として動作します。ゲートウェイ認証の詳細については、「2.13 ゲートウェ

イ認証のプロセス」を参照してください。 

3. SPS はクライアントに資格情報の入力を求めるため、プロンプトを表示します。 

4. クライアントはプロンプトに認証情報を入力し、SPS に情報を渡します。 

5. SPS は API を使用して外部の認証・承認システムにクライアントの詳細情報を転送します。 

6. 外部の認証・承認システムは、受信したデータを検証して結果を SPS に戻します。 

7. クライアントが外部の認証・承認システムによってアクセスが許可されている場合、SPS は

ターゲットサーバーにクライアントを認証し、接続を確立します。 

プラグインの設定の詳細については、「17.5 チケットシステムとの連携」、および「17.6 外部の認証

および承認システムとの統合」を参照してください。 
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2.5 インデックス 

SPS は監査証跡の内容をインデックス付けすることができ、特権ユーザーの行動の記録を簡単に

検索できます。監査証跡にはターミナルセッション（SSH や Telnet）、およびグラフィカルプロトコル

（RDP、Citrix ICA や VNC）から記録されたユーザーの行動データが含まれています。監査証跡に

記録されたデータには、マウス操作、キーストロークなどがあります。内部インデクサ、あるいは一

つ以上の外部インデクサを使用して、SPS はある時点にユーザーの画面に表示されたコンテンツ

のエレメントを決定します。画面コンテンツのエレメントには、コマンド、ウィンドウタイトル、IP アドレ

ス、ユーザー名などが含まれています。 

インデクサは監査証跡ファイルを処理した結果、次のタイプの出力を生成します。 

 テキスト 

 スクリーンショットファイル 

 再生用ビデオファイル 

SPS はインデックスの出力を取り出し、検索可能な単位に分解します。 

Figure 2-7 監査証跡のインデックス付け、および以下のプロセス概要では、インデックス付けの動

作を説明しています。 

Figure 2-7 監査証跡のインデックス付け 

 

1. SPS は、SPS を通過する監査された接続のプロトコルのトラフィックを監視、および記録し

ます。プロトコルのトラフィックデータは監査証跡ファイルに記録されます。 

2. 接続が閉じられると、SPS はインデクサに監査証跡ファイルを送ります。 

3. インデクサは監査証跡ファイルの内容を解析し、画面に表示された内容に基づいて、特権

ユーザーの行動データの inventory を構築します。 
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ターミナル接続の場合、画面の内容はターミナルウィンドウでキャプチャされた行動データ

に対応します。グラフィカルプロトコルの場合、画面の内容はユーザーが操作しているアプ

リケーションのグラフィカルなユーザーインターフェースに表示されているものになります。

後者の場合、インデクサの OCR (Optical Character Recognition)エンジンが画面に現れた

テキスト（ウィンドウタイトル）を抽出します。 

4. インデクサは監査証跡ファイルを解析して抽出した情報を SPS に返します。 

5. SPS は前段階で行われた解析と OCR の結果を処理し、データ検索を可能にします。 

6. インデックス付けが完了すると、監査証跡の内容は SPS の Web インターフェースから検索

することができます。 

内部インデクサ、および外部インデクサの設定の詳細については、「15 監査証跡のインデックス」

を参照してください。 

2.6 サポートプロトコルとクライアントアプリケーション 

SPS は以下のプロトコル、およびクライアントアプリケーションをサポートしています。原則として、

特にテストしていませんが、関連プロトコルに準拠しているクライアントアプリケーションであれば

SPS で動作するはずです。ベンダーあるいはメーカーがサポート終了した後、以下のクライアント

およびサーバーアプリケーションはベストエフォードでサポートします。ベストエフォードとは、ベン

ダーのサポートが得られないので、既知の知識で問題を解決や簡単な実装を施すのみ対応する

ということです。 

HTTP： 

HTTP 1.0 および 1.1 標準 

Secure Shell Protocol： 

SSB は SSHv2 プロトコルのみサポートしています。それより前の v1 はサポートしていません。 

サポートクライアントおよびサーバーアプリケーション： 

 OpenSSH (client and server) 

クライアントとサーバーは最新リリースバージョンを一週おきにテストしています。 

 OpenSSH (client and server) with X.509 patch 

クライアントとサーバーは OpenSSH_7.1p2、および OpenSSL 1.0.2f-fips 28 Jan 2016 でテ

ストされています。 

http://roumenpetrov.info/secsh/#features


 

 

 

 

  Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS 

管理者ガイド 

Rev. 1.0 

 16 / 577 

 Dropbear (client and server) 

version 2015.67.でテストされています。 

 SecureCRT (Windows, client) 

version 7.3.4 でテストされています。 

 PUTTY (client) 

version 0.65.でテストされています。 

Remote Desktop Protocol： 

サポート Windows クライアントアプリケーション： 

次のプラットフォーム用にビルドされているアプリケーション。Windows 7 SP1、Windows 8.1、

Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、および Windows 10。 

サポート Mac OS X クライアントアプリケーション： 

Royal TSX クライアントアプリケーション。Mac OS X Yosemite で Royal RSX 2.0 でテストされてい

ます。 

サポートサーバー（ターゲット）アプリケーション： 

次のプラットフォーム用にビルドされているアプリケーション。Windows Server 2012、Windows 

Server 2012 R2、Windows Server 2016、および Windows 10。 

リモートデスクトップサービス（RemoteApp プログラム）へのアクセスもサポートしています。 

 
注釈： 

他のリモートデスクトップクライアントは明示的にサポートしていませんが、SPS で利用可能で

す。他のクライアントアプリケーションを使用する場合は以下の制限に注意してください。 

 rdesktop アプリケーション、および他のクライアントアプリケーション（例、JAVA クライ

アントなど）は、RDP シャドウイング、およびリモートデスクトップゲートウェイ接続をサ

ポートしていません。 

 Mac アプリケーション用のリモートデスクトップ接続クライアントは RDP シャドウイング

をサポートしていません。 

ICA： 

SPS は、以下のサーバーバージョンをサポートしています。 

 Citrix Virtual Apps (以前は Citrix XenApp として知られている) 6.5 

http://www.rdesktop.org/
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/remote/remote-desktop-services/clients/remote-desktop-mac
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 Citrix Virtual Apps 7.6 

 Citrix Virtual Apps 7.15 

 Citrix Virtual Desktops (以前は Citrix XenDesktop として知られている) 6.5 

 Citrix Virtual Desktops 7.6 

 Citrix Virtual Desktops 7.15 

Citrix Virtual Desktops (以前は Citrix XenDesktop として知られている)をサポートするデプロイシ

ナリオの詳細については、「9.4 Citrix環境でのSPSのデプロイメントシナリオ」を参照してください。 

Windows、Linux、および MacOS の Citrix Workspace app (以前は Citrix Receiver として知られて

いる)の最新のバージョンがサポートされています。 

Telnet： 

Telnet は RFC854、および次の拡張規格に準拠している必要があります。RFC 856-861、652-658、

698、726-27、732-736、749、779、885、927、933、1041、1043、1053、1073、1079、1091、1096-97、

1184、1372、1408、1572、2066、2217、2840、2941、および 2946。 

TN3270：Telnet 3270 ターミナルプロトコル。 

TN5250：Telnet 5250 ターミナルプロトコル（RFC2877）。 

Remote Desktop Gateway Server プロトコル（RDGSP）： 

SPS はリモートデスクトップゲートウェイ（RD ゲートウェイ）として機能することができ、着信した接

続を RDP 接続に転送します。 

Virtual Network Computing： 

VNC バージョン 3.3-3.8 をサポートしています。サポートクライアント、およびサーバーアプリケーシ

ョンは次になります。RealVNC、UltraVNC、TightVNC、KVM、Vino。 

VMware Horizon View： 

リモートデスクトップ(RDP)ディスプレイプロトコルを使ってリモートサーバーにアクセスする VMware 

Horizon View クライアントもサポートしています。詳細については、「13 VMware Horizon View 接

続」を参照してください。 

https://tools.ietf.org/html/rfc2877
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2.7 動作モード 

SPS はトランスペアレント（透過）、およびノントランスペアレント（非透過）の両方のモードを監視す

るように設定できます。 

 トランスペアレントモードでは、SPS は 2 つのネットワークセグメント間のトランスペアレント

（透過）ルーターとして動作します。詳細は「2.7.1 トランスペアレント（透過）モード」を参照し

てください。 

 ポリシーベースのルーティングを使用して、同じネットワークセグメント内の接続を SPS に

転送することもできます。この場合、シングルインターフェーストランスペアレント（透過）ル

ーターとして動作します。詳細は「2.7.2 シングルインターフェーストランスペアレント（透過）

モード」を参照してください。 

 ノントランスペアレント（非透過）モードでは、保護されたサーバーに接続を開始するために

SPS を宛先にする必要があります。詳細については、「2.7.3 ノントランスペアレント（非透過）

モード」を参照してください。 

 SPS を宛先にした場合、接続するサーバーを選択するのにインバンド宛先選択を使用する

こともできます。詳細については、「2.7.4 インバンド宛先選択」を参照してください。 

運用、およびサーバー管理トラフィックのみを SPS を通過するようにネットワークトポロジーを設計

することを推奨します。これにより、SPS が故障した場合でも、サーバー上で実行されているサー

ビスとアプリケーションにアクセスできるため、SPS は単一障害点とはなりません。 

2.7.1 トランスペアレント（透過）モード 

トランスペアレントモードでは、SPS は管理者のネットワークセグメントをネットワーク層（OSI モデ

ルの 3 層）で保護された管理セグメントに接続する、トランスペアレントルータとして機能します。す

べての接続はサーバーへアクセスするため SPS を通過しなければなりません。つまり、SPS はプ

ロキシゲートウェイであり、保護されたサーバーを他のネットワークから完全に分離します。制御さ

れた接続、およびトラフィックはアプリケーションレベルで検査され、他のタイプのコネクションはパ

ケットレベルで単に転送されます。 

SPS をシングルインターフェーストランスペアレントルーターとして機能するように設定することもで

きます。詳細については、「2.7.2 シングルインターフェーストランスペアレント（透過）モード」を参照

してください。 

 注意： 
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トランスペアレントモードはマルチキャストトラフィックをサポートしていません。 

Figure 2-8 SPS のトランスペアレント動作イメージ 

 

2.7.2 シングルインターフェーストランスペアレント（透過）モード 

シングルインターフェーストランスペアレントモードはトランスペアレントモードに似ていますが、クラ

イアント側、およびサーバー側の両方のトラフィックが同じインターフェースを使用します。監査さ

れたトラフィックを SPS に転送する、外部デバイス（一般的にはファイアウォール、ルーター、ある

いはレイヤー3 スイッチ）が必要です。このため、外部デバイスは高度なルーティング機能（ポリシ

ーベースルーティング、あるいは PBR と呼ばれるもの）をサポートしている必要があります。シング

ルインターフェーストランスペアレントモードで SPS を動作させるように外部デバイスを設定する詳

細については、「22.10 付録 A 外部デバイスの設定」を参照してください。 
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Figure 2-9 SPS のシングルインターフェーストランスペアレントモード動作イメージ 

 

利点： 

シングルインターフェーストランスペアレントモードを使用する利点は以下になります。 

 クライアントは構成を変更する必要はありません。 

 ネットワークトポロジーは変更されません。 

 監査するトラフィックだけを SPS にルーティングし、その他（業務用）のトラフィックはルーテ

ィングしません。 

欠点： 

シングルインターフェーストランスペアレントモードを使用する欠点は以下になります。 

 SPS はクライアントとターゲットサーバー間の接続に対して、中間者（man-in-the-middle）

として機能します。単一のクライアント－サーバー接続の代わりに、次の 2 つの接続に分

かれます。最初はクライアントと SPS 間、2 つ目は SPS とサーバー間です。SPS の設定に

よって、SPS とサーバー間の接続の送信元 IP アドレスは SPS の IP アドレス、あるいはク

ライアントの IP ドレスにすることができます。後者の場合、トランスペアレントモード（シング

ルインターフェーストランスペアレントモードを含む）で動作している場合、SPS は IP スプー

フィングを実行します。利用中のネットワーク上で IP スプーフィングが許可されているかど

うかは、その組織のネットワークポリシーを確認する必要があります。 

 外部デバイスを使用してトラフィックを SPS にルーティングさせているので、ネットワーク管
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理者はルーティング設定を変更（トラフィックを SPS に転送しないように）して SPS を無効に

することができます。 

 監査される接続に新しいポート、あるいはサブネットを追加した場合、外部デバイスの設定

も変更する必要があります。 

 ネットワーク管理者は簡単にサーバーの監視を無効にすることができます。そのため、そ

のような行動を検出するために、追加の対策を施す必要があります。 

2.7.3 ノントランスペアレント（非透過）モード 

ノントランスペアレントモードの場合、SPS はバスシオンホストとして機能します。管理者は SPS の

み宛先にすることができ、管理対象サーバーを直接ターゲットにすることはできません。ネットワー

クのファイアウォールは、SPS からの接続要求のみサーバーにアクセスできるように設定する必

要があります。SPS は着信した接続のパラメーター（管理者の IP アドレス、およびターゲット IP と

ポート番号）に基づいて、接続するサーバーを決定します。 

ノントランスペアレントモードは、本質的に、制御された（運用、およびサーバー管理）トラフィックだ

けが SPS に届くことになります。SPS が故障した場合でも、サーバー上で実行されているサービス

とアプリケーションにアクセスできるため、SPS は単一障害点とはなりません。 

 注釈： 

ノントランスペアレントモードは、一般的な（検査されない）トラフィックが非常に多く、SPS によ

って転送できない場合に非常に有益です。 

 

 
注釈： 

ターゲットデバイスの数が多い場合、設定の検証が失敗する可能性があるので、ノントランス

ペアレントモードで固定アドレスを使用しないでください。インバンド宛先選択やトランスペアレ

ントモードなどの、動的設定オプションを使用するように検討してください。 
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Figure 2-10 SPS のノントランスペアレントモードの動作イメージ 

 

ノントランスペアレントモードはインバンド宛先選択と合わせて、よく利用されることがあります。詳

細については、「2.7.4 インバンド宛先選択」を参照してください。 

2.7.4 インバンド宛先選択 

インバンド宛先選択により、単一の接続ポリシーの作成で、ユーザー名にターゲットサーバー名を

含める（例、ssh username@targetserver:port@sps_address）ことで任意のサーバーにアクセス

できるようにできます。SPS はユーザー名からアドレスを抽出し、ターゲットサーバーに接続を転送

します。 

Figure 2-11 インバンド宛先選択の動作イメージ 

 

いくつかのクライアントアプリケーションでは、ユーザー名に’@’（アットマーク）、および’：’（コロン）

文字が使用できないので、代替文字を使用できます。 
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 ユーザー名とターゲットサーバーを区切るため、’@’（アットマーク）、あるいは’%’（パーセ

ント）を使用します。例：username%targetserver@sps_address 

 ターゲットサーバーとポート番号を区切るため、’+’（プラス）、あるいは’/’（スラッシュ）を

使用します。例：username%targetserver+port@sps_address 

インバンド宛先選択に、IPv4、および IPv6 アドレスの両方を使用できます。IPv6 アドレスでは、アド

レスとポート番号を区切るのに角括弧（[]）を追加します。 

username@[targetserver_ipv6]:port@[sps_address_ipv6]:port 

ネットワークレベル認証（NLA）が無効な場合は、RDP 接続時にユーザー名を省略することができ

ます（例：%targetserver）。ユーザーは接続後のグラフィカルログイン画面でユーザー名を入力でき

ます。ただし、ネットワークレベル認証(NLA)が接続で使用されている場合は、ユーザー名を指定

する必要があります。 

RDP 接続でのインバンド宛先選択の詳細については、「10.8 RDP 接続でのインバンド宛先選択」

を参照してください。 

インバンド宛先選択の使用例については、「21.3 SSH 接続でのインバンド宛先選択の使用」を参

照してください。 

2.8 SPS経由のサーバー接続 

クライアントがサーバーに接続を開始する時、SPS は以下に詳述されている、同様な手順を実行

します。正確な手順は、接続で使われるプロトコルに依存します。 

 SSH 接続に関しては、「2.8.1 SSH を使用した SPS 経由のサーバー接続」を参照してくださ

い。 

 RDP、およびその他の接続については、「2.8.2 RDP を使用した SPS 経由のサーバー接続」

を参照してください。 

2.8.1 SSHを使用した SPS経由のサーバー接続 

この手順は、クライアントが SPS 経由でサーバーに接続する時、何が起こるか、および SPS のさ

まざまなポリシー、およびコンフィグレーションオプションが、どのようにプロセスに影響するかを説

明しています。なお、ここでは、インバンド宛先選択を使用した場合のシナリオについては説明し

ていません。 
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手順： 

1. クライアント側の接続： 

クライアントがサーバーに接続を試みると、SPS は接続要求を受信して、クライアントとの

TCP 接続を確立します。 

2. SPS は接続要求を検査します：クライアントの IP アドレス、および指定された宛先サーバー

の IP アドレスとポート番号をチェックします。要求された、これらのパラメーターと SPS で設

定された接続ポリシーが一致する場合、SPS は詳細に接続を検査します。その他の接続

は SPS によって無視され、単純にパケットレベルで転送されます。 

選ばれた接続ポリシーがすべての設定、および接続のパラメーターを決定します。 

 注釈： 

SPS は接続ポリシーを接続要求のパラメーターと一つ一つ、ポリシーのリストの最初

から順番に比較します。接続要求と完全に一致した、最初の接続ポリシーが接続に適

用されます。 

詳細については、「7.1 接続設定」を参照してください。 

3. SPS は接続ポリシーの[Target]パラメーターに基づいて宛先サーバーを選びます。この手

順でターゲットアドレスのネットワークアドレス変換が行われます。詳細については、「7.2 宛

先アドレスの変更」を参照してください。 

4. SPS は接続ポリシーの［SNAT］パラメーターに基づいてサーバー側接続で使用される送信

元アドレスを選びます。詳細については、「7.4 送信元アドレスの変更」を参照してください。 

5. クライアントは接続ポリシーで設定されている認証ポリシーで許可されている認証方式を

使用して、自身を認証します。異なる接続では、異なる認証ポリシーを使用できるので、別

の認証方式が利用可能です。認証ポリシーは、公開鍵方式を使用している場合は、サー

バーに接続するユーザーを制限することもできます。SPS はローカルユーザーデータベー

ス、あるいはリモートの LDAP（例：Microsoft Active Directory）または RADIUS サーバーで

ユーザーを認証できます。これは、インバンド認証で、クライアントが、元々、サーバーと通

信するために確立した同じ接続で行われます。 

この認証手順で使われるユーザー名はゲートウェイユーザー名として照会され、ユーザー

のゲートウェイグループメンバーシップを決定するために使用されます。詳細については、

「11.3 認証ポリシー」を参照してください。 

SPS で AA plugin を設定している場合、クライアントは、サーバーへの認証時に追加情報

の提供を要求される場合があります。AA plugin の詳細については、「17.6 外部の認証およ
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び承認システムとの統合」を参照してください。プラグインが接続のユーザー名を設定、あ

るいは書き換える場合、ユーザーマッピングポリシーを設定し、接続ポリシーに設定する必

要があることに注意してください。詳細については、「17.1 ユーザーマッピングポリシー設定」

を参照してください。 

6. [Gateway authentication]オプションが接続ポリシーに設定されている場合、ユーザーが

SPS の Web インターフェースでゲートウェイ認証がされるまで、SPS は接続を一時停止し

ます。これは、アウトバンド認証で、独立した接続で実行されます。詳細については、「2.13

ゲートウェイ認証のプロセス」を参照してください。 

7. [Usermapping policy]オプションが接続ポリシーに設定されている場合、SPS はユーザーマ

ッピングポリシーで、ゲートウェイグループのユーザーにサーバー側の接続に使われるユ

ーザー名（リモートユーザー名、例：root）にアクセスすることを許可するかどうかチェックし

ます。詳細については、「17.1 ユーザーマッピングポリシー設定」を参照してください。 

8. サーバー側の接続を確立する前に、SPS は接続がすべて許可されているか決定するため

にチャネルポリシーを評価します。例えば、タイムポリシーによって拒否されるかどうかなど

です。SPS は[SSH Control]>[Settings]>[Enable pre channel check]チェックオプションが有

効になっている場合に、このチェックを実行します。詳細については、「11.5 プロトコルレベ

ルの SSH 設定の作成と変更」を参照してください。 

SSH プロトコルでは、SPS は接続ポリシーのチャネルポリシーに設定されている、[From]

（クライアントアドレス）、[Gateway group]、およびタイムポリシーの制限をチェックします。

詳細については、「7.5 チャネルポリシーの作成と変更」を参照してください 

9. サーバー側の接続： 

SPS はサーバー側の接続をセットアップするために、次の処理を実行します。 

a. SPS はサーバーへの TCP 接続を確立します 

b. SPS は接続ポリシーの[SSH Control]>[Settings]に従って、接続のプロトコルパラメー

ター（例：SSH 暗号化パラメーター）をネゴシエートします。 

c. SPS はクライアントに SSH ホストキーを提示します。このホストキーは SPS で生成さ

れるか、（SPS で利用可能な場合）サーバーのホストキーになります。 

 注意： 

接続の SSH Settings で RSA キーのみ有効になっている場合、クライアントに提

示される RSA キーを接続ポリシーに設定する必要があります。同様に、DSA キ

ーのみ許可されている場合にも、DSA キーを設定する必要があります。 
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d. 接続ポリシーの[Server side hostkey settings]オプションに従って、サーバーのホスト

キー（通常、サーバーホストキーは、[SSH Control]>[Server Host Keys]ページで管理

できます）、および証明書を認証します。サーバーに初めて接続する場合、SPS はサ

ーバーのホストキーを受け取り、保存します。あるいはサーバーのホストキーを手動

で SPS にアップロードすることもできます。詳細については、「11.4 サーバーホストキ

ーと証明書」を参照してください。 

10. SPS は次の受信したデータを使用して、サーバーの認証を行います。 

 クライアント側で認証中のクライアント情報 

 ローカル、あるいは外部の資格情報ストア（詳細については、「17.4 サーバー側の認

証での資格情報の使用」を参照してください。） 

11. SPS はチャネルポリシーに基づいて接続を認証します。次をチェックします。 

 チャネルポリシーに[Gateway groups]、あるいは[Remote groups]のユーザーリスト制

限が含まれている場合、SPS はユーザーがサーバーにアクセスできるかどうかチェッ

クします。必要に応じて、SPS はユーザーのグループメンバーシップを解決するため

に、LDAP サーバーポリシーで設定されている LDAP サーバーに問い合わせます。詳

細については、「7.8 ユーザーリストの作成と変更」を参照してください。 

 SPS はチャネルポリシーに設定されたタイムポリシーをチェックします。チャネルは許

可されている期間のみオープンされます。 

 ヒント： 

タイムポリシーは特定の時間内にのみサーバーにアクセスできるようにする良い

手段です。 

12. サーバー側、およびクライアント側の両方の接続が確立されます。この手順以降、クライア

ントは接続で任意のチャネルタイプとチャネル数をオープンすることを試みることができま

す。 

13. 4-eyes 認証がチャネルポリシーに設定されている場合、クライアントの SSH セッションは、

承認者が、クライアントにサーバーに接続することを許可するまで、一時停止されます。そ

のセッションの許可を誰が行えるかは、接続ポリシーの[Access Control]設定で行います。

詳細については、「2.14 4-eyes 認証」を参照してください。 

14. クライアントはサーバー上で作業を開始します。接続に関する情報は、[Search]>[Search]

ページで参照できるようになります。 
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 チャネルポリシーで監査が有効になっていて、接続ポリシーで使用される監査ポリシ

ーが暗号化の設定がされている場合は、SPS は通信全体をデジタルで暗号化された

監査証跡に記録します。詳細については、「7.5 チャネルポリシーの作成と変更」、およ

び「7.10 監査ポリシー」を参照してください。 

 コンテンツポリシーがチャネルポリシーに設定されている場合、SPS はリアルタイムに

接続を監視し、アラートを上げたり、ユーザーが望まない行動を実行した時に接続を

終了させたりします。詳細については「7.6 コンテンツポリシーによるリアルタイム接続

監視」を参照してください。 

ユーザーが同じ接続で別のチャネルを開くと、SPS は、そのチャネルが許可されているか

どうかを、接続のチャネルポリシーを検査し、それに応じて処理します。 

15. 接続の後処理： 

接続が終了すると、以下の後処理が行われます。 

a. クライアントが接続を終了する、あるいは何かの理由で終了（例えば、タイムアウト、コ

ンテンツポリシー、あるいは 4-eyse 認証による終了）すると、SPS は（チャネルポリシ

ーの[Audit]オプション、および接続ポリシーの[Enable indexing]オプションが有効の場

合）監査証跡の内容をインデックス付けします。 

b. SPS は接続の、接続ポリシーでバックアップポリシー、およびアーカイブポリシーが設

定されている場合、接続の監査証跡、およびデータのバックアップを作成、およびリモ

ートサーバーにアーカイブします。詳細については、「4.7 データとコンフィグレーション

のバックアップ」、および「4.8 アーカイブとクリーンアップ」を参照してください。 

c. [Channel database cleanup]が過ぎると、SPS はデータベースから接続に関するすべ

てのデータを削除します。 

2.8.2 RDPを使用した SPS経由のサーバー接続 

この手順は、クライアントが SPS 経由でサーバーに接続する時、何が起こるか、および SPS のさ

まざまなポリシーとコンフィグレーションオプションが、どのようにプロセスに影響するかを説明して

います。 

手順： 

1. クライアント側の接続： 
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クライアントがサーバーに接続を試みると、SPS は接続要求を受信して、クライアントとの

TCP 接続を確立します。 

2. SPS は接続要求を検査します。クライアントの IP アドレス、および指定された宛先サーバ

ーの IP アドレスとポート番号をチェックします。要求された、これらのパラメーターと SPS で

設定された接続ポリシーが一致する場合、SPS は詳細に接続を検査します。その他の接

続は SPS によって無視され、単純にパケットレベルで転送されます。 

選ばれた接続ポリシーがすべての設定、および接続のパラメーターを決定します。 

 注釈： 

SPS は接続ポリシーを接続要求のパラメーターと一つ一つ、ポリシーのリストの最初

から順番に比較します。接続要求と完全に一致した、最初の接続ポリシーが接続に適

用されます。 

詳細については、「7.1 接続設定」を参照してください。 

3. SPS は接続ポリシーの[Target]パラメーターを基に宛先サーバーを選びます。この手順で

ターゲットアドレスのネットワークアドレス変換が行われます。詳細については、「7.2 宛先ア

ドレスの変更」を参照してください。 

4. SPS は接続ポリシーの［SNAT］パラメーターに基づいて、サーバー側接続で使用される送

信元アドレスを選びます。詳細については、「7.4 送信元アドレスの変更」を参照してくださ

い。 

5. SPS で AA plugin を設定している場合、クライアントは、サーバーへの認証時に追加情報

の提供を要求される場合があります。AA plugin の詳細については、「17.6 外部の認証およ

び承認システムとの統合」を参照してください。プラグインが接続のユーザー名を設定、あ

るいは書き換える場合、ユーザーマッピングポリシーを設定し、接続ポリシーに設定する必

要があることに注意してください。詳細については、「17.1 ユーザーマッピングポリシー設定」

を参照してください。 

6. SPS は、クライアントが接続ポリシーのプロトコル設定で有効になっている RDP プロトコル

のバージョンを使用しているかどうかチェックします。プロトコルのバージョンに依って異な

る暗号方式が接続で使用されるので、接続ポリシーに異なるパラメーターが必要です。 

7. サーバー側の接続を確立する前に、SPS は接続がすべて許可されているか決定するため

にチャネルポリシーを評価します。例えば、タイムポリシーによって拒否されるかどうかなど

です。SPS は[RDP Control]>[Settings]>[Enable pre channel check]チェックオプションが有

効になっている場合に、このチェックを実行します。詳細については、「10.2 プロトコルレベ

ルの RDP 設定の作成と変更」を参照してください。 
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8. サーバー側の接続： 

a. SPS はサーバーへの TCP 接続を確立します 

b. SPS は接続ポリシーのプロトコル設定に従って、接続のプロトコルパラメーター（例え

ば、使用されている RDP プロトコルのバージョンなど）をチェックします。RDP のハンド

シェイクはサーバー側、およびクライアント側で同時に実行されます。 

9. サーバーはユーザーが認証を実行するための Drawing チャネルをオープンします。 

10. SPS はチャネルポリシーに基づいて接続を認証します。以下をチェックします。 

 チャネルポリシーに[Gateway groups]、あるいは[Remote groups]のユーザーリスト制

限が含まれている場合、SPS はユーザーがサーバーにアクセスできるかどうかチェッ

クします。必要に応じて、SPS はユーザーのグループメンバーシップを解決するため

に、LDAP サーバーポリシーで設定されている LDAP サーバーに問い合わせます。詳

細については、「7.8 ユーザーリストの作成と変更」を参照してください。 

 SPS はチャネルポリシーに設定されたタイムポリシーをチェックします。チャネルは許

可されている期間のみオープンされます。 

 ヒント： 

タイムポリシーは特定の時間内にのみサーバーにアクセスできるようにする良い

手段です。 

11. [Gateway authentication]オプションが接続ポリシーに設定されている場合、ユーザーが

SPS の Web インターフェースでゲートウェイ認証がされるまで、SPS は接続を一時停止し

ます。これは、アウトバンド認証で、独立した接続で実行されます。詳細については、「2.13

ゲートウェイ認証のプロセス」を参照してください。 

SPS の Web インターフェースにアクセスすることなく、インバンドゲートウェイ認証を行うこと

も可能です。詳細については、「2.8.3 RD ゲートウェイを使用した SPS 経由のサーバー接

続」を参照してください。 

12. SPS は以下の受信したデータを使用して、サーバーの認証を行います。 

 クライアント側で認証中のクライアント情報 

 ローカル、あるいは外部の資格情報ストア（詳細については、「17.4 サーバー側の認

証での資格情報の使用」を参照してください。） 

13. 何らかの理由により認証に失敗した場合は、SPS はクライアント側の接続も終了します。こ
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れは、クライアントがサーバーに再度アクセスを試みた時、そのユーザー名を確認するた

めに必要です。 

14. 4-eyes 認証がチャネルポリシーに設定されている場合、クライアントの RDP セッションは、

承認者がクライアントにサーバーに接続することを許可するまで、一時停止されます。その

セッションの許可を誰が行えるかは、接続ポリシーの[Access Control]設定で行います。詳

細については、「2.14 4-eyes 認証」を参照してください。 

15. クライアントはサーバー上で作業を開始します。接続に関する情報は、[Search]>[Search]

ページで参照できるようになります。 

 チャネルポリシーで監査が有効になっていて、接続ポリシーで使用している監査ポリ

シーが暗号化の設定がされている場合、SPS は通信全体をデジタルで暗号化された

監査証跡に記録します。詳細については、「7.5 チャネルポリシーの作成と変更」、およ

び「7.10 監査ポリシー」を参照してください。 

 コンテンツポリシーがチャネルポリシーに設定されている場合、SPS はリアルタイムに

接続を監視し、アラートを上げたり、ユーザーが望まない行動を実行した時に接続を

終了させたりします。詳細については「7.6 コンテンツポリシーによるリアルタイム接続

監視」を参照してください。 

ユーザーが同じ接続で別のチャネルを開くと、SPS は、そのチャネルが許可されているか

どうかを、接続のチャネルポリシーを検査し、それに応じて処理します。 

16. 接続の後処理： 

接続が終了すると、以下の後処理が行われます。 

a. クライアントが接続を終了する、あるいは何かの理由で終了（例えば、タイムアウト、コ

ンテンツポリシー、あるいは 4-eyse 認証による終了）すると、SPS は（チャネルポリシ

ーで[Audit]オプション、および接続ポリシーで[Enable indexing]オプションが有効の場

合）監査証跡の内容をインデックス付けします。 

b. SPS は接続の、接続ポリシーでバックアップポリシー、およびアーカイブポリシーが設

定されている場合、接続の監査証跡、およびデータのバックアップを作成、およびリモ

ートサーバーにアーカイブします。詳細については、「4.7 データとコンフィグレーション

のバックアップ」、および「4.8 アーカイブとクリーンアップ」を参照してください。 

c. [Channel database cleanup]が過ぎると、SPS はデータベースから接続に関するすべ

てのデータを削除します。 
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2.8.3 RDゲートウェイを使用した SPS経由のサーバー接続 

この手順は、クライアントがリモートデスクトップゲートウェイ（あるいは RD ゲートウェイ）を使用し

て SPS 経由でサーバーに接続する時、何が起こるか、および SPS のさまざまなポリシー、および

コンフィグレーションオプションが、どのようにプロセスに影響するかを説明しています。詳細につ

いては、「10.6 リモートデスクトップゲートウェイとしての SPS の使用」を参照してください。 

手順： 

1. クライアントは、リモートデスクトップソフトウェアで設定されているリモートデスクトップゲー

トウェイのポート 443 番に接続します。そのリモートデスクトップゲートウェイの IP アドレス

は SPS のエイリアス IP アドレスです。要求された接続を処理するために、SPS の接続ポリ

シーはエイリアス IP で RDP の接続要求を処理するように設定し、[Act as a Remote 

Desktop Gateway]オプションを有効にする必要があります。 

2. クライアントはリモートデスクトップゲートウェイ（つまり、SPS）で認証されます。技術的には

SPS のドメインのドメインコントローラー上のインバンドゲートウェイ認証です（SPS はドメイ

ンのメンバーになる必要があります。詳細については、「10.3.1 ドメインメンバーシップによ

るネットワークレベル認証(NLA)」を参照してください）。この認証手順で使われるユーザー

名はゲートウェイユーザー名として照会され、ユーザーのゲートウェイグループメンバーシ

ップを決定するために使用されます。 

3. クライアントはサーバーに接続を試みます。これ以降、この接続は「2.8.2 RDP を使用した

SPS 経由のサーバー接続」の手順に沿って処理されます。 

2.9 監査範囲の最大化 

特定のシナリオでは、SPS は設定に応じて、いくつかの制限事項がある中でネットワークトラフィッ

クを検査、および監査します。 

最初のシナリオでは、リモートサーバー、あるいはサービスにアクセスするためにジャンプホストを

使用する場合、SPS はターゲットサーバーとリモートサーバー間の接続は無視します。そのトラフ

ィックは SPS を経由しないからです。 
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Figure 2-12 ジャンプホストを経由したリモートサーバーへの接続 

 

次のシナリオでは、ファイル操作がターゲットサーバーからクライアントに行われます（例：SCP を

使用したファイルコピー）。この場合、最初のクライアントからサーバーへの向きに対して、接続の

方向が切り替わります。 

Figure 2-13 逆方向のファイル操作 

 

これらのシナリオでは、SPS は以下の事項は機能しません。 
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 接続で許可するチャネルを制限する。 

 ファイル操作の監査。 

これらの接続の監査ファイルを検索しても、[Search]ページには表示されません。 

 ユーザーが資格情報ストアを使用してターゲットサーバーに認証する場合、リモートサーバ

ーで認証を許可します。 

これらのシナリオのすべての接続を監査したい場合は、次の接続ポリシーを確実に追加してくださ

い。 

 ターゲットサーバー、およびリモートサーバー間の接続。 

 ターゲットサーバーからクライアントへの接続。 

2.10 SPSの IPv6対応 

SPS は接続の監視のみに IPv6 をサポートしています。論理ネットワークインターフェースに IPv4、

および IPv6 の両方のアドレスを定義し、IPv4、および IPv6 のネットワーク間（例えば、IPv4 のアド

レスのクライアントから IPv6 のアドレスのターゲットへ）の接続を設定できます。IPv6 アドレスはイ

ンバンド宛先選択にも使用することができます。 

 注意： 

ICA 接続の IPv6 サポートは、現在のところ実験的なレベルです。 

IPv6 アドレスを設定する時は、SPS は表記法に準拠し、アドレスを短縮表記（先行の 0 を省略、連

続する 0 をダブルコロンに置き換えます。）します。以下のアドレスは 

2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329 

SPS は以下のように、短縮表記されます。 

[2001:db8::ff00:42:8329] 

また、IP アドレスとポート番号を合わせて併記する場合は、以下のように表記します。 

[2001:db8::ff00:42:8329]:443 

SPS の[Search]ページでは、最初の（完全）表記と短縮表記の両方で検索できます。RPC API を

使用して検索を実行するには、短縮表記を使用する必要があります。 

IPv6 でネットワークのアドレス範囲を指定するには、ネットワークプレフィックスを使用します。IPv4
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と IPv6 のネットワーク範囲の違いに注意してください。IPv4 ではプレフィクス’/32’でアドレス範囲

は単一のアドレスを制限しますが、IPv6 ネットワークで同じようにするにはプレフィックスを’/128’

に指定する必要があります。 

2.11 SSHのホストキー 

SSH 通信は、それぞれ、プレーンなホストキー、あるいは X.509 証明書のいずれかを使って、公開

鍵暗号方式を使用してリモート SSH サーバーを認証します。クライアント認証に公開鍵暗号方式

を使用することもできます。リモートサーバーの ID はホストキー、あるいは証明書を認証すること

によって確認することができます。SPS を経由してサーバーに接続を試みる場合、クライアントは

SPS によって提示されるたホストキー（あるいは証明書）を認識します。このキーは、SPS のホスト

キー、あるいはサーバーの秘密鍵が SPS にアップロードされている場合はサーバーのオリジナル

なホストキーかのいずれかです。後者の場合、クライアントは、サーバーに直接通信するのではな

く、SPS と通信していることを知らないで、なんの違いにも気づきません。 

2.12 SSHの公開鍵認証を使用したクライアント認証 

公開鍵認証を SPS で利用にするには、秘密鍵、および公開鍵（あるいは X.509 証明書）が必要に

なります。まず、ユーザーの公開鍵はクライアント側の SSH 接続でユーザーID を検証するのに必

要です。クライアントによって提示されたキーは SPS に保管されていたものと比較されます。SPS

はサーバー側の接続でサーバーを認証するのに秘密鍵を使用します。ユーザーの秘密鍵が SPS

にアップロードされている場合、SPS は秘密鍵を使うことができます。あるいは SPS が新しい鍵ペ

アを生成し、サーバー側の認証に、その秘密鍵を使用するか、エージェント転送を使用して、独自

のキーでクライアントを認証します。 

 注意： 

SPS でサーバー側認証用の秘密鍵を生成した場合、鍵ペアの公開部分をサーバーにインポ

ートする必要があります。そうしなければ、認証は失敗します。あるいは SPS は公開鍵（ある

いは生成された X.509 証明書）を LDAP データベースにアップロードします。 

2.13 ゲートウェイ認証のプロセス 

ゲートウェイ認証が接続に要求された場合、ユーザーは SPS でも認証する必要があります。 

この認証は以下のように行われます。 
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 アウトバンド：プロトコルに依存しない方法で、SPS の Web インターフェース上で行われま

す。 

これにより、プロトコル自身に認証データベースをサポートしていなくても、接続を中央の認

証データベース（例えば、LDAP、あるいは RADIUS）によって認証することができます。また、

一般的なユーザー名（例えば、root、Administrator など）を使用する接続を実際のユーザ

ーアカウントと紐づけすることができます。 

 インバンド：プロトコルでインバンドが可能な場合、着信した接続自身の情報を認証データ

ベースとの通信に使用します。 

SPS の web インターフェースにアクセスすることなく、インバンドでもゲートウェイ認証を実

行できるのは SSH、RDP、および Telnet プロトコルです。 

SSH、および Telnet 接続では、クライアント側の認証が設定されている場合、インバンドゲ

ートウェイ認証を実行する必要があります。クライアント側の認証設定の詳細については、

「11.3.2 クライアント側の認証設定」を参照してください。 

RDP 接続では、SPS がリモートデスクトップゲートウェイ（あるいは RD ゲートウェイ）として

動作している場合、インバンドゲートウェイ認証を実行する必要があります。この場合、クラ

イアントはドメインコントローラー、あるいはローカルユーザーデータベースで認証されます。

詳細については、「10.6 リモートデスクトップゲートウェイとしての SPS の使用」を参照してく

ださい。 

RDP 接続の場合、AA plugin が設定されている場合にも、インバンドゲートウェイ認証を実

行することができます。 

Figure 2-14 ゲートウェイ認証イメージ 

 

技術的には、ゲートウェイ認証のプロセスは以下の手順になります。 

手順： 

1. ユーザーはクライアントからの接続を開始します。 
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2. ゲートウェイ認証が接続に要求されている場合、SPS は接続を一時停止します。 

3. アウトバンド認証： 

ユーザーは SPS の web インターフェースにログインして、一時停止している接続のリスト

から接続を選択して、それを有効にします。認証されたセッション、および Web セッションが

同じクライアント IP アドレスから開始されることを要求することも可能です。 

インバンド認証： 

SPS はゲートウェイ認証のために、ユーザー名、およびオプションで資格情報を要求します。

ユーザーは SPS ゲートウェイにログインします。 

4. ユーザーはサーバーで認証を実行します。 

 注釈： 

ゲートウェイ認証は、4-eyes 認証、クライアント側、およびサーバー側認証などのよう

な、他の高度な認証、および承認技術と併用して使用することができます。 

2.14 4-eyes認証 

4-eyes 認証が接続で要求されている場合、ユーザー（承認者と呼ばれる）は SPS でも接続を認証

する必要があります。この認証は、ユーザーがリモートサーバーにアクセスするために必要とされ

ている、認証、あるいはグループメンバーシップの要件に追加されます。どの接続（HTTP を除く）

も 4-eyse 認証を使用することができるので、プロトコルに依存しないアウトバンド認証、および監

視方法を提供します。 

承認者はいつでも接続を終了することができ、認証された接続のイベントをリアルタイムで監視す

ることも可能です。SPS は Safeguard Desktop Player アプリケーションにトラフィックをストリーミン

グすることができ、承認者（あるいは別の監査人）は、まるで映画を観るように、実際にユーザー

がサーバー上で何をしているか監視することができます。 

 注釈： 

監査人は、必要とされている復号キーが、Safeguard Desktop Player アプリケーションが実行

しているホスト上で有効な場合のみイベントをみることができます。 
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Figure 2-15 4-eyes 認証イメージ 

 

技術的には、4-eyes 認証のプロセスは以下の手順になります。 

手順： 

 注釈： 

4-eyes 認証は、ゲートウェイ認証、クライアント側、およびサーバー側認証などのような、他の

高度な認証、および承認技術と併用して使用することができます。 

1. ユーザーがクライアントからの接続を開始します。 

2. 4-eyes 認証が接続に要求されている場合、SPS は接続を一時停止します。 

3. 承認者は SPS の web インターフェースにログインして、一時停止している接続のリストから

接続を選択して、それを有効にします。 

4. ユーザーはサーバーで認証を実行します。 

5. 監査人（承認者にもなれますが、役割を分けることも可能です。）は、ユーザーの行動をリ

アルタイムで監視します。 

2.15 ネットワークインターフェース 

SPS のハードウェアは 5 つのネットワークインターフェースを持っています。トラフィックを処理する

ための 3 つの物理インターフェース、HA クラスターのもう一方のノードと通信するための HA イン

ターフェース、および IPMI インターフェースです。T10 には、2 つの有効なネットワークインターフェ

ースが追加されています。A と B のラベルが付いた SFP+インターフェースです。ハードウェアのイ

ンストールの詳細については、Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS インスト―レーションガイ

ドの「3. SPS のハードウェアのセットアップガイド」を参照してください。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installationguide_sps_5lts.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installationguide_sps_5lts.pdf


 

 

 

 

  Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS 

管理者ガイド 

Rev. 1.0 

 38 / 577 

物理インターフェースに任意の論理インターフェースを割り当てることができ、各論理インターフェ

ースには VLAN ID を持つことができます。論理インターフェースの管理の詳細については、「4.3.2

論理インターフェースの管理」を参照してください。 

ルーティングルールは、SPS のリモートバックアップ、および syslog メッセージの転送に使用される

インターフェースによって決定されます。 

 注釈： 

バックアップ、syslog および SNMP メッセージ、電子メールアラートは専用のインターフェースに

送信することを推奨します。詳細については、「4.3.4 ルーティングテーブル設定」を参照してく

ださい。 

HA インターフェースは SPS クラスターのノード間で通信するために予約されているインターフェー

スです。HA インターフェースは 4（あるいは HA）とラベルされたイーサネットコネクタを使用します。

HA の詳細については、「2.16 SPS の HA（High availability）サポート」を参照してください。 

T10 の場合、SFP+インターフェースはローカルサービス、およびプロキシトラフィックの両方で使用

できます。つまり、これらのインターフェースは、他の 3 つの物理インターフェースと同じ目的で使

用することができます。 

ＩＰＭＩ（Intelligent Platform Management Interface）インターフェースは、システム管理者がリモート

でシステムヘルスを監視したり、SPS のイベントを操作したりできます。IPMI は、SPS のオペレーテ

ィングシステムとは独立して動作します。 

2.16 SPSの HA（High availability）サポート 

HA（High availability）クラスターのノードは、建物、都市、さらには大陸間のように、長距離にまた

がることができます。HA クラスターのゴールは立地条件に依存しない、ロードバランシング、およ

びフェールオーバーを提供することで、企業の事業継続をサポートすることです。 

HA モードの場合、同じ構成の 2 つの SPS ユニット（マスター、およびスレーブノードと呼ばれる）が

同時に動作します。マスターはすべてのデータをスレーブノードと共有し、マスターノードの機能が

停止した場合は、もう一方のノードがすぐにアクティブになります。それにより、サーバーに継続的

にアクセスできます。 

SPS の HA クラスターの管理の詳細については、「6.2 HA SPS クラスターの管理」を参照してくださ

い。 

スタンドアローンの SPS アプライアンスではなく、SPS の HA クラスターを使用することを推奨しま
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す。スタンドアローンの SPS は単一障害点（SPOF）になり、その障害は事業に重大な影響を与え

る場合があります。 

2.16.1 ファームウェアと HA 

HA モードで SPS ノードの電源を入れると、両方のノードがブートし、ファームウェアを起動します。

とはいえ、2 つノード間にはブート時に開始するサービスに違いがあります。スレーブノードは、HA

サポート（つまり、マスターノードの検知、およびデータ同期）に要求される、わずかなサービスの

み開始します。残りのサービスはマスターノードのみで開始されます。 

Web インターフェースから SPS のファームウェアをアップグレードすると、両方のノードで自動的に

アプグレードされます。 

2.17 SPSのバージョンとリリース 

2011 年 6 月より、SPS は以下のポリシーを適用しています。 

 長期サポート、あるいは LTS リリース（例： SPS 4 LTS）は、オリジナルの発行日から 3 年

間と次の LTS リリース後 1 年間（どちらか遅い方）サポートされます。リリースの 2 番目の

数字（例：SPS 4.0.1）は 0 です。メンテナンスリリースは不具合修正とセキュリティ更新のみ

が含まれます。 

 フィーチャーリリース（例： SPS 4F1）は、オリジナルの発行日から 6 カ月間、 フィーチャー、

あるいは LTS リリースから 2 カ月間（どちらか遅い方）サポートされます。フィーチャーリリ

ースは機能強化と新機能 （1 回のリリースで 1～3 つの新機能）を含みます。最新のフィー

チャーリリースのみがサポートされ、新しいフィーチャーリリースが発表されると、前のフィ

ーチャーリリースは 2 カ月後にサポートされなくなります。 

安定版およびフィーチャーリリースの詳細については、SPS プロダクトサポートページ(英文)の

[Product Life Cycle & Policies]>[Product Support Policies]>[Software Product Support Lifecycle 

Policy]を参照してください。 

 注意： 

フィーチャーリリースからのダウングレードはサポートされません。LTS リリース（例：4 LTS）か

らフィーチャーリリース（4.1）へアップグレードすると、つぎの LTS バージョン（この場合 5.0）が

リリースされるまで、最新のフィーチャーリリースへアップグレードし続ける必要があります。 

https://support.oneidentity.com/one-identity-safeguard-for-privileged-sessions/
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2.18 SPSへのアクセスと設定 

SPS は web インターフェースを持ち、ブラウザから設定します。SPS のユーザーはローカル、LDAP、

あるいは RADIUS データベースを使用して認証することができます。ユーザー権限は、SPS のロ

ーカル、あるいは LDAP データベースに集中的に管理することもできる、グループメンバーシップ

によって決定されます。グループに割り当てられた権限はアクセスコントロールリスト(ACLs)に基

づいています。SPS の権限のセットに LDAP データベースに存在するグループと一致させることも

可能です。SPS のアクセスコントロースは非常に詳細で、インターフェースのどの部分に、あるい

は保存されているデータのどの部分に、誰がアクセスできるかを正確に定義することが可能です。 

Figure 2-16 SPS のユーザー認証イメージ 

 

3 ウェルカムウィザードと最初のログイン 

この章では、SPS の初期設定手順について説明します。この手順を実行する前に、開梱、設置し

てハードウェアの電源を入れてください。インターフェース１（1、あるいは EXT とラベルされた）をロ

ーカルネットワークに、あるいは SPS を設定するコンピューターに直接接続します。 

 注釈： 

ハードウェアの開梱と設置の詳細については、Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS インス

ト―レーションガイドの「5 Safeguard for Privileged Sessions(SPS)インストールガイド」を参照し

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installationguide_sps_5lts.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installationguide_sps_5lts.pdf
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てください。HA の SPS クラスターを構成する方法の詳細については、Safeguard for Privileged 

Sessions 5 LTS インスト―レーションガイドの「3.2 2 つの SPS を HA 構成でセットアップする」

を参照してください。 

3.1 SPSへの初期接続 

SPS は、最新の web ブラウザを使用してクライアントマシンから接続することができます。 

 注釈： 

サポートブラウザの詳細については、「4.1 サポートブラウザとオペレーティングシステム」を参

照してください。 

SPS はローカルネットワークからアクセスできます。バージョン 3.1 以降、SPS は DHCP から自動

で IP アドレスを取得することを試みます。自動で IP アドレスを取得できなかった場合は、IP アドレ

ス 192.168.1.1 で HTTPS のリッスンを開始します。特定のスイッチの設定、およびセキュリティ設定

は、SPS が DHCP によって IP アドレスを取得することを妨げることに注意してください。SPS は、イ

ンターフェース 1（１、あるいは EXT とラベルされた）から接続を受信します。ネットワークインターフ

ェースの詳細については、「2.15 ネットワークインターフェース」を参照してください。 

 

ヒント： 

SPS のコンソールには、インターフェース 1 がリッスンしている IP アドレスが表示され

ます。 

SPS がアドレス 192.168.1.1.でリッスンしている場合、192.168.1.0/24 サブネットはクライアントから

アクセスできる必要があることに注意してください。クライアントマシンが異なるサブネット（例、IP

アドレス 192.168.10.x）で、同じネットワークセグメントにある場合、最も簡単な方法はクライアントマ

シンにエイリアス IP アドレスを割り当てることです。クライアントマシンにエイリアス IP を作成する

と、仮想的に同じサブネットにクライアントと SPS が置かれるので、通信ができるようになります。

エイリアス IP アドレスを作成するには以下の手順を実行してください。 

 Microsoft Windows でエイリアス IP を作成する詳細については、「3.1.1 エイリアス IP アドレ

スの作成（Microsoft Windows）」を参照してください。 

 Linux でエイリアス IP を作成する詳細については、「3.1.2 エイリアス IP アドレスの作成

（Linux）」を参照してください。 

 エイリアスインターフェースの設定を、何らかの理由で選択できない場合は、SPS の IP アド

レスを変更することができます。詳細については、「3.1.3 SPS の IP アドレスの変更」を参照

してください。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installationguide_sps_5lts.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installationguide_sps_5lts.pdf
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 注意： 

ウェルカムウィザードは、まだ、他のネットワークインターフェースが設定されていないため、イ

ンターフェース 1 だけを使用してアクセスすることができます。 

3.1.1 エイリアス IPアドレスの作成（Microsoft Windows） 

この手順では、Microsoft Windows プラットフォームのネットワークインターフェースにエイリアス IP

アドレスを割り当てる方法について説明します。 

手順： 

1. [Start menu(スタートメニュー)]>[Settings(設定)]>[Network Connections(ネットワーク接

続)]に移動します。 

Figure 3-1 

 

2. [Local Area Connection( ロ ー カ ル エ リ ア 接 続 )] を ダ ブ ル ク リ ッ ク し て 、 そ れ か ら

[Properties(プロパティ)]をクリックします。 
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Figure 3-2 

 

3. リストの[Internet Protocol (TCP/IP)(インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4))]を

選択して、[Properties(プロパティ)]をクリックします。 

Figure 3-3 

 

4. [Advanced(詳細設定)]をクリックして、TCP/IP 詳細設定画面を表示します。 
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Figure 3-4 

 

5. [IP Settings(IP 設定)]タブを選んで、[IP Addresses(IP アドレス)]セクションの[Add(追加)]を

クリックします。 

Figure 3-5 

 

6. [IP Address(IP アドレス)]フィールドに 192.168.1.2 と入力し、[Netmask(サブネットマスク)]フ

ィールドに 255.255.255.0 と入力します。 
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 警告： 

内部ネット―ワークに 192.168.1.0/24 の IP 範囲を使っている場合は、アドレス

192.168.1.1 と 192.168.1.2 が既に使用されているかもしません。この場合、ネットワーク

から SPS を切り離し、標準的なクロスケーブルを使用して、インターフェース 1（1、ある

は EXT とラベルされている）に直接コンピューターを接続してください。 

7. [Add(追加)]をクリックして、この手順を完了します。 

3.1.2 エイリアス IPアドレスの作成（Linux） 

この手順では、Linux プラットフォームのネットワークインターフェースにエイリアス IP アドレスを割

り当てる方法について説明します。 

手順： 

1. ターミナルコンソール（例えば、gnome-terminal、konsole、xterm など）を開きます。 

2. 次のコマンドを root で実行します。 

ifconfig <ethX>:0 192.168.1.2 

ここで、<ethX>はクライアントのネットワークインターフェースの ID で、通常は eth0、あるい

は eth1 です。 

3. ifconfig コマンドを実行します。inet addr:192.168.1.2を持つ<ethX>:0 インターフェー

スが出力されます。 

4. SPS がアクセス可能であることを確認するために、ping –c 3 192.168.1.1 コマンドを実

行します。以下のような結果が表示されます。 

user@computer:~$ ping -c 3 192.168.1.1 

PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from 192.168.1.1: icmp-seq=1 ttl=63 time=0.357 ms 

64 bytes from 192.168.1.1: icmp-seq=2 ttl=63 time=0.306 ms 

64 bytes from 192.168.1.1: icmp-seq=3 ttl=63 time=0.314 ms 

 

--- 192.168.1.1 ping statistics --- 

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2013ms 

rtt min/avg/max/mdev = 0.306/0.325/0.357/0.030 ms 
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ブラウザで https://192.168.1.1 ページを開き、表示された証明書を承認します。SPS のウェル

カムウィザードが表示されます。 

3.1.3 SPSの IPアドレスの変更 

SPS をカスタム IP アドレスで接続をリッスンするように設定するには、以下の手順を実行します。 

 注釈： 

この手順は、SPS の初期設定前、つまり、ウェルカムウィザードの完了前だけに使用してくださ

い。設定済みの SPS システムの IP アドレスの変更、あるいは他のネットワーク設定を変更す

る詳細については、「4.3 ネットワーク設定」を参照してください。 

SPS の IP アドレスを変更する場合、「3.2 ウェルカムウィザードでの SPS の設定」の手順 4 の

[Physical interface 1 - IP address]で、このアドレスを使用します。 

手順： 

1. ローカルコンソールから SPS にアクセスし、ユーザー名 root、パスワード default でログ

インします。 

2. コンソールメニューで[Shells]>[Core shell]を選択します。 

3. SPS の IP アドレスを変更します。 

ifconfig eth0 <IP-address> netmask 255.255.255.0 

<IP-address>は環境に応じた IPv4 アドレスに置き換えてください。 

4. 次のコマンドを使用してデフォルトゲートウェイを設定します。 

route add default gw <IP-of-default-gateway> 

<IP-of-default-gateway>はデフォルトゲートウェイの IP アドレスに置き換えてください。 

5. exit と入力し、それから、コンソールメニューで[Logout]を選択します。 

6. ブラウザで https://<IP-address>ページを開き、表示された証明書を承認します。SPS の

ウェルカムウィザードが表示されます。 
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3.1.4 非標準インターフェースからウェルカムウィザードにアクセスする 

[Physical interface 1]以外のインターフェースでウェルカムウィザードを完了するには、次の手順を

実行します。 

 注意： 

この手順は、SPS の初期設定前、つまり、ウェルカムウィザードの完了前だけに使用してくださ

い。設定済みの SPS システムの IP アドレスの変更、あるいは他のネットワーク設定を変更す

る詳細については、「4.3 ネットワーク設定」を参照してください。 

非標準インターフェースでウェルカムウィザードを完了するように SPS のネットワーク設定を変

更した場合は、「3.2 ウェルカムウィザードでの SPS の設定」の手順 4 の[Physical interface 1 

- IP address]で、ウェルカムウィザードにアクセスするために使用する IP アドレスを使用しない

でください。さもないと、ウィルカムウィザードの完了後に SPS にアクセスできなくなります。 

手順： 

1. ローカルコンソールから SPS にアクセスし、ユーザー名 root、パスワード default でログ

インします。 

2. コンソールメニューで[Shells]>[Core shell]を選択します。 

3. SPS の IP アドレスを変更します。 

ifconfig eth0 <IP-address> netmask 255.255.255.0 

<IP-address>は環境に応じた IPv4 アドレスに置き換えてください。 

4. 次のコマンドを使用してデフォルトゲートウェイを設定します。 

route add default gw <IP-of-default-gateway> 

<IP-of-default-gateway>はデフォルトゲートウェイの IP アドレスに置き換えてください。 

5. exit と入力し、それから、コンソールメニューで[Logout]を選択します。 

6. ブラウザで https://< SPS のインターフェース IP アドレス> ページを開き、表示された証明

書を承認します。SPS のウェルカムウィザードが表示されます。 

3.2 ウェルカムウィザードでの SPSの設定 

ウェルカムウィザードは、SPS の基本的な設定手順をガイドします。すべてのパラメーターはウィ
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ザードの[Back]ボタンを使って最後のステップの前に、あるいは後で SPS の web インターフェース

を経由して変更することができます。 

手順： 

1. ブラウザで https://<SPS のインターフェース IP アドレス> ページを開いて、証明書を承認

します。SPS のウェルカムウィザードが表示されます。 

 注釈： 

SPS のコンソールに、インターフェースがリッスンしている IP アドレスが表示されます。

SPS は DHCP から自動的に IP アドレスを取得するか、あるいは DHCP サーバーが利

用できない場合は、192.168.1.1 の IP アドレスでリッスンします。 

2. 初めて SPS を設定する場合は、[Next]をクリックします。 

Figure 3-6 ウェルカムウィザード 

 

バックアップファイルから既存のコンフィグレーションをインポートすることができます。この

機能を使用して、リカバリ後にバックアップコンフィグレーションのリストア、あるいは新しい

デバイスに既存の SPS のコンフィグレーションを移行することができます。 

 警告： 

ハードウェアアプライアンスとバーチャルアプライアンスの間でコンフィグレーションを

エクスポート、あるいはインポートしないでください。ハードウェアアプライアンスとバー

チャルアプライアンスには差異と制限があるため、バーチャルアプライアンスは、正常

な機能を確保できるように、最初から設定しなければなりません。バーチャルアプライ

アンスの SPS を別のバーチャルアプライアンスの SPS に移行する時には、コンフィグ

レーションをエクスポート、およびインポートできます。 

a. [参照]をクリックし、インポートするコンフィグレーションファイルを選択します。 
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 注釈： 

GPG で暗号化されたコンフィグレーションを SPS に直接インポートすることはでき

ません。最初に、ローカルで復号する必要があります。 

b. [Encryption password]フィールドに、コンフィグレーションをエクスポートした時に使用

したパスワードを入力します。 

コンフィグレーションのバックアップからリストアする詳細については、「22.9 SPS のコ

ンフィグレーションとデータのリストア」を参照してください。 

c. [Upload]をクリックします。 

 注意： 

コンフィグレーションを、ある SPS から他の SPS に移動するためにインポート機

能を使う場合は、2 つ目の SPS の IP アドレスを変更することを忘れないでくださ

い。2 つのデバイスが、同じネットワーク上で同じ IP アドレスを持っているとエラー

につながります。 

3. End User License Agreement(EULA)に承諾し、SPS ライセンスをインストールします。 
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Figure 3-7 EULA とライセンスキー 

 

a. End User License Agreement(EULA)を読んで、[I have read and agree with the t

erms and conditions]にチェックします。この License Agreement は従来のライセンス

とサブスクリプションベースライセンスの両方を網羅します。[I have read and agree 

with the terms and conditions]をクリックすると、購入したライセンスに対応する契

約条項に同意したことになります。インストール完了後、[Basic Settings]>[System]>

[License]で End User License Agreement(EULA)を読むことができます。 
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b. [参照]をクリックし、SPS のライセンスファイルを選択して[Upload]をクリックします。 

 注釈： 

ライセンスファイルを手動で解凍する必要はありません。圧縮されたライセンスフ

ァイル（例、*.zip アーカイブ）もアップロードできます。 

c. [Next]をクリックします。 

4. ネットワークを設定します。すべての設定は、SPS の web インターフェースを使用して、後

で変更できます。 

Figure 3-8 ネットワークの初期設定 

 

a. [Physical interface EXT or 1 — IP address]：SPS のインターフェース 1（あるいは、古

いハードウェアの場合は EXT）の IP アドレス（例、192.168.1.1）です。IP アドレスは対応

する物理サブネットの範囲から選択できます。クライアントはこのインターフェースに

接続します。従って、クライアントは、この IP アドレスにアクセスできる必要があります。 
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IPv4 アドレスを使用します。 

 注意： 

以下の範囲に含まれる IP アドレスは使用しないでください。 

 1.2.0.0/16（SPS クラスターノード間の通信の為、予約されています。） 

 127.0.0.0/8（ローカルホスト IP アドレス） 

b. [Physical interface EXT or 1 — Prefix]：アドレス範囲を与えるための IP プレフィックス。

例えば、一般的なクラス C では/24 プレフィックスを持ちます。 

c. [Physical interface EXT or 1 — VLAN ID]：インターフェース 1 の VLAN ID です。オプ

ション項目です。 

 注意： 

ネットワーク環境が VLAN を使用していない限り、VLAN ID は設定しないでくださ

い。SPS アプライアンスに、このインターフェースを使用してアクセスできなくなり

ます。 

d. [Default GW]：デフォルトゲートウェイの IP アドレスです。 

IPv4 アドレスを使用します。 

e. [Hostname]：SPS を実行しているマシンの名前です。（例、SPS） 

f. [Domainname]：ネットワークで使われているドメイン名です。 

g. [DNS server]：ドメイン名を解決するのに使用されているネームサーバーの IP アドレ

スです。 

IPv4 アドレスを使用します。 

h. [NTP server]：NTP サーバーのホスト名、あるいは IP アドレスです。 

IPv4 アドレスを使用します。 

i. [Syslog server]：シスログサーバーのホスト名、あるいは IP アドレスです。 

IPv4 アドレスを使用します。 

j. [SMTP server]：e-mail を転送するのに使用する SMTP サーバーのホスト名、あるい

は IP アドレスです。 

IPv4 アドレスを使用します。 
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k. [Administrator's email]：SPS 管理者の E-mail アドレスです。 

l. [Timezone]：SPS が設置されている場所のタイムゾーンです。 

m. [HA address]：HA インターフェースの IP アドレスです。このフィールドは特別の理由が

ない限り、auto のままにしておきます。 

n. [Next]をクリックします。 

5. SPS へのアクセスに使用するパスワードを入力します。 

Figure 3-9 パスワード 

 

 注意： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用する

ことができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

a. [Admin password]：SPS の web インターフェースにアクセスできる、admin ユーザーの

パスワードです。 

b. [Root password]：SSH、あるいはローカルコンソールからアクセスするために必要な、

root ユーザーのパスワードです。 

 注意： 

SSH を使用した SPS へのアクセスは、滅多に必要とされません。トラブルシュー

ティング時のみに上級ユーザーによりアクセスすることが推奨されています。 
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c. ユーザーが SSH 経由で SSB にリモートアクセスする、あるいは SPS のルートパスワ

ードを変更することをできないようにするには、[Seal the box]チェックボックスにチェッ

クします。シールドモードは、後で web インターフェースから有効にすることができます。

詳細については、「6.6 シールドモード」を参照してください。 

d. [Next]をクリックします。 

6. SPS の web インターフェース用の証明書を作成、あるいはアップロードします。この SSL 証

明書は、web インターフェースへの管理 HTTPS 接続を認証するために、SPS によって表示

されます。 

Figure 3-10 SPS の証明書作成 

 

自己署名証明書を作成するには、[Generate new self-signed certificate]セクションの各フ

ィールドを入力し、[Generate certificate]をクリックします。証明書は、SPS アプライアンス

によって自己署名されます。SPS のホスト名は発行者、およびコモンネームとして使われま

す。 
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a. [Country]：SPS が設置されている場所の国を選択します。（例、HU-Hungary） 

b. [Locality name]：SPS が設置されている場所の都市です。（例、Budapest） 

c. [Organization name]：SPS を保有している組織です。（例、Example.Inc） 

d. [Organizational unit name]：SPS を保有している組織の部署です。（例、IT Security 

Department） 

e. [State or Province name]：SPS が設置されている場所の都道府県です。 

f. [Generate certificate]をクリックします。 

外部の CA によって署名された証明書を使用するには、[Server X.509 certificate]フィール

ドの をクリックして証明書をアップロードします。 

Figure 3-11 SPS の証明書のアップロード 

 

次に、[Server private key]フィールドの をクリックしてします。秘密鍵をアップロードしま

す。秘密鍵がパスワードで保護されている場合はパスワードを入力します。 
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Figure 3-12 秘密鍵のアップロード 

 

 注釈： 

SPS は PEM(RAS と DSA)、および PUTTY 形式の秘密鍵をアップロードできます。パス

ワードで保護された秘密鍵もサポートしています。 

 

 注釈： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用する

ことができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | }  

7. これまでの手順で入力されたデータを確認します。このページには、最後の手順で生成さ

れた証明書、SPS の SSH RSA キー、およびライセンスファイルに関しての情報も表示され

ます。 
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Figure 3-13 設定データの確認 

 

すべての情報が正しければ、[Finish]をクリックします。 

 注意： 

コンフィグレーションは[Finish]クリック後、すぐに有効になります。ネットワークの設定

データが正しくないと SPS にアクセスできなくなります。 

これで、SPS は、インターフェース 1(あるいは EXT)の IP アドレスを通して、通常の web イ

ンターフェースからアクセスできるようになります。 

8. ブラウザはインターフェース 1（あるいは EXT）に設定された IP アドレスに自動でリダイレク

トします。ユーザー名 admin で、ウェルカムウィザードでこのユーザーに設定したパスワー

ドを使用して、SPS の web インターフェースにログインすることができます。 

3.3 SPSへのログインと最初の接続設定 

ウェルカムウィザードを使用して SPS の初期設定を完了した後、接続をクライアントとサーバー間

で設定する必要があります。SPS は、web インターフェースから設定された接続のみ検査し、他の

すべての接続は何も検査しないで転送します。以下の手順は、単純な SSH ターミナル、あるいは

リモートデスクトップセッションをトランスペアレント、およびノントランスペアレント接続で有効にす

る方法について説明します。 

手順： 
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1. SPS の web インターフェースにログインします。 

Figure 3-14 最初のログイン 

 

a. SPS の web インターフェースにアクセスするために、ブラウザで https://<IP-address-

of-interface-1>ページを開きます。<IP-address-of-interface-1>はウェルカムウィ

ザードの「3.2 ウェルカムウィザードでの SPS の設定」の手順 4 でインターフェース 1 に設

定した IP アドレスに置き換えてください（例、192.168.1.1）。 

b. ウェルカムウィザードの「3.2 ウェルカムウィザードでの SPS の設定」の手順 6 で作成さ

れた証明書が表示されます。その証明書を承認します。 

c. 表示されたログイン画面を使用して SPS の web インターフェースにログインします。 

 [Login]フィールドに admin と入力します。 

 [Password]フィールドに admin ユーザーの「3.2 ウェルカムウィザードでの SPS の設

定」の手順 5 で設定したパスワードを入力します。 

 [Login]をクリックします。SPS 管理インターフェースのメインページが表示されます。 

2. 新しいトランスペアレント接続を設定します。 

a.    SSH 接続を設定するには、メニューから[SSH Control]>[Connections]を選択します。 

ターミナルセッションのみが許可されます。 

 RDP 接続を設定するには、メニューから[RDP Control]>[Connections]を選択します。

基本的なリモートデスクトップセッション（ファイル共有は含まない）のみが許可され

ます。 

b. 新しい接続を作成するために、右側の アイコンをクリックします。 

c. [Name] フ ィ ー ル ド に 、 接 続 を 識 別 す る 名 前 を 入 力 し ま す 。 （ 例 、 admin-server-

transparent） 

 注釈： 
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接続に関する情報が与えられている、わかりやすい名前を使用することを推奨しま

す。例えば、アクセス可能なサーバーの名前、許可されたユーザーの名前などを参

考にしてください。 

d. 接続を定義する IP アドレスを入力します。 

Figure 3-15 トランスペアレントモードの SSH 接続設定([SSH Control]>[Connections]) 

 

 

 [From]フィールドに、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
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入力します。 

IPv4、あるいは IPv6 アドレスを使用できます。IP 範囲を指定したアドレスに制限す

るには、プレフィックスを 32(IPv4)、あるいは 128(IPv6)に設定します。 

 [To]フィールドにサーバーの IP アドレスを入力します。 

IPv4、あるいは IPv6 アドレスを使用できます。IP 範囲を指定したアドレスに制限す

るには、プレフィックスを 32(IPv4)、あるいは 128(IPv6)に設定します。 

 [Port]フィールドに、サーバーが接続で受信するポート番号を入力します。 

e. [Enable indexing]にチェックします。 

f. をクリックします。 

この接続では、クライアントマシンから指定されたサーバーに接続することが、どのユー

ザーにも許可されますが、ターミナルセッションのみが許可されます。TCP フォワーディ

ングのような他のチャネルは無効になっています。 

3. 新しいノントランスペアレント接続を設定します。 

a.    SSH 接続を設定するには、メニューから[SSH Control]>[Connections]を選択します。 

ターミナルセッションのみが許可されます。 

 RDP 接続を設定するには、メニューから[RDP Control]>[Connections]を選択します。

基本的なリモートデスクトップセッション（ファイル共有、あるいはクリップボードは含

まない）のみが許可されます。 

b. 新しい接続を作成するために、右側の アイコンをクリックします。 

c. [Name] フ ィ ー ル ド に 、 接 続 を 識 別 す る 名 前 を 入 力 し ま す 。 （ 例 、 admin-server-

nontransparent） 

 注釈： 

接続に関する情報が与えられている、わかりやすい名前を使用することを推奨しま

す。例えば、アクセス可能なサーバーの名前、許可されたユーザーの名前などを参

考にしてください。 

d. 接続を定義する IP アドレスを入力します。 
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Figure 3-16 ノントランスペアレントモードでの SSH 設定([SSH Control]>[Connections]) 

 

 [From]フィールドに、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。 

IPv4、あるいは IPv6 アドレスを使用できます。IP 範囲を指定したアドレスに制限す

るには、プレフィックスを 32(IPv4)、あるいは 128(IPv6)に設定します。 

 [To]フィールドに SPS の物理インターフェース 1 の IP アドレスを入力します。 

IPv4、あるいは IPv6 アドレスを使用できます。IP 範囲を指定したアドレスに制限す

るには、プレフィックスを 32(IPv4)、あるいは 128(IPv6)に設定します。 

 [Port]フィールドに、ポート番号を入力します。 
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 [Target]セクションの[Use fix address]を選択して、アドレスフィールドにサーバーの

IP アドレスを入力します。 

IPv4、あるいは IPv6 アドレスを使用できます。 

 [Target]セクションの[Port]フィールドにサーバーが接続で受信するポート番号を入

力します。 

e. [Enable indexing]にチェックします。 

f. をクリックします。 

この接続では、クライアントマシンから指定されたサーバーに接続することが、どのユー

ザーにも許可されますが、ターミナルセッションのみが許可されます。TCP フォワーディ

ングのような他のチャネルは無効になっています。 

4. 新しい設定をテストします。クライアントからサーバーへ、SSH あるいは RDP 接続を開始し

ます。 

 トランスペアレント接続では、（「手順 2 新しいトランスペアレント接続を設定します。」

で設定した）サーバーの IP アドレスを使用します。 

 ノントランスペアレント接続では、（「手順 3 新しいノントランスペアレント接続を設定し

ます。」で設定した）SPS の IP アドレスとポートを使用します。 

5. サーバーに正常に接続した後、接続で何か行ってください。例えば、SSH 接続では単純な

コマンド（例、ls /tmp）を実行する、あるいは RDP 接続ではアプリケーション（例、Windows 

Explorer）を起動します。その後、接続を終了します。 

6. SPS の web インターフェースで[Search]>[Search]に移動します。セッションが接続のリスト

に表示されます。トランスペアレント接続ではクライアントはターゲットサーバーを宛先にし、

ノントランスペアレント接続では SPS を宛先にしていることに注意してください。 

7. アイコンをクリックします。接続についての要約が表示されます。サーチボックスに接続

で表示されたテキストを入力します。例えば、SSH 接続で実行したコマンド、あるいは RDP

接続で見えたメニュー項目（例、Start）や他のテキスト。SPS はテキストが接続で表示され

た時、表示されたスクリーンショットを自動的に生成します。 

8. をクリックして、再生できる監査証跡からビデオファイルを生成します。イ

ンデクサの負荷、長さ、あるいは監査証跡のタイプによっては数分かかることがあります

（監査証跡のプロセスをキャンセルするには、 をクリックします。）。[Video status]フィー

ルドには、このプロセスの進行状況が表示されます。 
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ビデオが利用可能になった時、 は  に変わります。 

Figure 3-17 監査証跡の詳細 

 

9. をクリックして、ビデオを再生します。プレイヤーウィンドウが開きます。 

10. 監査証跡を再生して、行動を確認します。 

4 基本設定 

SPS は web インターフェースを通して設定します。設定の変更は のクリック後に自動

的に行われます。現在のページの変更のみが有効になります。つまり、ページごとに、個別にコミ

ットする必要があります。 

 サポートブラウザに関する詳細については、「4.1 サポートブラウザとオペレーティングシス

テム」を参照してください。 

 SPS の web インターフェースの使用方法の詳細については、「4.2 Web インターフェースの

構成」を参照してください。 

 ネットワークインターフェース、名前解決、および他のネットワーク関連の設定方法の詳細

については、「4.3 ネットワーク設定」を参照してください。 

 システム時刻、および NTP サーバーと自動で時刻同期する方法の詳細については、「4.4

日付と時刻設定」を参照してください。 
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 SNMP、および e-mail アラートを送信する設定方法の詳細については、「4.5 システムログ、

および SNMP と e-mail アラート」を参照してください。 

 システムの監視、およびアラートの設定方法の詳細については、「4.6 SPS のシステム監視

設定」を参照してください。 

 データ、およびコンフィグレーションのバックアップの設定方法の詳細については、「4.7 デ

ータとコンフィグレーションのバックアップ」を参照してください。 

 アーカイブの設定方法の詳細については、「4.8 アーカイブとクリーンアップ」を参照してくだ

さい。 

4.1 サポートブラウザとオペレーティングシステム 

サポートブラウザは、Mozilla Firefox、Google Chrome、Microsoft Edge の最新バージョン、および

Microsoft Internet Explorer 11 以降です。ブラウザはTLS暗号化されたHTTPS接続、JavaScript、

および Cookie がサポートされている必要があります。JavaScript と Cookie の両方が有効になっ

ていることを確認してください。 

 注意： 

Internet Explorer 9 と 10 の公式サポートは 2016 年 1 月に終了しています。これらは SPS バ

ージョン 4 F3 以降、サポートしていません。 

 

 注意： 

SPS の web インターフェースは一般的に、Internet Explorer と Microsoft Edge をサポートして

いますが、監査証跡を再生するには、Internet Explorer 11 を使用し、Google WebM Video for 

Microsoft Internet Explorer plugin をインストールする必要があります（Microsoft Edge では再

生できません）。Internet Explorer 11、あるいは他のサポートされているブラウザをコンピュー

ターにインストールできない場合は、Safeguard Desktop Player アプリケーションを使用してくだ

さい。詳細については、「16.2 ブラウザでの監査証跡の再生」あるいは「Safeguard Desktop 

Player ユーザーガイド」を参照してください。 

 

 注釈： 

サポートされていないブラウザ、あるいは JavaScript が無効の場合、SPS はワーニングを表

示します。 

 

 注意： 

SPS の web インターフェースを表示するのに推奨される最小の画面解像度は、14 インチワイ

https://tools.google.com/dlpage/webmmf/
https://tools.google.com/dlpage/webmmf/
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ドスクリーン（標準の 16:9 レート）ラップトップ画面で 1366×768 ピクセルです。これ以上の画

面サイズと解像度は web インターフェースの最適な表示を保証します。 

サポートオペレーティングシステムは、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 で

す。 

SPS の web インターフェースは、TLS 暗号化と強力な暗号化アルゴリズムを使用してのみアクセ

スできます。 

複数のブラウザウィンドウ、あるいはタブで web インターフェースを開くことはサポートされていま

せん。 

4.2 Web インターフェースの構成 

 注意： 

SPS の web インターフェースを表示するのに推奨される最小の画面解像度は、14 インチワイ

ドスクリーン（標準の 16:9 レート）ラップトップ画面で 1366×768 ピクセルです。これ以上の画

面サイズと解像度は web インターフェースの最適な表示を保証します。 

Web インターフェースは、以下の主要なセクションで構成されています。 

Main menu：各メニュー項目は、メインワークスペースにオプションを表示します。メインメニュー項

目をクリックすると、その特定のメニューで利用可能なメニューリストが表示されます。 
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Figure 4-1 web インターフェースの構造 

 

User Menu：セキュリティパスフレーズ、永続キー、あるいは一時キーのアップロード、SPS のパス

ワードの変更、ログアウト、および[Preferences]オプションを使用して確認ダイアログとツールチッ

プを無効にすることができます。詳細については、「4.2.4 ユーザー設定」を参照してください。 

User Info：ログインしているユーザー関連の情報を表示しています。 

 User：ユーザー名。 

 Host：ユーザーのコンピューターの IP アドレス。 

 Last login：ユーザーが最後にログインした日付と IP アドレス。 
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Figure 4-2 User Menu と User Info 

 

System Monitor：以下のような、SPS に関するアクセシビリティ、およびシステム状態の情報を表

示します。 
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Figure 4-3 System Monitor 

 

 Time：システム日付と時刻。 

 Remaining time：Web インターフェースセッションがタイムアウトするまでの残り時間。 

 注釈： 

タイムアウトの設定を変更するには、 [Basic Settings]>[Management]>[Web interface 

timeout]に移動してタイムアウトの値を分単位で入力します。 

 Locked：インターフェースが他の管理者によってロックされていることを示しています（詳細

については、「4.2.2 マルチユーザーとロック」を参照してください）。 

 HTTP、ICA、RDP、SSH、Telnet、および VNC：保護されたサーバーにトラフィックが許可さ

れている場合に表示されるインジケーター。 

 Connections：ICA、RDP、SSH、Telnet、および VNC のアクティブな接続数。HTTP の場合、

アクティブな HTTP セッション数が表示されます。 
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 License：ライセンスが無効、あるいは評価版の有効期限が切れている場合に表示される

ライセンス情報。 

 ディスク間で同期が進行中の場合に表示される RAID のステータス。 

 HA：2 つの SPS ユニットが HA クラスターで動作している場合、アクティブノードの HA ステ

ータスと ID。冗長化のハートビートインターフェースが設定されている場合、その情報も表

示されます。クラスターのノードが、お互いにデータを同期している場合は、同期プロセス

の進行状況と残り時間も表示されます。 

 Protected hosts、Concurrent settions：ライセンス使用率、つまり、ホストベースライセンス

の場合は、SPS を経由してアクセスしているホスト数、セッションベースライセンスの場合は、

アクティブセッション数が表示されます。 

 以下の期間の、平均システム負荷。 

 Load 1：直近の 1 分間。 

 Load 15：直近の 15 分間。 

 CPU、MEM、DISK、および SWAP：各使用率を表示します。グラフバー上にマウスを置くと

ツールチップに詳細が表示されます。[Basic Settings]>[Dashboard]に移動すると詳細なレ

ポートが表示されます。 

システムモニターは SPS の状態に関する、現在の情報を表示します。これらのパラメーターの履

歴を表示するには、[Basic Settings]>[Dashboard]を開いてください。詳細については、「22.6 ステ

ータス履歴と統計情報」を参照してください。 

4.2.1 メインワークスペースの要素 

メインワークスペースには、選択されたメインメニュー項目に関連したコンフィグレーションが 1 つ

以上のサブメニューにグループ化されて表示されます。サブメニューの関連したパラメーターは、

ラベルのついたグループ、あるいはセクションで構成され、青色のアウトラインで囲まれています。 
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Figure 4-4 メインワークスペース 

 

 ：各ページには 1 つ以上の青色のアクションボタンが含まれています。最も一

般的なアクションボタンは で、ページの変更を保存して、有効にします。 

 ／  詳細の表示／非表示：追加の設定とオプションを表示、あるいは非表示にします。 

 エントリの作成：新しい行、あるいはエントリ（例、IP アドレスやポリシー）を作成します。 

 エントリの削除：行の削除、あるいはエントリ（例、IP アドレスやポリシー）を削除します。 

 エントリの変更、ファイルのアップロード：エントリ（例、ホストキー、リストなど）の変更、あ

るいはファイル（例、秘密鍵）をアップロードします。これらのアクションは、実際に変更を実

行できるポップアップウィンドウを開きます。 

 ／ リストの項目移動：リストの項目の順番を変更します。リスト（例、接続やチャネル

ポリシーの許可されたチャネルの順番など）の順番は重要です。なぜなら、SPSはポリシー

を照会する時、リストを上から下に評価し、検査基準に完全に一致した最初の項目を選択

します。例えば、クライアントが保護されたサーバーに接続を開始すると、SPS はクライア

ント IP アドレス、サーバーIP アドレスとターゲットポート（接続の[From]、[To]、および[Port]

フィールド）が一致した最初の接続ポリシーを選択します。 
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メッセージウィンドウ：このポップアップウィンドウにはユーザーの操作に対する SPS の応答が表

示されます（例、[Configuration saved successfully]）。エラーメッセージもここに表示されます。す

べてのメッセージはシステムログに出力されます。システムログ（メッセージ履歴を含む）について

の詳細については、[Basic Settings]の[Troubleshooting]セクションを参照してください。ウィンドウ

に失敗のアクションのみ表示させるには、 [User menu]>[Preferences]に移動し、[Auto close 

successful commit messages]オプションを有効にします。 

Figure 4-5 メッセージウィンドウ 

 

4.2.2 マルチユーザーとロック 

複数の管理者が同時に SPS の web インターフェースにアクセスできますが、設定を変更できるの

は、その中の一人だけです。これは、設定を変更できる最初の管理者が設定ページ（例、[Basic 

Settings]あるいは[AAA menu]）を開いた時に、SPS のコンフィグレーションが自動的にロックされ

ることを意味します。[System Monitor]フィールドに、設定をロックした管理者のユーザー名と IP ア

ドレスが表示されます。他の管理者は、ロックした管理者がロックを必要としない SPS のページに

移動するか、ログアウトするか、あるいはセッションタイムアウトするまで待つ必要があります。た

だし、[Search]と[Reporting]メニューへのアクセス、およびゲートウェイ認証と 4-eyes 認証の実行

あるいは View 権限のみでのコンフィグレーションの閲覧は可能です（詳細については、「5.7 ユー

ザー権限とユーザーグループの管理」を参照してください）。 

REST、あるいは RPC API を使用して SPS にアクセスすると、web インターフェースから SPS にア

クセスした時と同じようにコンフィグレーションをロックします。 

 注釈： 

管理者がローカルコンソール、あるいはリモート SSH 接続でログインした場合、web インターフ

ェースの経由のアクセスは完全にブロックされます。ローカル、および SSH 接続は web 接続と

同じくタイムアウトします。詳細については、「6.5 SPS のコンソールアクセス」を参照してくださ

い。 
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4.2.3 Web インターフェースのタイムアウト 

デフォルトでは、SPS は 10 分間操作しないとユーザーのセッションを終了します。このタイムアウ

ト値を変更するには、[Basic Settings]>[Management]>[Web interface timeout]オプションで行いま

す。 

Figure 4-6 ［Basic Settings］>[Management]>[Web interface timeout] — Web interface timeout 

 

4.2.4 ユーザー設定 

web インターフェースに関するユーザー設定を設定するには、[User Menu]>[Preferences]に移動

します。 

Figure 4-7 User Menu > Preferences 

 

 Show tooltips：ユーザーインターフェース要素のツールチップを表示します。 

 Confirmation before deleting policies：ポリシーを誤って削除しないように、ポリシーを削除

する時にポップアップウィンドウを表示します。 

 Confirmation before deleting entries：エントリを誤って削除しないように、エントリを削除す
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る時にポップアップウィンドウを表示します。 

 Warn when unsaved changes may be lost：保存されていない変更が失われないように、コ

ミットしないで別のウィンドウに移動しようとすると警告のポップアップウィンドウを表示しま

す。 

 Autoclose successful commit messages：一般的な確認ウィンドウを表示しません。（例え

ば、変更が正常にコミットされた時の[Configuration saved successfully]ウィンドウ）。その

結果、ポップアップウィンドウは失敗したアクション、あるいはエラーのみに表示されます。 

 Mousewheel scrolling of search results：検索ページの表示される検索結果が複数のペー

ジに跨る場合、マウスホイールを使用して検索結果ページ間を移動できます。オフにした

場合は検索ページでマウスホイールを使用するとページ全体がスクロールします。 

 Audit trail filename template： 

監査証跡のファイル名を変更するには、[User menu]>[Preferences]に移動し、[Audit trail 

filename template]を変更します。デフォルトのテンプレートは{protocol}-{starttime}-

{gw-username}-{remote-username}-{dst-ip}.zatです。テンプレートは任意の文字

を含めることができ、キーは実際の値に置き換わります。以下のキーが利用可能で

す。 

 connection-policy：接続ポリシー。 

 dst-ip：宛先 IP アドレス。 

 dst-port：宛先ポート番号。 

 gw-username：ゲートウェイユーザー名。 

 protocol：プロトコル。 

 remote-username：リモートユーザー名。 

 session-id：セッション ID。 

 src-ip：送信元 IP アドレス。 

 starttime：セッションの開始時間。 
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4.3 ネットワーク設定 

[Basic Settings]>[Network]は SPS のネットワークインターフェース、およびネーミングの設定を含

んでいます。 

Figure 4-8 Basic Settings > Network — ネットワーク設定 
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 Interfaces：SPS の 3 つの物理インターフェースに割り当てられた、すべての論理インターフ

ェース（VLAN ID、IP アドレス、ネットマスク、および名前）がリストされます。論理インターフ

ェース管理の詳細については、「4.3.2 論理インターフェースの管理」を参照してください。 

各物理インターフェースの速度が表示されます。インターフェースの速度を明示的に設定

するには、[Speed]フィールドで値を選択します。上級ユーザーのみがインターフェースの

速度を変更することを推奨します。 

 Routing table：リモートネットワークにパケットを送信する時、SPS は送信パスを決めるため

にルーティングテーブルを参照します。ルーティングテーブルに情報がない場合、パケット

はデフォルトゲートウェイに送信されます。ルーティングテーブルを使用して、特定のホスト、

あるいはネットワークへのスタティックルートを定義します。SPS のインターフェースが複数

のサブネットに接続している場合は、ルーティングテーブルを使用する必要があります。 

と アイコンをクリックして、新しいルートを追加、既存のルートを削除します。ルートと

は、[Address/Netmask]のネットワークに送信されたメッセージを[Gateway]に配信させるこ

とを意味します。 

詳細な例については、「4.3.4 ルーティングテーブル設定」を参照してください。 

 IP forwarding：SPS 経由で制御されていないトラフィックを通すために、論理インターフェー

ス間でルーティングを有効にすることができます。詳細については、「4.3.3 論理インターフェ

ース間で制御しないトラフィックをルーティングする」を参照してください。 
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廃止されたルーターモードの機能を模倣するには、接続する物理インターフェースごとに論

理インターフェースを設定し、それらの間で IP フォワーディングを有効にします。 

 [Naming]>[Hostname]：SPS が稼働しているマシン名。 

 [Naming]>[Nick name]：SPS のニックネーム。デバイスを区別するのに使用します。コア、

およびブートのログインシェルに表示されます。 

 [Naming]>[DNS search domain]：ネットワーク上のドメイン名。監査された接続のドメイン名

を解決する時、ターゲットアドレスに付加されるドメインの入力がない場合、SPS はターゲッ

トホスト名を解決するために、このドメイン名を使用します。 

 [Naming]>[Primary DNS server]：ドメイン名の解決に使用するネームサーバーの IP アドレ

ス。 

 [Naming]>[Secondary DNS server]：セカンダリ DNS サーバー。プライマリサーバーにアク

セスできない場合、ドメイン名の解決に使用するネームサーバーの IP アドレス。 

4.3.1 ユーザーと管理者のログインアドレスの設定 

SPS の web インターフェースにアクセスするために、2 つの個別のログインアドレスを設定すること

ができます。 

 管理者とユーザーの web ログイン：このアドレスは、ユーザーがそのアクセス権限に応じて

SPS の設定の変更、認証関連の操作（ゲートウェイ認証、4-eyes 認証）を実行できます。 

 ユーザーのみの web ログイン：このアドレスからは SPS の設定を表示、あるいは変更する

ことはできません。ユーザーはゲートウェイ認証と 4-eyes 認証のみ実行することができま

す。 

 注釈： 

ゲートウェイ認証と 4-eyes 認証の詳細については、「17 高度な認証および承認技術」を参照

してください。 

両方のログインアドレスで、設定された IP アドレスのみに接続を制限するように設定することがで

きます。 

 注釈： 

HTTP、あるいは SSH 接続を設定する場合、管理者、あるいはユーザーログイン用に設定した

IP アドレスを使用しないでください。 
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ログインアドレスは、デフォルトでブルートフォース攻撃に対して保護されています。ログイン試行

が 5 回失敗した後、次のログインは一定時間拒否されます。[Protect against brute-force attacks]

オプションを選択解除することで、この機能をオフできます。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Local Services]>[Web login…]に移動します。 
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Figure 4-9 Basic Settings>Local Services>Web login — web ログインアドレス設定 

 

2. [Listening addresses]フィールドで をクリックします。 

3. [Address]フィールドで SPS のユーザーインターフェースの接続に使用する IP アドレスを選

択します。 

利用可能なアドレスは[Basic Settings]>[Network]>[Interfaces]で設定されたインターフェ
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ースアドレスが該当します。IPv4 アドレスのみ選択できます。 

4. [HTTP]フィールドには、HTTP 接続用のポート番号を入力します。 

5. [HTTPS]フィールドには、HTTPS 接続用のポート番号を入力します。 

6. オプション手順：選択されたサブネット、あるいは IP アドレスからのみ SPS の web インター

フェースへのアクセスを許可するには、[Restrict clients]をチェックし、 をクリックして許

可されたクライアントの IP アドレスとネットマスクを入力します。これらの設定は SPS への

SSH アクセスには影響しません。 

 警告： 

信頼できるネットワークからのみ SPS への管理アクセスを許可してください。可能であ

れば、監視対象の接続と SPS の web インターフェースへの管理アクセストを別々のネ

ットワークから開始する必要があります。 

変更のコミット後、web インターフェースは設定されたサブネット、あるいは IP アドレス

からのみ利用できます。 

IPv4 アドレスを使用します。 

7. 推奨：[Web login (user only)]でユーザー接続用に別のログインアドレスを設定します。SPS

のコンフィグレーションはこの IP アドレスからは表示、あるいは変更することはできません。 

8. をクリックします。 

4.3.2 論理インターフェースの管理 

物理インターフェースに論理インターフェースを割り当てることができます。各論理インターフェー

スは独自の VLAN ID、あるいは独自の（エイリアス）IP アドレスとプレフィックスを持つことができま

す。各倫理インターフェースに設定された名前は SPS のユーザーインターフェースのみに表示さ

れます。 

IPv4 と IPv6 アドレスも設定することができます。IPv6 は監視対象の接続を設定するのに用いられ、

ローカルサービス（web ログインを含む）には IPv4 アドレスが必要です。インターフェースは、IPv4

と IPv6 アドレスの混在を含む複数の IP アドレスを持つことができます。 

 注釈： 

SPS は、異なる VLAN グループで同じ IP アドレスを使用する 2 つのホストのシナリオをサポー

トしていません。 
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手順： 

1. [Basic Settings]>[Network]>[Interfaces]に移動します。 

Figure 4-10  Basic Settings > Network > Interfaces — 論理インターフェース管理 

 

 

 

2. 必要に応じて、論理インターフェースを割り当てる物理インターフェースを識別するために

SPS ハードウェアのラベルを利用してください。 

3. 新しい論理インターフェースを追加するために をクリックします。 
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 VLAN：論理インターフェースの VLAN ID。（オプション） 

 注意： 

ネットワーク環境が VLAN を使用していない限り、VLAN ID は設定しないでくださ

い。SPS アプライアンスに、このインターフェースを使用してアクセスできなくなり

ます。 

 Address：論理インターフェースの IP アドレス。 

IP アドレスの代わりにホスト名を入力することもできます。SPS はホスト名から IP アド

レスを自動的に解決します。以下の制限があることに注意してください。 

 SPS は、ホスト名を解決するために[Basic Settings]>[Network]>[Naming]>[Prim

ary DNS server]と[Secondary DNS server]に設定されたドメインネームサーバ

ーを使用します。 

 IPv4 アドレスのみがサポートされています。 

 ドメインネームサーバーが複数の IP アドレスを返してきた場合、SPS はリストか

らランダムに選択します。 

 注意： 

以下の範囲に含まれる IP アドレスは使用しないでください。 

 1.2.0.0/16（SPS クラスターノード間の通信の為、予約されていま

す。） 

 127.0.0.0/8（ローカルホスト IP アドレス） 

 Prefix：論理インターフェースの IP 範囲。 

 オプション手順：論理インターフェースに追加の（エイリアス）IPアドレスとプレフィックス

を追加するには、 をクリックします。エイリアス IP アドレスを削除するには対応する

箇所で をクリックします。 

 Name：論理インターフェース名です。この名前は SPS のユーザーインターフェースの

みに表示されます。 

論理インターフェースを削除するには、フィールド横の をクリックします。 

4. をクリックします。 
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4.3.3 論理インターフェース間で制御しないトラフィックをルーティングする 

SPS 経由で制御されていないトラフィックを通すために、論理インターフェース間でルーティングを

有効にすることができます。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Network]>[IP forwarding]に移動します。 

Figure 4-11 Basic Settings > Network > IP forwarding — インターフェース間の IP フォワーディング 

 

2. 新しいフォーワーディングルールを追加するには、 をクリックし、接続する 2 つの論理イ

ンターフェースを選択します。シングルインターフェースルーターモードで論理インターフェ

ースを使用するために、両方のフィールドに同じインターフェースを選択することができま

す。 

既存のルールを削除するには をクリックします。 

3. をクリックします。 

4.3.4 ルーティングテーブル設定 

ルーティングテーブルには SPS が到達できる宛先のネットワークが含まれています。監視対象の

接続、および SPS のローカルサービス（バックアップとアーカイブサーバー、シスログサーバーお

よび、SMTP サーバーへの接続を含む）の両方で適切にルーティングされていることを確認する必

要があります。 

複数の IPv4 と IPv6 アドレスおよびアドレス範囲を各ゲートウェイと共に追加できます。 

手順： 

1. 新しくルーティングを追加するには、[Basic Settings]>[Network]>[Routing table]に移動し、 

をクリックします。 
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Figure 4-12  Basic Settings > Network > Routing table — ルーティング 

 

2. [Network]フィールドに、IP アドレスとネットワークプレフィックスを入力します。 

3. [Gateway]フィールドに、そのサブネットに使用されているゲートウェイの IP アドレスを入力

します。 

4. をクリックします。 

4.4 日付と時刻設定 

SPS の日付と時刻に関連する設定を行うには、[Basic Settings]>[Date & Time]に移動します。. 
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Figure 4-13 Basic Settings > Date & Time — 日付と時刻管理 

 

 注意： 

SPS の日付と時刻を正しく設定することは不可欠です。そうしないと、ログと監査証跡の日付

情報が不正確になります。時刻が同期されなくなると、このページにワーニングが表示されア

ラートが送信されます。 

SPS で日付と時刻を明示的に設定するには、[Date & Time settings]グループの各フィールドに現

在の時刻を入力し、[Set Date & Time]をクリックします。 

2 つの SPS ユニットが HA モードで動作している時、スレーブノードはマスターノードに時刻と日付

を自動的に同期します。ノード間で時刻を手動で同期するには、[Sync Master]（HA モード時有効）

をクリックします。 

タイムサーバーから自動的に日付を取得するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Timezone]フィールドに、利用中のタイムゾーンを選択します。 

2. [Address]フィールドに、NTP タイムサーバーの IP アドレスを入力します。 

IPv4 アドレスを使用します。 

3. をクリックします。 
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4. 新しいサーバーを追加、あるいは既存のサーバーを削除するには、 と アイコンをクリ

ックします。 

5. オプション手順：SPS の時刻が非常に不正確な場合、NTP サーバーから日時を取得する

のに時間がかかる場合があります。この場合、SNTP を使用してすぐに時刻を同期するた

めに[Sync Now]または[Sync Master]をクリックします。 

4.5 システムログ、および SNMP と e-mailアラート 

e-mail アラートとシステムログは[Basic Settings]>[Management]ページで設定することができます。 

4.5.1 システムログの設定 

SPS はシステムログメッセージをリモートのシスログサーバーに送信することができます。例えば、 

syslog-ng Premium Edition、syslog-ng Store Box(SSB)、Splunk、あるいは HPE ArcSight Data プ

ラットフォーム。リモートサーバーにロギングするには、以下の手順を実行します。 

 注釈： 

任意のカスタム形式でログメッセージを送信するには、弊社カスタマーポータルまでお問い合

わせください。 

 

 注意： 

SPS のローカルログの保持期間は 7 日間です。それ以上に保存するためにはリモートログサ

ーバーにそれらを転送してください。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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Figure 4-14 Basic Settings > Management > Syslog — システムログ設定 

 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Management]に移動します。 

2. [Syslog]>[Syslog receivers]フィールドで をクリックします。 

3. 各フィールドにシスログサーバーの IP アドレスとポートを入力します。 

IPv4 を使用します。 

4. [Protocol]フィールドにメッセージを転送するために使用するネットワークプロトコルを選択

します。接頭辞“legacy-”は RFC3164 に記述されている legacy BSD-syslog プロトコルに対

応し、“syslog-”は RFC5424 に記述されている新しい IETF-syslog プロトコルに対応してい

ます。全てのシスログサーバーが IETF プロトコルを、まだサポートしていないことに注意し

てください。 

TLS 暗号化接続を使用してログメッセージを送信するには“TCP+TLS”を選択します。 

 注釈： 

TCP を使用してシスログメッセージを転送するとサーバーがログを受信することが保

証されます。 

TLS 暗号化を使用してシスログメッセージを転送すると第三者がメッセージを解読でき

ないことが保証されます。ただし、すべてのシスログサーバーが暗号化接続を受信で
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きません。syslog-ng Premium Edition と Open Source Edition、および syslog-ng Store 

Box（SSB）は暗号化接続と新しい IETF-syslog プロトコルも両方サポートしています。 

詳細についてはこちらを参照してください。 

5. HA クラスターの SPS ノードによって送信されたシスログメッセージのホスト名を別々に表

示させるには、[Include node ID in hostname in boot firmware messages]オプションをチェ

ックします。シスログメッセージのホスト名ファイルに含まれるノード ID はノードインターフェ

ースの MAC アドレスです（コアファームウェアのメッセージは常にマスターノードよって送信

されます）。 

ブートファームは SPS を起動し、HA サポートを提供しコアファームを開始します。コアファ

ームウェアは順々にその他のすべて（web インターフェースの提供、接続の管理など）を処

理します。 

6. “TCP+TLS”プロトコルを選択した場合は以下の手順を実行します。 

さもなければ、 をクリックします。 

a. SPS でシスログサーバーの証明書を認証するには、[Server key check]フィールドの

[Required trusted]をチェックします。次の手順に進みます。 

単に、サーバーによって提示された証明書を認証するようにするには、[Server key 

check]フィールドの[Optional untrusted]をチェックします。 

 

注意： 

あるいは、サーバーの証明書をチェックに以下のような、より厳密では

ないオプションを使用することもできます。 

 Optional trusted：サーバーが証明書を送信すると、SPS は有効

（期限切れではない）か、証明書のコモンネームにサーバーの IPア

ドレスかドメイン名が含まれるかどうかチェックします。これらのチェ

ックが失敗すると、SPS は接続を拒否します。ただし、サーバーが

証明書を送信しない場合、SPS は接続を承認します。 

 Required untrusted：SPS はサーバーからの証明書を要求します。

証明書が受信されない場合、証明書が有効ではない（期限切れ）

場合、あるいは証明書のコモンネームにサーバーのドメイン名また

は IP アドレスが含まれていない場合は接続を拒否します。 

b. [CA X.509 certificate]フィールドの アイコンをクリックします。ポップアップウィンドウ

が表示されます。 

https://www.jtc-i.co.jp/product/ssb/ssb.html
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[参照]をクリックして、シスログサーバーの証明書を発行した認証局（CA）の証明書を

選択し、[Upload]をクリックします。あるいは、[Copy-paste]フィールドに証明書をペー

ストし、[Set]をクリックすることでもできます。 

SPS は、サーバーの証明書を認証するために、この CA の証明書を使用します。認証

が失敗した場合は、接続を拒否します。 

c. シスログサーバーが相互認証を必要とする場合、つまり、シスログサーバーはSPSか

らの証明書を要求します。SPS の証明書を生成して署名します。それから、[Client 

X.509 certificate]フィールドの アイコンをクリックし、証明書をアップロードします。次

に[Client key]フィールドの アイコンをクリックし、証明書に対応した秘密鍵をアップ

ロードします。 

d. をクリックします。 

7. 新しいサーバーを追加、あるいは既存のサーバーを削除するには、 と アイコンをクリ

ックします。 

 注釈： 

ネットワークの停止、あるいはシスログサーバーのその他の問題が原因により、シス

ログサーバーが SPS からのログメッセージを受信しないリスクを軽減するために、SPS

はシスログサーバーがアクセス不能になった場合に最大 10MB のログメッセージをハ

ードディスクにバッファします。 

4.5.2 e-mailアラート設定 

e-mail アラートを設定するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Management]>[Mail settings]に移動します。 

2. [SMTP server address]フィールドにメールサーバーの IP アドレス、あるいはホスト名を入

力します。 

IPv4 アドレスを使用します。 

3. SPS と SMTP サーバー間の通信を暗号化する場合、[Encryption]で[STARTTLS]オプショ

ンをチェックして、以下の手順を実行します。 

 SPS でサーバーの証明書を認証するには、[Only accept certificates authenticated 
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by the specified CA certificate]にチェックして、[CA X.509 certificate]フィールドの

アイコンをクリックします。ポップアップウィンドウが表示されます。 

[参照]をクリックして、SMTP サーバーの証明書を発行した認証局（CA）の証明書を選

択し、[Upload]をクリックします。あるいは、[Copy-paste]フィールドに証明書をペース

トし、[Set]をクリックすることでもできます。 

SPS は、サーバーの証明書を認証するために、この CA の証明書を使用します。認証

が失敗した場合は、接続を拒否します。 

 SMTP サーバーが相互認証を必要とする場合、つまり、SMTP サーバーは SPS から

の証明書を要求します。SPS の証明書を生成して署名します。それから、[Client 

X.509 certificate]フィールドの アイコンをクリックし、証明書をアップロードします。次

に[Client key]フィールドの アイコンをクリックし、証明書に対応した秘密鍵をアップ

ロードします。 

2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します。 

4. SPS で SMTP サーバーを認証する場合は、[Authentication]で[Enabled]オプションにチェッ

クします。認証するユーザー名を入力します。 

SMTP サーバーの認証に使用するパスワードを設定、あるいは変更します。 

[Change]をクリックして、パスワードを入力します。[Update]をクリックします。 を

クリックします。 

 注釈： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用する

ことができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 
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Figure 4-15 Basic Settings > Management > Mail settings — e-mail 送信設定 

 

5. [Send e-mails as]フィールドに、任意の送信元の e-mail アドレスを入力します。これは e-

mail のフィルタリングに役立ちます。SPS はここに設定したアドレスから e-mail を送信しま

す。e-mail アドレスが未入力の場合、e-mail はデフォルトの e-mail アドレスから送信されま

す。 

6. [Administrator's e-mail address]フィールドに管理者の e-mail アドレスを入力します。SPS

はシステムイベント（アラートとレポート以外）関連の通知をこのアドレスに送信します。 

7. [Send e-mail alerts to]フィールドに管理者の e-mail アドレスを入力します。SPS はこのア

ドレスに監視アラートを送信します。 
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8. [Send reports to]フィールドにトラフィックレポートの受信者のe-mailアドレスを入力します。

レポートの詳細については、「18 レポート」を参照してください。 

9. をクリックします。 

10. [Test]をクリックし、テストメッセージを送信します。 

テストメッセージがサーバーに届かない場合、SPS がサーバーにアクセスできるか確認し

てください。詳細については、「22 SPS のトラブルシューティング」を参照してください。 

11. [Basic Settings]>[Alerting & Monitoring]に移動し、SPS から通知して欲しい e-mail アラー

トを選択します。詳細については、「4.6 SPS のシステム監視設定」を参照してください。 

12. をクリックします。 

4.5.3 SNMPアラート設定 

SPS は SNMP（Simple Network Management Protocol）で中央の監視サーバーにアラートを送信で

きます。SNMP アラートを設定するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Management]>[SNMP trap settings]に移動します。 

2. [SNMP server address]フィールドに SNMP サーバーの IP アドレス、あるいはホスト名を入

力します。 

IPv4 アドレスを使用します。 

Figure 4-16 Basic Settings > Management > SNMP trap settings — SNMP アラート設定 

 

3. 使用する SNMP プロトコルを選択します。 

 SNMP クエリに SNMP v2c プロトコルを使用するには、[SNMP v2c]にチェックして、
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[Community]フィールドに使用するコミュニティを入力します。 

 SNMP v3 プロトコルを使用するには、[SNMP v3]にチェックして、以下の手順を実行し

ます。 

Figure 4-17 Basic Settings > Management > SNMP trap settings — SNMPv3 を使用した SNMP アラート設定 

 

a. [Username]フィールドに使用するユーザー名を入力します。 

b. [Engine ID]フィールドに使用するエンジン ID を入力します。エンジン ID は 0x か

ら始まる 10 桁以上の 16 進数です。例、0xABABABABAB。 

c. [Authentication method]フィールドは、使用する認証方式（[MD5]または[SHA1]）

をチェックします。 

d. [Authentication password]フィールドに、使用するパスワードを入力します。 

e. [Encryption method]フィールドに、使用する暗号方式（[Disabled]、[DES]または

[AES]）にチェックします。 

f. [Encryption password]フィールドに、使用する暗号化パスワードを入力します。 

 注釈： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用

することができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | }  

4. をクリックします。 
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5. [Basic Settings]>[Alerting & Monitoring]に移動し、SPS から通知して欲しい SNMP アラー

トを選択します。詳細については、「4.6 SPS のシステム監視設定」を参照してください。 

6. をクリックします。 

4.5.4 エージェントを使用した SPSステータス情報の照会 

外部の SNMP エージェントは基本的な SPS のステータス情報を照会できます。クライアントが、こ

の情報を照会できるように設定するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Local Services]>[SNMP server settings]に移動します。 

Figure 4-18 Basic Settings > Local Services > SNMP server settings — SNMP エージェントアクセス設定 
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2. [Enable]をチェックし、SNMP サーバーを有効にします。 

3. オプションで、[System location]、[System contact]、および[System description]フィールド

に SNMP サーバーの詳細を入力できます。 

4. SNMP クエリに SNMP v2c プロトコルを使用するには、[SNMP v2c agent]を有効にし、

[Community]フィールドにコミュニティを入力します。 

5. SNMP v3 プロトコルを使用するには、[SNMP v3 agent]にチェックし、以下の手順を実行し

ます。 

a. をクリックします。 

b. [Username]フィールドに SNMP エージェントが使用するユーザー名を入力します。 

c. [Auth. Method]フィールドは、使用する認証方式（[MD5]あるいは[SHA1])を選択しま

す。 

d. [Auth. password]フィールドに、SNMP エージェントが使用するパスワードを入力します。 

e. [Encryption method]フィールドは、使用する暗号方式（[Disabled]、[DES]または[AES]）

を選択します。 

f. [Encryption password]フィールドに、使用する暗号化パスワードを入力します。 

g. 他のエージェントを追加するには、 をクリックします。 

 注釈： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用する

ことができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | }  

6. [Listening addresses]フィールドの をクリックし、SNMP サーバー用の IP アドレスとポート

を選択します。 

利用可能なアドレスは[Basic Settings]>[Network]>[Interfaces]で設定したインターフェース

アドレスが該当します。IPv4 アドレスのみ選択できます。 

複数のアドレスを追加するには、この手順を繰り返します。 

7. オプション手順：選択されたサブネット、あるいは IP アドレスからのみ SNMP サーバーへの

アクセスを許可するには、[Restrict clients]をチェックし、 をクリックして許可されたクライ

アントの IP アドレスとネットマスクを入力します。 
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IPv4 アドレスを使用します。 

複数のアドレスを追加するには、この手順を繰り返します。 

8. をクリックします。 

4.5.5 SPSでシステムロギングをカスタマイズする 

SPS はシステムロギングに、syslog-ng Open Source Edition application (バージョン 3.9)を使用し

ます。SPS 5 LTS と共に起動します。ロギングインフラストラクチャと連携するために設定をカスタ

マイズできます。syslog-ng Open Source Edition の設定をカスタマイズすることで、SPS のログメッ

セージを環境に統合することができます。例えば、以下のようなことが行えます。 

 メッセージフォーマットの変更、あるいはメッセージフィールドのリネーム。 

 複数のログサーバー、あるいは SIEM などに送信する。 

 ログサーバーに送信するメッセージを選択（フィルター）する。 

制限 

syslog-ng Open Source Edition のドキュメントに記載されている、すべての機能が SPS で使用で

きるわけではないことに注意してください。一般的には、ロギングクライアントで滅多に使われない

機能は使用できません。例えば、HDFS や Elasticsearch のような Java ベースの宛先。利用可能

なモジュールの詳細なリストを出力するには、“syslog-ng --module-registry”コマンドを実行し

てください。 

syslog-ng コンフィグレーションのカスタマイズ 

syslog-ng コンフィグレーションの内容を正確に理解していない限り、SPS の syslog コンフィグレー

ションを変更しないでください。誤った変更は SPS のパフォーマンスを低下させ、システムロギング

が無効になり、メッセージロスの原因になります。特に、以下のポイントに注意してください。 

1. コンフィグレーションファイルを作成します。ファイル名は“.conf”で終わるようにしてくださ

い。syslog-ng OSE の場合、コンフィグレーションファイル内で定義されたコンフィグレーショ

ンオブジェクトは、ログパスで使用されている場合にのみ使用されます。そのため、ログパ

スは必ず含めてください。 

メッセージをループさせないでください。つまり、宛先で送信元にメッセージを送り返さない

ようにします（無限ループの原因になります）。 
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2. コンフィグレーションファイルを、コアファームウェアの“/etc/syslog-ng/conf.d/”ディレク

トリにコピーします（HA SPS クラスターを使用している場合は、SPS はファイルをセカンダリ

ノードにも自動的にコピーします）。 

このディレクトリにファイルを置くことで、SPS のコンフィグレーションが影響されることはあり

ません。SPS は syslog-ng Open Source Edition のこれらのコンフィグレーションファイルを

自動的にインクルードします。 

オリジナルのコンフィグレーションファイル（例、/etc/syslog-ng/syslog-ng.conf または 

/etc/syslog-ng/conf.d/message-queue-client.conf）は変更しないでください。 

3. syslog-ng OSE のコンフィグレーションファイルが構文的に妥当か検査します。次のコマンド

を実行して、コンフィグレーションに構文エラーが出力されないことを確認してください。

“syslog-ng --syntax-only --no-caps” 

4. 変更は、次のコマンドを使用して syslog-ng Open Source Edition のコンフィグレーションを

リロードした後にのみ有効になります。“syslog-ng-ctl reload” 

コンフィグレーションにエラーがある場合、SPS は前のコンフィグレーションを使用し続けま

す。この場合、コンフィグレーションを修正してください。間違ったコンフィグレーションの状

態で SPS を再起動すると SPS はメッセージを記録することができなくなります。 

利用可能なソース 

コンフィグレーションをカスタマイズする場合に以下のソースを使用できます。これらのソースは

syslog-ng OSE のコンフィグレーションファイルに定義され、通常、シスログメッセージ形式

（s_message_queue_client を除く）です。 

 s_core_journal：SPS ホストのログです。監査されたセッション関連のログメッセージも含みま

す。 

 s_message_queue_client：JSON 形式の監査されたセッション関連のログです。 

 s_slave_boot：HA SPS クラスターのセカンダリノードのブートファームウェアからのログです。 

 src：ローカル SPS サービスのログメッセージです。 

 src-internal：SPS 上で動作している syslog-ng OSE の内部ログです。 

証明書と暗号化接続 

証明書を（SPS を認証する、あるいはログサーバーの ID を検証するために）要求する、カスタマイ

ズした宛先を使用する場合、証明書を SPS の/etc/syslog-ng/conf.d/ディレクトリにコピーしま
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す。カスタマイズした syslog コンフィグレーションでは、証明書を、web インターフェースを使用して

SPS にアップロードすることはできません。 

SIEM 連携 

SPS の syslog コンフィグレーションをカスタマイズすることで、SIEM が理解できる形式で、SIEM（例、

Splunk）に直接、ログメッセージを送信することができます。SPS のログメッセージを Splunk 

Common Information Model（CIM）形式に送信するために必要なコンフィグレーションファイルを用

意しています。ご興味がありましたら、弊社カスタマーポータルまでお問い合わせください。 

他の SIEM 形式を使用するためにサポートが必要な場合は、弊社カスタマーポータルまでお問い

合わせください。 

例 

次のコンフィグレーションのスニペットは、組込みの“s_message_queue_client”ソースからメッセー

ジを読み取り、JSON メッセージを解析して、RFC5424 メッセージ形式（メッセージのボディーは

JSON に残ります）を使用してリモートの宛先にメッセージを送信します。 

parser json { 

    json-parser( 

        prefix(".sps.") 

        template("$MSG") 

    ); 

}; 

 

destination d_custom_remote { 

    syslog( 

        "192.168.1.1" 

        transport(tcp) 

        port(6514) 

        template("$(format-json --key .sps.*)\n") 

    ); 

}; 

 

log { 

    source(s_message_queue_client); 

    parser(json); 

    destination(d_custom_remote); 

}; 

上述のコンフィグレーションを使用したログメッセージのサンプルは以下になります。（わかりやすく

するため改行を入れています。） 

{"_sps": 

  { 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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    "username":"frobert", 

        "timestamp":"1499673286.380022", 

        "session_id":"svc/hm4soFrNYeAmkyzLVkzi1o/ssh_demo:4", 

        "server_port":"22", 

        "server_ip":"10.30.255.70", 

        "protocol":"ssh", 

        "event_type":"server_authentication_success", 

        "connection_name":"ssh_demo", 

        "client_port":"50830", 

        "client_ip":"10.30.255.70" 

    } 

} 

SPS でこのコンフィグレーションスニペットを使用するには、ファイル（ファイル名は“.conf”で終わ

ることを確認してください）にコピーして、IP アドレスとポート番号を環境に合わせて変更します。フ

ァイルを SPS のコアファームウェアの“/etc/syslog-ng/conf.d/”ディレクトリにコピーして、

“syslog-ng-ctl reload”を使用して syslog-ng コンフィグレーションをリロードします。 

4.6 SPSのシステム監視設定 

SPS は SNMPv2 と SNMPv3 プロトコルをサポートしています。[Basic Settings]>[Local Services]で

設定した SNMP サーバーから SPS のスタータス情報を照会できます。 

 

ヒント： 

中央の監視サーバーに SPS から送信された SNMP アラートを認識させるには、SPS

固有の MIB（Management Information Base）を監視システムにインポートします。す

べての MIB をダウンロードするには、[Basic Settings]>[Alerting & Monitoring]に移

動し、[Download MIBs]をクリックして監視システムにインポートします。詳細につい

ては、監視システムのドキュメントを参照してください。 

Figure 4-19 Basic Settings > Alerting & Monitoring — Configuring SNMP と e-mail アラート設定 
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4.6.1 監視設定 

監視設定するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Alerting & Monitoring]に移動します。 

2. パラメーターのデフォルトの閾値はほとんどの状況に適しています。必要な場合のみ閾値

を調整してください。 

3. をクリックします。 

4. [Basic Settings]>[Management]に移動して、[SNMP trap settings]と[Mail settings]の設定

を確認します。SPS は alert e-mail address と SNMP サーバーにアラートを送信します。 

 注意： 

これらの設定が間違っているとアラート送信が失敗します。 

以下では、次のアラートを受信できるパラメーターについて説明します。 

 ヘルス監視アラートについては、「4.6.2 ヘルス監視」を参照してください。 

 システム監視アラートについては、「4.6.4 システム関連トラップ」を参照してください。 

 トラフィック監視アラートについては、「4.6.5 トラフィック関連トラップ」を参照してください。 

4.6.2 ヘルス監視 

SPS は、SPS ハードウェアとその環境の多くのパラメーターを継続的に監視します。パラメーター

がクリティカルレベルに到達した場合、SPS は管理者にアラートの e-mail または SNMP メッセージ

を送信します。 

 Disk utilization maximum：ハードディスク上の空きスペースの割合。SPS は、監査証跡が

設定された値よりも多くのスペースを使用した場合にアラートを送信します。ディスクスペー

スを解放するためにバックアップサーバーに監査証跡をアーカイブしてください。詳細につ

いては、「4.8 アーカイブとクリーンアップ」を参照してください。 

 

注意： 

アラートメッセージには実際のディスク使用量が含まれています、web インタ

ーフェースで設定した制限値ではありません。例えば、ディスク使用率が 10%



 

 

 

 

  Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS 

管理者ガイド 

Rev. 1.0 

 101 / 577 

を越えた場合にアラートするように SPS に設定します。ディスク使用率がこの

制限（例、17%）を超えると、次のようなアラートメッセージ：“less than 90% f

ree (= 17%)”を受信します。これは、10%（設定した制限値で 90%未満）を越

える、すなわち 17%のディスクススペースが使用されたことを意味します。 

 Load average：１、5、あるいは 15 分間の SPS の平均負荷。 

 Swap utilization maximum：SPS が使用するスワップ領域の割合。SPS は、設定値よりも多

くの領域を使用した場合にアラートを送信します。 

4.6.3 ディスクスペース飽和防止 

ディスクスペースを飽和しないようにするには、以下の手順を実行します。 

 注釈： 

SPS が仮想環境にホストされている場合は、この設定を強く推奨します。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Management]>[Disk space fill up prevention]に移動します。 

2. [Disconnect clients when disks are]フィールドに、ディスクの最大使用量をパーセントで設

定します。ディスクスペースが、この制限値を超えて使用された場合、SPS はすべてのクラ

イアントを切断します。0 を入力すると、この機能がオフになります。デフォルトは 0 です。 

3. オプション手順：[Automatically start archiving]オプションを有効にすると、ディスク使用率

が制限値を超えると、すべての設定済みの archiving/cleanup のジョブが自動的に実行さ

れます。 

アーカイブポリシーの設定の詳細については、「4.8 アーカイブとクリーンアップ」を参照して

ください。 

 

注意： 

アーカイブポリシーが設定されていない場合、このオプションを有効にしてい

ても自動アーカイブは実行されません。 

4. [Basic Settings]>[Alerting & Monitoring]>[Health monitoring]に移動し、[Disk utilization 

maximum]アラートを有効にします。 

5. をクリックします。 
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4.6.4 システム関連トラップ 

SPS は以下のシステム関連のアラートを e-mail または SNMP トラップに送信します。これらのアラ

ートを設定するには、「4.5.2 e-mailアラート設定」と「4.5.3 SNMPアラート設定」を参照してください。 

 注意： 

SPS のディスクの空きスペースが低下した場合にアラートを送信するためには、 [Disk space 

fill up prevention]を設定してください。詳細については、「4.6.3 ディスクスペース飽和防止」を

参照してください。 

 

Name SNMP alert ID Description 

Login failed xcbLoginFailure SPS の web インターフェースからのログイン試行の失敗。 

Successful 

login 
xcbLogin SPS の web インターフェースからのログイン試行の成功。 

Logout from 

The 

management 

interface  

xcbLogout 

SPS の web インターフェースからのログアウト。 

Configuration 

changed 
xcbConfigChange SPS の設定変更。 

General alert xcbAlert SPS で発生した一般的なアラートとエラーメッセージ。 

一般的なアラートとエラーのアラートは、SPSのシステムログにア

ラート、あるいはエラーレベルのメッセージが発生する度に送信

されます。これらのメッセージは非常に冗長で、主にデバッグ目

的にのみ役立ちます。 

これらのアラートを有効にすると、同じイベントについて複数のe-

mail または SNMP トラップが送られることもあります。 

General error 

xcbError 

Data and  

Configuration 

backup failed 

xcbBackupFailed 
バックアッププロセスが失敗した場合のアラート。 

Data archiving 

failed 
xcbArchiveFailed アーカイブプロセスが失敗した場合のアラート。 

Database 

error 

occurred xcbDBError 

SPS が接続のメタデータを格納しているデータベースにエラーが

発生した場合のエラー。弊社カスタマーポータルまでご連絡くだ

さい。 

License limit 

reached 
xcbLimitReached 

保護されたサーバー数（または、セッション数）が SPS ライセンス

に設定された制限に到達しました。クライアントは SPS を使用し

て新規にサーバーに接続できません。 

HA node state 

changed 
xcbHaNodeChanged SPS クラスターのノードの状態が変化しました。例、テークオーバ

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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ーの発生。 

Timestamping 

error occurred xcbTimestampError 
タイムスタンププロセス中にエラーが発生。例、タイムスタンプサ

ーバーのレスポンスがありません。 

Time sync lost xcbTimeSyncLost システム時刻が同期していません。 

Raid status 

changed 
xcbRaidStatus ノードの RAID デバイスの状態が変化しました。 

Hardware 

error 

occurred 

xcbHWError 
SPS がハードウェアエラーを検出しました。 

Firmware is 

tainted 
xcbFirmwareTainted ユーザーがコンソールからローカルのファイルを変更しました。 

Too many 

login 

attempts 

xcbBruteforceAttempt 
SPS がブルートフォース攻撃の可能性を検出しました。 

License 

expires 

soon 

xcbLicenseAlmostExpired 
SPS のライセンスが 60 日以内で有効期限切れになります。 

A system 

service 

failed xcbInitSystemUnitFailed 

システムサービスが失敗しました。 

失敗したサービスごとに 1 アラートが送信されることに注意してく

ださい。 

Table 4-1 システム関連のトラップ 

4.6.5 トラフィック関連トラップ 

SPS は以下のトラフィック関連のアラートを e-mail または SNMP トラップに送信します。これらのア

ラートを設定するには、「4.5.2 e-mail アラート設定」と「4.5.3 SNMP アラート設定」を参照してくださ

い。 

Name SNMP alert ID Description 

Channel 

Opening 

denied 

scbChannelDenied 
ユーザーがチャネルポリシーで許可されていないチャネルの

オープンを試行しました。 

Connection 

denied scbConnectionDenied 
ユーザーが接続ポリシーで許可されていない接続を試行しま

した。 

User 

Successfully 

authenticated 

scbAuthSuccess 
ユーザーが SSH 接続を使用して保護されたサーバーで正常

に認証されました。 

User 

Authentication 

failed 

scbAuthFailure 
ユーザーが SSH 接続を使用して保護されたサーバーで認証

に失敗しました。 

SSH host key 

mismatch scbSshHostKeyMismatch 
サーバーの SSH ホストキーは SPS に保存されたキーと一致

しませんでした。 
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New SSH host 

key 

learned 

scbHostKeyLearned 
SPS は新しいホストキーを認識しました。 

Connection 

timed 

out 

scbConnectionTimedout 
保護されたサーバーの接続がタイムアウトしました。 

Protocol 

violation 
scbProtocolViolation 

接続は RFC あるいはプロトコルドキュメントで指定されたプロ

トコルに違反しました。これは互換性のないアプリケーション、

あるいは故意の攻撃によって発生した可能性があります。 

Connection to 

the 

server failed 

scbConnectionFailed 
保護されたサーバーへの接続が失敗しました。 

User 

successfully 

authenticated 

on 

the gateway 

scbGWAuthSuccess 

ユーザーはゲートウェイ認証プロセスの一部として、SPS での

接続を正常に認証しました。 

User 

uthentication 

failed on the 

gateway 

scbGWAuthFailure 

接続のゲートウェイ認証は失敗しました。 

User mapping 

failed 

on the gateway 

scbUserMappingFailure 
ユーザーマッピングポリシーが接続に適したマッピングを検知

できませんでした。 

Decryption of a 

credential 

store 

failed 

scbCredStoreDecrpytError 

SPS はパスワードで保護された資格情報ストアのロックを解除

できませんでした。[Unlock Credential Store]に移動して、資格

情報ストアを開くためのパスワードを入力してください。 

The requested 

credential 

store 

is closed scbCredStoreClosed 

ユーザーがパスワードで保護された資格情報ストアを使用す

る接続ポリシーにアクセスしましたが、資格情報ストアのロック

が解除されていませんでした。[Unlock Credential Store]に移

動して、資格情報ストアを開くためのパスワードを入力してくだ

さい。 

Failed to 

unlock 

credential 

store 
scbCredStoreUnlockFailure 

ユーザーが間違ったパスワードで、パスワードで保護された資

格情報ストアのロックを解除しようとしました。[Unlock 

Credential Store]に移動して、資格情報ストアを開くためのパ

スワードを入力してください。 

Real time audit 

event detected 
scbRealTimeAlert リアルタイムの監査イベントが発生しました。 

Table 4-2 トラフィック関連のトラップ 

4.7 データとコンフィグレーションのバックアップ 

バックアップは SPS のコンフィグレーションのスナップショット、あるいは不具合発生時のリカバリ
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に使用できるデータを作成します。SPS はコンフィグレーション、および保存された監査証跡をリモ

ートサーバーにバックアップする自動バックアップを作成できます。 

バックアップの設定は、次の 2 つの手順を行います。 

1. バックアップポリシーの作成。 

2. SPS のコンフィグレーションあるいは接続のどれをバックアップの対象とするかにより、シス

テムあるいは接続にポリシーを割り当てます。 

バックアップポリシーの作成： 

バックアップポリシーはバックアップサーバーのアドレス、アクセスに使用するプロトコル、およびそ

の他のパラメーターを定義します。SPS はバックアップサーバーへのアクセスに Rsync、

SMB/CIFS、および NFS プロトコルを使用するように設定することができます。 

 Rsync over SSH を使用してバックアップ設定するには、「4.7.1 Rsync over SSH を使用した

バックアップポリシーの作成」を参照してください。 

 SMB/CIFS を使用してバックアップ設定するには、「4.7.2 SMB/CIFS を使用したバックアッ

プポリシーの作成」を参照してください。 

 NFS を使用してバックアップ設定するには、「4.7.3 NFS を使用したバックアップポリシーの

作成」を参照してください。 

異なるバックアッププロトコルは、バックアップサーバー上に保存されたファイルに異なる所有権を

割り当てます。各プロトコルを使用して作成されたバックアップファイルの所有権は以下のとおりで

す。 

 Rsync：web インターフェース上のユーザー。 

 SMB/CIFS：web インターフェース上のユーザー。 

 NFS：no-root-squash の root、あるいは nobody。 

 注意： 

SPS はリモートサーバー上に既に存在するファイルの所有権を変更することはできません。バ

ックアッププロトコルを変更しても、リモートサーバーの同じディレクトリを使用してバックアップ

を保存する場合、新しいプロトコルに応じて既存のファイルの所有権を変更してください。さも

ないと、SPS はファイルを上書きすることができないため、バックアッププロセスは失敗します。 

バックアップポリシーの割り当て： 
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バックアップポリシーを設定後、システムバックアップポリシー（コンフィグレーションのバックアッ

プ）、あるいはデータバックアップポリシー（接続データのバックアップ）として設定します。 

 システムバックアップポリシーを設定するには、「4.7.4 コンフィグレーションバックアップの作

成」を参照してください。 

 データバックアップポリシーを設定するには、「4.7.5 データバックアップの作成」を参照して

ください。 

 注釈： 

バックアップはターゲットディレクトリから他のすべてのデータを削除します。バックアップをリス

トアすると SPS から他のすべてのデータが削除されます。バックアップからコンフィグレーショ

ンとデータのリストアする、詳細については「22.9 SPS のコンフィグレーションとデータのリスト

ア」を参照してください。 

4.7.1 Rsync over SSHを使用したバックアップポリシーの作成 

Rsync over SSH バックアップ方式は、SSH でリモートサーバーに接続し、データをコピーするため

に rsync UNIX コマンドを実行します。SPS は公開鍵で SPS 自身を認証します。パスワードベース

認証はサポートしていません。 

 注意： 

バックアップサーバーは rsync バージョン 3.0 以上が動作している必要があります。 

手順： 

1. [Policies]>[Backup & Archive/Cleanup]に移動し、[Backup policies]セクションで をクリッ

クして新しいバックアップポリシーを作成します。 

2. バックアップポリシー名を入力します。（例、config-backup） 

3. [Start time]フィールドに、バックアッププロセスを開始する時刻を HH：MM 形式で入力しま

す。（例、23：00） 

4. [Target settings]ラジオボタンから[Rsync over SSH]を選択します。 
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Figure 4-20 Policies > Backup & Archive/Cleanup > Backup policies —rsync を使用したバックアップ設定 

 

5. [Username]フィールドにリモートサーバーにログインするのに使用するユーザー名を入力

します。 

6. [Target server]フィールドにリモートサーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。

（例、backup.example.com） 

IPv4 アドレスを使用します。 

7. [Authentication key]フィールドの をクリックします。ポップアップウィンドウが表示されま

す。 

8. [Generate]をクリックして新しい鍵ペアを生成するか、既存のキーをアップロードまたはペ

ーストします。このキーはリモートサーバーで SPS を認証するのに使用します。この鍵ペア

の公開鍵はリモートサーバーにインポートする必要があります。 

9. [Server host key]フィールドの をクリックします。ポップアップウィンドウが表示されます。 

10. [Query]をクリックしてサーバーのホストキーをダウンロードするか、手動でホストキーをア

ップロードまたはペーストします。SPS は、このキーとサーバーから提示されたホストキーを

比較して、2 つのキーが同一の場合のみ接続します。 
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Figure 4-21 Policies > Backup & Archive/Cleanup > Backup policies — SSH キー設定 

 

11. [Port]フィールドに、リモートサーバーで動作している SSH サーバーのポート番号を入力し

ます。 

12. [Path]フィールドに、ターゲットサーバーのバックアップディレクトリのパスを入力します。

（例、/backups） 

SPS は、このディレクトリに全てのデータを保存し、自動的にサブディレクトリを作成します。 

13. バックアップの通知 e-mail を受信するには、[Send notification on errors only]または[Se

nd notification on all events]オプションをチェックします。通知は[Basic Settings]>[Mana

gement]>[Mail settings]で設定した管理者の e-mail アドレスに送信されます。 

e-mail にファイルのリストを含めるには、[Send notification on all events]にチェックして、

[Include file list]オプションを有効にします。ただし、リストが非常に多い（20,000 以上の監

査証跡が SPS に保存されている）場合、SPS の web インターフェースにアクセスできなくな

る可能性があります。この場合、通知の最大ファイル数([Maximum number of files in 

notification])を減らして設定します。この数に達した以降のファイル名は通知から省かれま

す。 
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注意： 

この e-mail 通知は、[Alerting & Monitoring]で設定されたものとは異なりま

す。この通知は管理者の e-mail アドレスに送信されます。アラートはアラート

用 e-mail アドレスに送信されます。詳細については、「4.6 SPS のシステム監

視設定」を参照してください。 

14. をクリックします。 

15. 接続にバックアップポリシーを割り当てます。「4.7.5 データバックアップの作成」を参照して

ください。 

4.7.2 SMB/CIFSを使用したバックアップポリシーの作成 

SMB/CIFS バックアップ方式は、Message Block プロトコルでターゲットサーバーの共有に接続し

ます。SMB/CIFS は主に Microsoft Windows ネットワークで使用します。 

 注釈： 

バックアップおよびアーカイブポリシーは既存の共有およびサブディレクトリのみに動作しま

す。 

例えば、archive と空のディレクトリの共有を持つサーバーに対して、ユーザーがバックアップ/

アーカイブの共有に archive/sps1（または同様な）を設定した場合、バックアップ/アーカイブは

失敗します。 

Azure Marketplace からデプロイした場合は、バックアップとアーカイブポリシーに Azure ファイルス

トレージ共有を使用できます。ファイルストレージの割り当てを動的に変更でき、監査証跡の累計

サイズが OS のディスクサイズに制限されないので非常に便利です。この共有は、バックアップと

アーカイブポリシーで通常の SMB 共有として設定できます。ポリシーのパラメーターは Azure ポ

ータルから取得することができます。 

 注意： 

CIFS プロトコルを使用して SPS から NetApp デバイスにバックアップおよびアーカイブの作成

を試行すると、次のようなエラーメッセージが表示され、操作が失敗する場合があります。 

/opt/scb/mnt/14719217504d41370514043/reports/2010": Permission denied (13) '2

010/day/' rsync: failed to set times on. 

この問題を解決するには、NetApp デバイスの CIFS 共有に対して SPS ユーザーに“フルコン

トロール”アクセス権限を与えます。 
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 警告： 

CIFS プロトコルを使用して NTLMv2 認証を使用する Windows2008 R2 が実行しているターゲ

ットサーバーにファイルをバックアップまたはアーカイブする場合、以下のようなエラーメッセー

ジが表示され、操作が失敗する場合があります。 

CIFS VFS: Unexpected SMB signature 
Status code returned 0xc000000d NT_STATUS_INVALID_PARAMETER 
CIFS VFS: Send error in SessSetup = -22 
CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -22 
CIFS VFS: Server requires packet signing to be enabled in 
/proc/fs/cifs/SecurityFlags. 
CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -95 
CIFS VFS: Server requires packet signing to be enabled in 
/proc/fs/cifs/SecurityFlags. 
CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -95 

この問題を解決するには、以下のいずれかを行います。 

 Windows 2008 R2 server へのアクセスに NFS プロトコルを使用します。 

 Windows2008R2 サーバーのレジストリを編集するか、ホットフィックスを適用します。詳

細は Microsoft サポートサイトの Article 957441 を参照してください。 

1. [Policies]>[Backup & Archive/Cleanup]に移動し、[Backup policies]セクションで をクリッ

クして新しいバックアップポリシーを作成します。 

2. バックアップポリシー名を入力します。（例、config-backup） 

3. [Start time]フィールドに、バックアッププロセスを開始する時刻を HH：MM 形式で入力しま

す。（例、23：00） 

4. [Target settings]ラジオボタンから[SMB/CIFS]を選択します。 

https://support.microsoft.com/en-us/help/957441/client-connections-return-a-status-invalid-param-error-code-when-you-u
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Figure 4-22 Policies > Backup & Archive/Cleanup > Backup policies —SMB/CIFS を使用したバックアップ設定 

 

5. [Target server]フィールドにリモートサーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。

（例、backup.example.com） 

IPv4 アドレスを使用します。 

6. [Username]フィールドにリモートサーバーにログインするのに使用するユーザー名を入力

します。あるいは[Anonymous login]にチェックします。 

ユーザー名にスペースを含めることができます。 

7. [Password]フィールドにユーザー名に対応したパスワードを入力します。 

 注意： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用する

ことができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

8. [share]フィールドに共有の名前とディレクトリパスを入力します。次の形式を使用します。 

share_name/path/to/directory 
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バックスラッシュとスラッシュも使用できます。 

SPS は、このディレクトリに全てのデータを保存し、自動的にサブディレクトリを作成します。 

9. [Domain]フィールドにターゲットサーバーのドメイン名を入力します。 

10. バックアップの通知 e-mail を受信するには、[Send notification on errors only]または[Se

nd notification on all events]オプションをチェックします。通知は[Basic Settings]>[Mana

gement]>[Mail settings]で設定した管理者の e-mail アドレスに送信されます。 

e-mail にファイルのリストを含めるには、[Send notification on all events]にチェックして、

[Include file list]オプションを有効にします。ただし、リストが非常に多い（20,000 以上の監

査証跡が SPS に保存されている）場合、SPS の web インターフェースにアクセスできなくな

る可能性があります。この場合、通知の最大ファイル数([Maximum number of files in 

notification])を減らして設定します。この数に達した以降のファイル名は通知から省かれま

す。 

 

注意： 

この e-mail 通知は、[Alerting & Monitoring]で設定されたものとは異なりま

す。この通知は管理者の e-mail アドレスに送信されます。アラートはアラート

用 e-mail アドレスに送信されます。詳細については、「4.6 SPS のシステム監

視設定」を参照してください。 

11. をクリックします。 

12. 接続にバックアップポリシーを割り当てます。「4.7.5 データバックアップの作成」を参照して

ください。 

4.7.3 NFSを使用したバックアップポリシーの作成 

NFS バックアップ方式は、Network File Share プロトコルでターゲットサーバーの共有ディレクトリに

接続します。 

 注釈： 

バックアップおよびアーカイブポリシーは既存の共有およびサブディレクトリのみに動作しま

す。 

例えば、archive と空のディレクトリの共有を持つサーバーに対して、ユーザーがバックアップ/

アーカイブの共有に archive/sps1（または同様な）を設定した場合、バックアップ/アーカイブは

失敗します。 
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使用されている NFS のバージョンは自動的に検出されます。NFS バージョン 4 以下を含む、すべ

ての NFS のバージョンがサポートされています。 

1. [Policies]>[Backup & Archive/Cleanup]に移動し、[Backup policies]セクションで をクリッ

クして新しいバックアップポリシーを作成します。 

2. バックアップポリシー名を入力します。（例、config-backup） 

3. [Start time]フィールドに、バックアッププロセスを開始する時刻を HH：MM 形式で入力しま

す。（例、23：00） 

4. [Target settings]ラジオボタンから[NFS]を選択します。 

Figure 4-23 Policies > Backup & Archive/Cleanup > Backup policies —NFS を使用したバックアップ設定 

 

5. [Target server]フィールドにリモートサーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。

（例、backup.example.com） 

IPv4 アドレスを使用します。 

6. [Export]フィールドに NFS エクスポート名を入力します。 

SPS は、このディレクトリに全てのデータを保存し、自動的にサブディレクトリを作成します。 

7. リモートサーバー（バックアップサーバー）には SPS からのバックアップを許可するための

設定が必要です。 

バックアップサーバーの“/etc/exports”ファイルに SPS の設定に対応する行を追加します。

この行は以下のパラメーターを含む必要があります。 
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 SPS のバックアップポリシーの[Export]フィールドに設定したバックアップディレクトリの

パス。 

 リモートサーバー(SPS)にアクセスするために使用する SPS のインターフェースの IP

アドレス。SPS のネットワークインターフェースの詳細については、「4.3 ネットワーク設

定」を参照してください。 

IPv4 アドレスを使用します。 

 次のパラメーターを使います。(rw,no_root_squash,sync) 

 Example 4.1 リモートサーバー（バックアップサーバー）の NFS 設定 

例えば、SPS が IP アドレス 192.168.1.15 からリモートサーバー(バックアップサーバー)に接続し、

データを/var/backups/SPS ディレクトリに保存する場合は、/etc/exports ファイルに次の行を追

加します。 

/var/backups/SPS 192.168.1.15(rw,no_root_squash,sync) 
 

8. リモートサーバー（バックアップサーバー）上で、次のコマンドを実行します。 

exportfs -a 

rpc portmapper と rpc.statd アプリケーションが実行していることを確認してください。 

9. バックアップの通知 e-mail を受信するには、[Send notification on errors only]または[Se

nd notification on all events]オプションをチェックします。通知は[Basic Settings]>[Mana

gement]>[Mail settings]で設定した管理者の e-mail アドレスに送信されます。 

e-mail にファイルのリストを含めるには、[Send notification on all events]にチェックして、

[Include file list]オプションを有効にします。ただし、リストが非常に多い（20,000 以上の監

査証跡が SPS に保存されている）場合、SPS の web インターフェースにアクセスできなくな

る可能性があります。この場合、通知の最大ファイル数([Maximum number of files in 

notification])を減らして設定します。この数に達した以降のファイル名は通知から省かれま

す。 

 注意： 

この e-mail 通知は、[Alerting & Monitoring]で設定されたものとは異なります。この通

知は管理者の e-mail アドレスに送信されます。アラートはアラート用 e-mail アドレスに

送信されます。詳細については、「4.6 SPS のシステム監視設定」を参照してください。 

10. をクリックします。 

11. 接続にバックアップポリシーを割り当てます。「4.7.5 データバックアップの作成」を参照して
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ください。 

4.7.4 コンフィグレーションバックアップの作成 

コンフィグレーションのバックアップを作成するために、バックアップポリシーを SPS の[System 

backup policy]に割り当てます。 

 

 

注釈： 

クライアントマシン（バックアップサーバーではない）に SPS のコンフィグレーションのバッ

クアップを直ぐに作成するには、[Basic Settings]>[System]> [Export configuration]を選択

します。コンフィグレーションのエクスポートは、システム設定とコンフィグレーションファイ

ル（チェンジログを含む）のみ含まれます。システムバックアップはレポートやアラート、接

続のデータベースなどの追加の情報が含まれます。 

SPS のコンフィグレーションをエクスポート、あるいはコンフィグレーションのバックアップを

作成する場合、常に暗号化を使用してください。エクスポートされたデータは資格情報を

含む機密情報が含まれているので取り扱いに注意してください。コンフィグレーションを暗

号化する詳細については、「4.7.6 GPG でのコンフィグレーションバックアップの暗号化」を

参照してください。 

前提条件： 

この手順を始める前にバックアップポリシーを設定しておく必要があります。詳細については、「4.7

データとコンフィグレーションのバックアップ」を参照してください。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Management]>[System backup]に移動します。 

Figure 4-24 Basic Settings > Management > System backup —システムバックアップ設定 

 

2. [System backup policy]フィールドでコンフィグレーションをバックアップするために使用する
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バックアップポリシーを選択します。 

3. をクリックします。 

4. オプション手順：直ぐにバックアッププロセスを開始するには、[Backup now]をクリックしま

す。[Backup now]機能はバックアップポリシーを選択して、コミットした後にのみ作動します。 

4.7.5 データバックアップの作成 

データのバックアップを設定するには、接続にバックアップポリシーを割り当てます。 

 

注意： 

SPS のコンフィグレーションをエクスポート、あるいはコンフィグレーションのバックア

ップを作成する場合、常に暗号化を使用してください。エクスポートされたデータは資

格情報を含む機密情報が含まれているので取り扱いに注意してください。コンフィグ

レーションを暗号化する詳細については、「4.7.6 GPG でのコンフィグレーションバック

アップの暗号化」を参照してください。 

前提条件： 

 システムバックアップを設定します。データバックアップのリストアは、一致するシステムコ

ンフィグレーションとメタデータが利用可能な場合、つまり、システムバックアップが最初に

リストアされた場合にのみ機能します。詳細については、「4.7.4 コンフィグレーションバック

アップの作成」を参照してください。 

 この手順を始める前にバックアップポリシーを設定しておく必要があります。詳細について

は、「4.7 データとコンフィグレーションのバックアップ」を参照してください。 

手順： 

1. [各 Control]>[Connections]に移動します。 

2. バックアップする接続を選択します。 

3. [Backup policy]フィールドでバックアップポリシーを選択します。 

4. をクリックします。 

5. オプション手順：直ぐにバックアッププロセスを開始するには、[Backup]または[Backup 

ALL]をクリックします。[Backup]または[Backup ALL]機能はバックアップポリシーを選択し

て、コミットした後にのみ作動します。 



 

 

 

 

  Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS 

管理者ガイド 

Rev. 1.0 

 117 / 577 

4.7.6 GPGでのコンフィグレーションバックアップの暗号化 

PGP 鍵の公開部分を使用してシステムバックアップ時に SPS のコンフィグレーションファイルを暗

号化できます。SPS のシステムバックアップには他の情報（例、データベース）も含まれていますが、

コンフィグレーションファイルのみ暗号化されます。システムバックアップには監査証跡データは含

まれないことに注意してください。 

SPS のコンフィグレーションをエクスポート、あるいはコンフィグレーションのバックアップを作成す

る場合、常に暗号化を使用してください。エクスポートされたデータは資格情報を含む機密情報が

含まれているので取り扱いに注意してください。 

コンフィグレーションのバックアップからコンフィグレーションをリストアする詳細については、「22.9 

SPS のコンフィグレーションとデータのリストア」を参照してください。 

 注釈： 

GPG で暗号化されたコンフィグレーションを SPS に直接インポートすることはできません。最

初に、ローカルで復号する必要があります。 

前提条件： 

この手順を始める前にバックアップポリシーを設定しておく必要があります。詳細については、「4.7

データとコンフィグレーションのバックアップ」を参照してください。 

データの暗号化に許可される GPG 鍵が必要です。署名のみに使用できる鍵はコンフィグレーショ

ンの暗号化に使用することはできません。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Management]>[System backup]に移動します。 

2. [Encrypt configuration]を選択します。 

3. をクリックします。 

 鍵ファイルをアップロードするには、[参照]をクリックし、GPG 公開鍵が含まれたファイ

ルを選択して[Upload]をクリックします。SPS はバイナリと ASCII 形式の両方の GPG

鍵を認識します。 

 クリップボードから鍵をコピーペーストするには、[Key]フィールドにペーストし[Set]をク

リックします。 

4. をクリックします。 
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4.8 アーカイブとクリーンアップ 

アーカイブは、SPS から外部ストレージにデータを移動し、クリーンアップは古いファイルを削除

（消去）します。アーカイブされたデータにアクセスし検索することはできますが、SPS アプライアン

スにリストア（戻す）ことはできません。保持期間が既に過ぎた、クローズされた監査証跡ファイル

のみがアーカイブされます。 

アーカイブとクリーンアップを設定するには、まず、アーカイブ／クリーンアップポリシーを作成する

必要があります。アーカイブ／クリーンアップポリシーで保持期間、リモートバックアップサーバー

のアドレス、アクセスに使用するプロトコル、およびその他のパラメーターを定義します。SPS はバ

ックアップサーバーへのアクセスに SMB/CIFS、および NFS プロトコルを使用するように設定する

ことができます。 

 リモートサーバーにデータをアーカイブしない、クリーアップポリシーを設定するには、

「4.8.1 クリーンアップポリシーの作成」を参照してください。 

 SMB/CIFS を使用してアーカイブを設定するには、「4.8.2 SMB/CIFS を使用したアーカイブ

ポリシーの作成」を参照してください。 

 NFS を使用してアーカイブを設定するには、「4.8.3 NFS を使用したアーカイブポリシーの作

成」を参照してください。 

 注意： 

既存のポリシーの接続プロトコルを変更（例えば、NFS から SMB/CIFS）した場合、古いアーカ

イブにアクセスできなくなります。これを避けるためには、代わりの、新しい接続プロトコルを使

用 し た 新 し い ア ーカ イ ブポ リ シ ー を 作 成 し 、 影 響 する す べ て の 接 続 （ [< 接 続 タ イ プ

>]>[Connections]>[<NAME>]>[Archive/Cleanup policy]）に対して設定します。このようにし

て、古いアーカイブと新しくアーカイブされた証跡にアクセスすることができます。 

異なるプロトコルは、リモートサーバー上に保存されたファイルに異なる所有権を割り当てます。

各プロトコルを使用して作成されたアーカイブファイルの所有権は以下のとおりです。 

 SMB/CIFS：web インターフェース上のユーザー。 

 NFS：no-root-squash の root、あるいは nobody。 

 注意： 

SPS はリモートサーバー上に既に存在するファイルの所有権を変更することはできません。 

アーカイブ／クリーアップポリシーを設定後、アーカイブする接続にポリシーを割り当てます。詳細

については、「4.8.4 収集されたデータのアーカイブまたはクリーンアップ」を参照してください。 
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アーカイブされた接続に関連するデータは接続データベースから自動的に削除できます。詳細に

ついては、「7.14 SPS の接続データベースのクリーンアップ設定」を参照してください。 

4.8.1 クリーンアップポリシーの作成 

クリーンアップは、バックアップコピーまたはアーカイブを作成しないで、保持期間(Retention time 

in days)より古いすべての監査証跡とデータを永久に削除します。それらのデータは回復不能で失

われます。このオプションを使用するには注意してください。 

 注釈： 

このポリシーは外部の CIFS または NFS サーバーから既存のアーカイブを削除しません。 

手順： 

1. [Policies]>[Backup & Archive/Cleanup]に移動し、[Archive/Cleanup policies]セクションで

をクリックして新しいクリーンアップポリシーを作成します。 

2. クリーンアップポリシー名を入力します。（例、config-backup） 

3. [Start time]フィールドに、クリーンアッププロセスを開始する時刻を HH：MM 形式で入力し

ます。（例、23：00） 

4. SPS で収集したデータを 1 日に 1 回以上クリーンアップするには、 をクリックします。複

数のクリーンアップ時間をスケジュールできます。 

 注意： 

クリーンアッププロセスが、次のクリーンアッププロセスが開始する前に終了していな

い場合、次のクリーンアッププロセスは前のクリーンアッププロセスが終了するまで待

機します。 

5. [Retention time in days]を入力します。この値より古いデータは SPS から削除されます。 

6. e-mail 通知を受信するには、[Send notification on errors only]または[Send notification on 

all events]オプションをチェックします。通知は [Basic Settings]>[Management]>[Mail 

settings]で設定した管理者の e-mail アドレスに送信されます。 

e-mail にファイルのリストを含めるには、[Send notification on all events]にチェックして、

[Include file list]オプションを有効にします。ただし、リストが非常に多い（20,000 以上の監

査証跡が SPS に保存されている）場合、SPS の web インターフェースにアクセスできなくな

る可能性があります。この場合、通知の最大ファイル数([Maximum number of files in 
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notification])を減らして設定します。この数に達した以降のファイル名は通知から省かれま

す。 

 注意： 

この e-mail 通知は、[Alerting & Monitoring]で設定されたものとは異なります。この通

知は管理者の e-mail アドレスに送信されます。アラートはアラート用 e-mail アドレスに

送信されます。詳細については、「4.6 SPS のシステム監視設定」を参照してください。 

7. をクリックします。 

8. クリーンアップする、接続にクリーンアップポリシーを割り当てます。「4.8.4 収集されたデー

タのアーカイブまたはクリーンアップ」を参照してください。 

4.8.2 SMB/CIFSを使用したアーカイブポリシーの作成 

SMB/CIFS バックアップ方式は、Message Block プロトコルでターゲットサーバーの共有に接続し

ます。SMB/CIFS は主に Microsoft Windows ネットワークで使用します。 

 注釈： 

バックアップおよびアーカイブポリシーは既存の共有およびサブディレクトリのみに動作しま

す。 

例えば、archive と空のディレクトリの共有を持つサーバーに対して、ユーザーがバックアップ/

アーカイブの共有に archive/sps1（または同様な）を設定した場合、バックアップ/アーカイブは

失敗します。 

Azure Marketplace からデプロイした場合は、バックアップとアーカイブポリシーに Azure ファイルス

トレージ共有を使用できます。ファイルストレージの割り当てを動的に変更でき、監査証跡の累計

サイズが OS のディスクサイズに制限されないので非常に便利です。この共有は、バックアップと

アーカイブポリシーで通常の SMB 共有として設定できます。ポリシーのパラメーターは Azure ポ

ータルから取得することができます。 

 注意： 

CIFS プロトコルを使用して SPS から NetApp デバイスにバックアップおよびアーカイブの作成

を試行すると、次のようなエラーメッセージが表示され、操作が失敗する場合があります。 

/opt/scb/mnt/14719217504d41370514043/reports/2010": Permission denied (13) '2

010/day/' rsync: failed to set times on. 

この問題を解決するには、NetApp デバイスの CIFS 共有に対して SPS ユーザーに“フルコン
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トロール”アクセス権限を与えます。 

 

 注意： 

CIFS プロトコルを使用して NTLMv2 認証を使用する Windows2008 R2 が実行しているターゲ

ットサーバーにファイルをバックアップまたはアーカイブする場合、以下のようなエラーメッセー

ジが表示され、操作が失敗する場合があります。 

CIFS VFS: Unexpected SMB signature 
Status code returned 0xc000000d NT_STATUS_INVALID_PARAMETER 
CIFS VFS: Send error in SessSetup = -22 
CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -22 
CIFS VFS: Server requires packet signing to be enabled in 
/proc/fs/cifs/SecurityFlags. 
CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -95 
CIFS VFS: Server requires packet signing to be enabled in 
/proc/fs/cifs/SecurityFlags. 
CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -95 

この問題を解決するには、以下のいずれかを行います。 

 Windows 2008 R2 server へのアクセスに NFS プロトコルを使用します。 

 Windows2008R2 サーバーのレジストリを編集するか、ホットフィックスを適用します。詳

細は Microsoft サポートサイトの Article 957441 を参照してください。 

手順： 

1. [Policies]>[Backup & Archive/Cleanup]に移動し、[Archive/Cleanup policies]セクションで

をクリックして新しいバックアップポリシーを作成します。 

2. バックアップポリシー名を入力します。（例、config-backup） 

3. [Start time]フィールドに、バックアッププロセスを開始する時刻を HH：MM 形式で入力しま

す。（例、23：00） 

4. SPS で収集したデータを 1 日に 1 回以上アーカイブするには、 をクリックします。複数の

アーカイブ時間をスケジュールできます。 

 注釈： 

アーカイブプロセスが、次のアーカイブプロセスが開始する前に終了していない場合、

次のアーカイブプロセスは前のアーカイブプロセスが終了するまで待機します。 

5. [Target settings]ラジオボタンから[SMB/CIFS]を選択します。 

https://support.microsoft.com/en-us/help/957441/client-connections-return-a-status-invalid-param-error-code-when-you-u
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Figure 4-25 クリーンアップとアーカイブ設定 

 

6. [Target server]フィールドにリモートサーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。

（例、backup.example.com） 

IPv4 アドレスを使用します。 

7. [Username]フィールドにリモートサーバーにログインするのに使用するユーザー名を入力

します。あるいは[Anonymous login]にチェックします。 

ユーザー名にスペースを含めることができます。 

8. [Password]フィールドにユーザー名に対応したパスワードを入力します。 

 注釈： 
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SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用する

ことができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

9. [share]フィールドに共有の名前とディレクトリパスを入力します。次の形式を使用します。 

share_name/path/to/directory 

バックスラッシュとスラッシュも使用できます。 

SPS は、このディレクトリに全てのデータを保存し、自動的にサブディレクトリを作成します。 

10. [Domain]フィールドにターゲットサーバーのドメイン名を入力します。 

11. SPSは、日付またはプロトコルに基づいたディレクトリに監査証跡を整理します。サブディレ

クトリはアーカイブディレクト直下に作成されます。次のディレクトリ構成の一つを選択しま

す。 

 Protocol/Connection/Archive Date/ 

 Archive Date/Connection/Protocol/ 

 Connection Date/Protocol/Connection/ 

 Archive Date/ 

 Connection Date/ 

例えば、Protocol/Connection/Archive Date テンプレートは監査されたプロトコル（ssh、rdp、

telnet、vnc）、接続ポリシーの名前、最後に日付（YYYY-MM-DD 形式）のディレクトリを作

成します。 

 注釈： 

Connection Date は接続が開始された日付、Archive Date はアーカイブされた日付を

表します。2 つの日付の間の差異は、アーカイブポリシーに設定した保持期間に依存

します。 

12. [Retention time in days]を入力します。この値より古いデータが外部サーバーにアーカイブ

されます。 

 注意： 

アーカイブデータは SPS から削除されます。 

13. e-mail 通知を受信するには、[Send notification on errors only]または[Send notification
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 on all events]オプションをチェックします。通知は[Basic Settings]>[Management]>[Mail 

settings]で設定した管理者の e-mail アドレスに送信されます。 

e-mail にファイルのリストを含めるには、[Send notification on all events]にチェックして、

[Include file list]オプションを有効にします。ただし、リストが非常に多い（20,000 以上の監

査証跡が SPS に保存されている）場合、SPS の web インターフェースにアクセスできなくな

る可能性があります。この場合、通知の最大ファイル数([Maximum number of files in 

notification])を減らして設定します。この数に達した以降のファイル名は通知から省かれま

す。 

 注釈： 

この e-mail 通知は、[Alerting & Monitoring]で設定されたものとは異なりま

す。この通知は管理者の e-mail アドレスに送信されます。アラートはアラート

用 e-mail アドレスに送信されます。詳細については、「4.6 SPS のシステム監

視設定」を参照してください。 

14. をクリックします。 

15. 接続にアーカイブポリシーを割り当てます。「4.8.4 収集されたデータのアーカイブまたはク

リーンアップ」を参照してください。 

4.8.3 NFSを使用したアーカイブポリシーの作成 

NFS アーカイブ方式は、Network File Share プロトコルでターゲットサーバーの共有ディレクトリに

接続します。 

 注釈： 

バックアップおよびアーカイブポリシーは既存の共有およびサブディレクトリのみに動作しま

す。 

例えば、archive と空のディレクトリの共有を持つサーバーに対して、ユーザーがバックアップ/

アーカイブの共有に archive/sps1（または同様な）を設定した場合、バックアップ/アーカイブは

失敗します。 

使用されている NFS のバージョンは自動的に検出されます。NFS バージョン 4 以下を含む、すべ

ての NFS のバージョンがサポートされています。 

1. [Policies]>[Backup & Archive/Cleanup]に移動し、[Archive/Cleanup policies]セクションで

をクリックして新しいバックアップポリシーを作成します。 
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2. アーカイブポリシー名を入力します。 

3. [Start time]フィールドに、アーカイブプロセスを開始する時刻を HH：MM 形式で入力します。

（例、23：00） 

4. SPS で収集したデータを 1 日に 1 回以上アーカイブするには、 をクリックします。複数の

アーカイブ時間をスケジュールできます。 

 注釈： 

アーカイブプロセスが、次のアーカイブプロセスが開始する前に終了していな

い場合、次のアーカイブプロセスは前のアーカイブプロセスが終了するまで

待機します。 

5.  [Target settings]ラジオボタンから[NFS]を選択します。 

Figure 4-26 クリーンアップとアーカイブ設定 

 

6. [Target server]フィールドにリモートサーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 

IPv4 アドレスを使用します。 
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7. [Export]フィールドに NFS エクスポート名を入力します。 

SPS は、このディレクトリに全てのデータを保存し、自動的にサブディレクトリを作成します。 

8. リモートサーバーには SPS からのバックアップを許可するための設定が必要です。 

リモートサーバーの“/etc/exports”ファイルに SPS の設定に対応する行を追加します。こ

の行は以下のパラメーターを含む必要があります。 

 SPS のアーカイブポリシーの[Export]フィールドに設定したバックアップディレクトリの

パス。 

 リモートサーバー(SPS)にアクセスするために使用する SPS のインターフェースの IP

アドレス。SPS のネットワークインターフェースの詳細については、「4.3 ネットワーク設

定」を参照してください。 

IPv4 アドレスを使用します。 

 次のパラメーターを使います。(rw,no_root_squash,sync) 

 Example 4.2 リモートサーバー（アーカイブサーバー）の NFS 設定 

例えば、SPS が IP アドレス 192.168.1.15 からリモートサーバー（アーカイブサーバー）に接続し、

データを/var/backups/SPS ディレクトリに保存する場合は、/etc/exports ファイルに次の行を追

加します。 

/var/backups/SPS 192.168.1.15(rw,no_root_squash,sync) 
 

9. リモートサーバー（アーカイブサーバー）上で、次のコマンドを実行します。 

exportfs -a 

rpc portmapper と rpc.statd アプリケーションが実行していることを確認してください。 

10. SPSは、日付またはプロトコルに基づいたディレクトリに監査証跡を整理します。サブディレ

クトリはアーカイブディレクト直下に作成されます。次のディレクトリ構成の一つを選択しま

す。 

 Protocol/Connection/Archive Date/ 

 Archive Date/Connection/Protocol/ 

 Connection Date/Protocol/Connection/ 

 Archive Date/ 
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 Connection Date/ 

例えば、Protocol/Connection/Archive Date テンプレートは監査されたプロトコル（ssh、rdp、

telnet、vnc）、接続ポリシーの名前、最後に日付（YYYY-MM-DD 形式）のディレクトリを作

成します。 

 注釈： 

Connection Date は接続が開始された日付、Archive Date はアーカイブされた日付を

表します。2 つの日付の間の差異は、アーカイブポリシーに設定した保持期間に依存

します。 

11. [Retention time in days]を入力します。この値より古いデータが外部サーバーにアーカイブ

されます。 

 注釈： 

アーカイブデータは SPS から削除されます。 

12. e-mail 通知を受信するには、[Send notification on errors only]または[Send notification

 on all events]オプションをチェックします。通知は[Basic Settings]>[Management]>[Mail 

settings]で設定した管理者の e-mail アドレスに送信されます。 

e-mail にファイルのリストを含めるには、[Send notification on all events]にチェックして、

[Include file list]オプションを有効にします。ただし、リストが非常に多い（20,000 以上の監

査証跡が SPS に保存されている）場合、SPS の web インターフェースにアクセスできなくな

る可能性があります。この場合、通知の最大ファイル数([Maximum number of files in 

notification])を減らして設定します。この数に達した以降のファイル名は通知から省かれま

す。 

 

注意： 

この e-mail 通知は、[Alerting & Monitoring]で設定されたものとは異なりま

す。この通知は管理者の e-mail アドレスに送信されます。アラートはアラート

用 e-mail アドレスに送信されます。詳細については、「4.6 SPS のシステム監

視設定」を参照してください。 

13. をクリックします。 

14. 接続にアーカイブポリシーを割り当てます。「4.8.4 収集されたデータのアーカイブまたはク

リーンアップ」を参照してください。 
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4.8.4 収集されたデータのアーカイブまたはクリーンアップ 

データのアーカイブ／クリーンアップを設定するには、接続にアーカイブポリシーを割り当てます。 

前提条件： 

この手順を始める前にアーカイブ／クリーンアップポリシーを設定しておく必要があります。詳細に

ついては、「4.8 アーカイブとクリーンアップ」を参照してください。 

手順： 

1. [各 Control]>[Connections]に移動します。（例、[SSH Control]>[Connections]） 

2. アーカイブ／クリーンアップする接続を選択します。 

3. [Archive/Cleanup policy]フィールドで、使用するアーカイブ/クリーンアップポリシーを選択

します。 

4. をクリックします。 

5. オプション手順：直ぐにアーカイブあるいはクリーンアッププロセスを開始するには、

[Archive/Cleanup]または[Archive/cleanup ALL]をクリックします。この機能は、対応する

ポリシーが設定された後にのみ作動します。 

5 ユーザー管理とアクセスコントロール 

[AAA]（Authentication, Authorization, and Accounting）メニューは、SPS にアクセスするユーザー

の認証、承認、およびアカウント設定を制御することができます。ここでは以下セクションについて

説明します。 

 SPS でローカル認証する方法の詳細については、「5.1 SPS のローカルユーザー管理」を

参照してください。 

 外部の LDAP を使用してユーザーを認証する方法の詳細については、「5.4 LDAP データ

ベースからの SPS ユーザー管理」を参照してください。 

 外部の RADIUS サーバーを使用してユーザーを認証する方法の詳細については、「5.5 

RADIUS サーバーへのユーザー認証」を参照してください。 

 ユーザーとユーザーグループの権限を制御する方法の詳細については、「5.7 ユーザー権

限とユーザーグループの管理」を参照してください。 
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 SPS の設定変更の履歴を表示する方法の詳細については、「5.8 設定変更のリスト表示と

検索」を参照してください。 

5.1 SPSのローカルユーザー管理 

デフォルトでは、SPS ユーザーは SPS 上でローカルに管理されます。SPS にローカルユーザーを

追加するには、以下の操作をすべて行う必要があります。 

1. ユーザー作成 

ローカルユーザーを作成する方法の詳細については、「5.1.1 SPS ローカルユーザーの作

成」を参照してください。 

2. ユーザーをグループに割り当てる 

ユーザーグループを追加する方法の詳細については、「5.3 ローカルユーザーグループの

管理」を参照してください。 

3. グループに権限を割り当てる 

ユーザーグループの権限を制御する方法の詳細については、「5.7 ユーザー権限とユーザ

ーグループの管理」を参照してください。 

5.1.1 SPSローカルユーザーの作成 

ローカルユーザーを作成するには、以下の手順を実行します。 

 注釈： 

admin ユーザーはデフォルトで利用可能で、すべての権限を持っています。このユーザーは削

除することはできません。 

LDAP 認証（「5.4 LDAP データベースからの SPS ユーザー管理」を参照）を使用する場合、ロ

ーカルユーザーを管理することはできません。LDAP 認証を有効にした場合、ローカルユーザ

ーのアカウントは無効になり、[AAA]>[Local Users]ページに表示されなくなりますが、削除は

されていません。 

ローカルユーザーと一緒に RADIUS 認証を使用する場合、ユーザーは RADIUS サーバーに

認証され、グループメンバーシップのみ SPS 上でローカルに管理する必要があります。詳細

については、「5.5 RADIUS サーバーへのユーザー認証」を参照してください。 
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手順： 

1. [AAA]>[Local Users]に移動して、 をクリックします。 

Figure 5-1 AAA > Local Users — ローカルユーザーの作成 

 

2. [User]フィールドにユーザー名を入力します。 

 注釈： 

SSH ユーザーのユーザー名には、有効な UTF-8 文字のみが許可されます。 

次に文字はユーザー名に使用することはできません。 

\ / [ ] : ; | = , + * ? < > 

3. [Password]および[Verify password]フィールドにユーザーのパスワードを入力します。 

パスワードの強さは、[Password]フィールドの下に表示されます。パスワード強度ポリシー

を設定するには、「5.2 ローカルユーザーのパスワードポリシー設定」を参照してください。

ユーザーは、後で SPS の web インターフェースからパスワードを変更することができます。 

強いパスワードは特殊文字、数字、および大文字を含む、少なくとも、8 文字を使用します。

ローカル SPS ユーザーに、強いパスワードを使用するように要求するには[AAA]>[Setting

s]>[Minimal password strength]を strong に設定します。詳細については、「5.2 ローカル

ユーザーのパスワードポリシー設定」を参照してください。 

 注釈： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用する

ことができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | }  

4. [Groups]セクションで をクリックし、ユーザーがメンバーになるグループを選択します。複
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数のグループにユーザーを追加するには、この手順を繰り返します。 

後で、ローカルユーザーのグループメンバーシップを変更するには、ここで行います。 

グループからユーザーを削除するには、グループの横の をクリックします。 

5. をクリックします。 

5.1.2 SPSローカルユーザーの削除 

SPS からローカルユーザーを削除するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [AAA]>[Local Users]に移動します。 

2. 削除するユーザーを見つけます。 

3. ユーザー横（画面の右端）の をクリックします。 

4. をクリックします。 

5.2 ローカルユーザーのパスワードポリシー設定 

SPS は、最小のパスワード強度およびパスワードの有効期限を強制するためにパスワードポリシ

ーを使用することができます。パスワードポリシーを作成するには、以下の手順を実行します。 

制限： 

パスワードポリシーについて、以下の重要なポイントに注意してください。 

 パスワードポリシーは、組込み admin ユーザーには適用されません。 

 パスワードポリシーは、ローカルに管理されるユーザーのみに適用されます。LDAP データ

ベースからユーザーを管理する場合、あるいは RADIUS サーバーにユーザーを認証させ

る場合は無効です。 

 注釈： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用する

ことができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | }  
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手順： 

1. [AAA]>[Settings]に移動します。 

Figure 5-2 AAA > Settings — パスワードポリシー設定 

 

2. [Authentication method]が[Password provided by database]に、[User database]が[Local]

に設定されていることを確認します。 

 注釈： 

これらの設定が異なる（例、LDAP や RADIUS）場合、SPS はローカルでパスワードを

管理するように設定されません。 

3. [Password expiration]フィールドにパスワード有効期限を入力します。この期限を過ぎると、

SPS ユーザーはパスワードを変更する必要があります。パスワードの期限を無効にするに

は、0 を入力します。 

4. パスワードの再使用（例えば、ユーザーが 2 つのパスワードを使用して、新しいパスワード

に変更する代わりに、2 つのパスワードを切り替えるのみ）を防ぐには、 [Number of 

passwords to remember]フィールドに、ユーザーが古いパスワードを再使用する前に、使

用する必要がある、異なるパスワード数を設定します。 
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5. 強力なパスワードの使用を強制するには、[Minimal password strength]フィールドから、パ

スワードの複雑さのレベルを選択します。 

 注釈： 

パスワードの強度は複雑さ（長さのみではなく、数値、大文字や特殊文字のさまざまな

使用）によって決定されます。 

弱いパスワードを見つけるために、いくつかの簡単な辞書ベース攻撃を実行するに

は、[Cracklib (eg. dictionary) check on password]を[Enabled]に設定します。 

6. をクリックします。 

 注釈： 

パスワードポリシーの変更は既存のパスワードには影響しません。ただし、パスワード

の有効期限を設定すると、すべてのユーザーは有効期限を過ぎるとパスワードを変更

する必要があり、新しいパスワードはパスワードポリシーで設定されたパスワードの強

度要件を満たしている必要があります。 

5.3 ローカルユーザーグループの管理 

ユーザーグループを使用して SPS ローカルユーザーの権限（だれが何を閲覧でき、何を設定でき

るなど）を制御することができます。 

組込みグループの詳細については、「5.7.5 SPS の組込みユーザーグループ」を参照してください。 

[AAA]>[Group Management]ページを使用して、以下のことを行います。 

 新しいユーザーグループの作成。 

 特定のユーザーグループに属するユーザーの表示。 

 グループメンバーシップの修正。 

新しいグループを作成するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [AAA]>[Group Management]に移動し、 をクリックします。 
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Figure 5-3 AAA > Group Management — グループ管理 

 

2. グループ名を入力します。 

3. グループに属するユーザー名を入力します。さらにユーザーを追加するには をクリック

します。 

4. をクリックします。 

ユーザーグループを追加した後、次のステップは権限を割り当てることです。詳細について

は、「5.7.1 SPS の web インターフェースのユーザーグループ権限の割り当て」を参照してく

ださい。 
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5.4 LDAPデータベースからの SPSユーザー管理 

SPS の web ユーザーインターフェースは、既存のインフラストラクチャと SPS の連携を簡単にする

ために、外部の LDAP データベースにユーザー認証することができます。複数の LDAP サーバー

を指定することもできます。最初のサーバーが利用できない場、SPS は二番目のサーバーに接続

を試みます。LDAP 認証を有効にするには、次の手順を実行します。 

 注意： 

 admin ユーザーはデフォルトで有効で、すべての権限を持っています。このユーザーは削

除することはできません。 

 LDAP 認証を有効にすると、自動的に admin を除くすべてのローカルユーザーのアクセス

は無効になります。 

 SPS は win2000 以前のスタイルと Win2003 スタイル（ユーザープリンシパル名）のアカウ

ント名の両方を認証します。ユーザープリンシパル名(UPN)はユーザー名、アット‘@’とド

メイン名で構成されます。（例、administrator@example.com） 

 SSH ユーザーのユーザー名には、有効な UTF-8 文字のみが許可されます。 

 次の文字はユーザー名とグループ名に使用することはできません。 

/ \ [ ] : ; | = , + * ) ? < > @ " 

 LDAP ユーザーと一緒に RADIUS 認証を使用する場合、ユーザーは RADIUS サーバー

に認証され、グループメンバーシップのみ LDAP で管理する必要があります。詳細につい

ては、「5.5 RADIUS サーバーへのユーザー認証」を参照してください。 

 

 注意： 

ユーザーは最大で 10,000 グループに属することができますが、それ以上のグループでは無視

されます。 

 

 注意： 

デフォルトでは、SPS は LDAP サーバーに問い合わせする時、ネストされたグループを使用し

ます。ネストされたグループは Microsoft Active Directory のユーザーを認証する時に最も有

益ですが、LDAP のツリーが非常に大きい場合、問い合わせが遅くなり接続がタイムアウトす

る可能性があります。その場合、[Enable nested groups]オプションを無効にしてください。 

手順： 

1. [AAA]>[Settings]>[Authentication settings]に移動します。 

2. [LDAP]オプションにチェックし、LDAP サーバーのパラメーターを入力します。 
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Figure 5-4 AAA > Settings > Authentication settings — LDAP 認証設定 
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a. [Server Address]フィールドに LDAP サーバーの IP アドレスまたはホスト名、およびポ

ート番号を入力します。SPS と LDAP サーバー間の通信を暗号化するには、ポート番

号に、TLS の場合は 636、STARTTLS の場合は 389 を入力します。 

IPv4 アドレスを使用します。 

複数のサーバーを追加するには をクリックし、次のサーバーのアドレスを入力しま

す。サーバーに到達不能の場合は、SPS はフェールオーバー機能により、リストの次

のサーバーに接続を試みます。 

 注意： 

LDAP サーバーの接続に証明書認証で TLS 暗号化を使用する場合、[Server A

ddress]フィールドには、完全なドメイン名（例、ldap.example.com）を使用してくださ

い。さもないと、証明書認証に失敗します。LDAP サーバーの名前は証明書のコ

モンネームに現れている必要があります。 

b. [Type]フィールドで LDAP サーバーのタイプをチェックします。Microsoft Active 
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Directory サーバーに接続するには[Active Directory]に、あるいは POSIX LDAP ス

キームを使用してサーバーに接続するには[Posix]を選択します。 

c. [Base DN]フィールドに問い合わせベースに使用する DN（識別名）の名前を入力しま

す。（例、DC=demodomain,DC=exampleinc） 

d. [Bind DN]フィールドに SPS がデータベースにアクセスする前にバインドする必要のあ

る DN（識別名）の名前を入力します。（例、CN=Administrator,CN=Users,DC=demodo

main,DC=exampleinc） 

 注釈： 

 SPS は win2000 以前のスタイルと Win2003 スタイル（ユーザープリンシパル

名）のアカウント名の両方を認証します。（例、administrator@example.co

m） 

 bind DN は CN を要求するため、sAMAccountName は使用しないでくださ

い。 

e. LDAP サーバーにバインドする時に使用するパスワードを設定または変更するには、

[Change]をクリックし、パスワードを入力します。[Update]をクリックして をク

リックします。 

 注釈： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用

することができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | }  

f. オプション手順：グループ DN を含むユーザー属性からユーザーグループを決定する

ことしかできない LDAP スキーマの場合にのみ、このオプションを使用できます。 

[User attr. of group DNs]にユーザー属性の名前を入力します。（アクティブディレクト

リの場合の例、memberOf） 

 注意： 

多くのグループが存在する場合、このオプションを使用すると SPS web インター

フェースへのログオンが著しく遅くなります。 

3. SPS と LDAP サーバー間の通信を暗号化する場合、[Encryption]フィールドで[TLS]または

[STARTTLS]を選択し、次の手順を実行します。 

 注釈： 

Microsoft Active Directory への TLS 暗号化接続は Windows2003 以降のプラットフォ
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ームのみサポートしています。Windows2000 サーバーではサポートしていません。 

 SPS にサーバー証明書を認証させる場合、[Only accept certificates authenticated 

by the specified CA certificate]にチェックして、[CA X.509 certificate]フィールドの

アイコンをクリックします。ポップアップウィンドウが表示されます。 

[参照]をクリックし、LDAP サーバーの証明書を発行した認証局(CA)の証明書を選択

して[Upload]をクリックします。あるいは、[Copy-paste]フィールドに証明書をペースト

して[Set]をクリックします。 

SPS はサーバーの証明書を認証するのに、この CA 証明書を使用します。認証に失

敗した場合、接続を拒否します。 

 警告： 

LDAP サーバーの接続に証明書認証で TLS 暗号化を使用する場合、[Server A

ddress]フィールドには、完全なドメイン名（例、ldap.example.com）を使用してくださ

い。さもないと、証明書認証に失敗します。LDAP サーバーの名前は証明書のコ

モンネームに現れている必要があります。 

 LDAP サーバーが相互認証を必要とする場合、つまり、LDAP サーバーは SPS に証

明書を要求します。[Authenticate as client]を有効にします。SPS の証明書を生成し

て署名します。それから、[Client X.509 certificate]フィールドの アイコンをクリックし、

証明書をアップロードします。次に[Client key]フィールドの アイコンをクリックし、証

明書に対応した秘密鍵をアップロードします。 

2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します。 

4. オプション手順：LDAP サーバーがカスタム POSIX LDAP スキームを使用する場合、どの

LDAP 属性にユーザー名を格納したか、あるいはグループメンバーシップを設定する属性

を設定する必要があります。例えば、LDAP スキームがユーザー名を格納するために uid

属性を使用しない場合、[Username (userid) attribute name]オプションを設定します。

[POSIX group membership attribute name]および[GroupOfUniqueNames membership]オプ

ションを使用して、グループメンバーシップ属性をカスタマイズすることができます。 

SPS は、検索されたユーザー名とグループ名を大文字と小文字を区別して処理することに

注意してください。 

5. をクリックします。 

 注釈： 

また、SPS、あるいは LDAP サーバーでユーザーグループを設定する必要がありま
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す。ユーザーグループの使用の詳細については、「5.7.4 ユーザーグループの使用方

法」を参照してください。 

6. ［Test］をクリックして、接続をテストします。 

5.5 RADIUSサーバーへのユーザー認証 

SPS は外部の RADIUS サーバーにユーザー認証することができます。ユーザーのグループメンバ

ーシップは SPS のローカルまたは LDAP データベースのどちらかで管理する必要があります。 

 注意： 

チャレンジレスポンス認証方式は、現在サポートしていません。他の認証方式（例、パスワー

ド、SecureID）は動作します。 

SPS ユーザーを RADIUS サーバーで認証させるには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [AAA]>[Settings]に移動します。 
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Figure 5-5 RADIUS 認証設定 

 

2. [Authentication method]で[RADIUS]を選択します。 

表示されたステータス情報（[NOT CONFIGURED]と[CONFIGURED]）は RADIUS サーバー

へのアクセスに必要な共有シークレットを設定しているかどうかを表しています。 

3. [Address]フィールドに RADIUS サーバーの IP アドレスまたはドメイン名を入力します。 

IPv4 アドレスを使用します。 

4. [Change]をクリックして、[Shared secret]フィールドに SPS がサーバーにアクセスするのに

使用するパスワードを入力します。 

 注釈： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用する

ことができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | }  
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[Update]をクリックします。 

5. パスワード認証プロトコルを使用するには、[PAP]をチェックします。チャレンジハンドシェイ

ク認証プトロコルを使用するには、[CHAP]をチェックします。 

6. さらに RADIUS サーバーを追加するには、 をクリックして手順 2-4 を繰り返します。 

複数のサーバーを追加するには、この手順を繰り返します。サーバーに到達不能の場合

は、SPS はフェールオーバー機能により、リストの次のサーバーに接続を試みます。 

7. ローカルに管理されたユーザーアカウントで RADIUS 認証を設定する場合、以下の手順を

実行します。 

a. [Password expiration]に 0 を設定します。 

b. [Number of passwords to remember]に 0 を設定します。 

c. [Minimal password strength]を無効に設定します。 

d. [Cracklib check on password]を無効に設定します。 

8.  

 警告： 

この設定をコミットすると、SPS のユーザーインターフェースは RADIUS サーバーへの

認証に成功した後のみ使用できます。RADIUS サーバーにアクセス不能な場合でも、

SPS のデフォルトの“admin”アカウントは正常にログインできることに注意してくださ

い。 

をクリックします。 

5.6 X.509証明書によるユーザー認証 

SPS は、X.509 クライアント証明書で web インターフェースのユーザーを認証する方法を提供して

います。クライアント証明書は CA リストに対して認証され、ユーザー名は識別のためにクライアン

ト証明書からエクスポートされます。2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用することを

推奨します。 

X.509 クライアント証明書で SPS の web インターフェースの SPS ユーザーを認証するには、以下

の手順を実行します。 

前提条件： 
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 ユーザーの証明書を発行した CA 証明書をアップロードする必要があります。そのため、

CA 証明書は PEM 形式で、コンピューター上で利用可能である必要があります。 

 ユーザーの証明書は SPS で認証に使用するユーザー名が含まれている必要があります。

どの証明書フィールドにユーザー名が含まれるか知っている必要があります。（例、CN ま

たは UID） 

 証明書は、ユーザーのブラウザにインポートする必要があります。SPS は個人証明書がブ

ラウザで利用可能な場合のみ、証明書で認証することができます。 

手順： 

1. [Policies]>[Trusted CA Lists]に移動して、信頼された CA リストを作成します。 

Figure 5-6 Policies > Trusted CA Lists — 信頼された CA リストの作成 

 

a. ユーザー証明書のコモンネームフィールドにユーザー名が含まれている場合、[Strict 

Hostname Check]の無効を確認します。 
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b. CA 証明書をアップロードします。 

c. 必要に応じで他の設定を修正します。信頼された CA リストを作成する詳細について

は、「7.11 認証局による証明書の検証」を参照してください。 

d. をクリックします。 

2. [AAA]>[Settings]>[Authentication settings]に移動します。 

Figure 5-7 AAA > Settings > Authentication settings —X.509 認証設定 

 

3. [X.509]を選択します。 

4. [Authentication CA]で、最初の手順で作成した信頼された CA リストを選択します。 

5. [X.509 DN field name of username]フィールドに、ユーザー名が含まれる DN フィールド名

（ほとんどの場合、CN または UID）を入力します。このフィールドは大文字と小文字を区別

するため、適切に入力してください。 

6. admin ユーザーが、X.509 認証を使用しないでログイン可能にするには、[Enable fallback 

for admin]を選択します。これは、パスワード認証を可能にします。 

7. をクリックします。 

5.7 ユーザー権限とユーザーグループの管理 

SPS では、ユーザー権限をユーザーグループに割り当てることができます。SPS はデフォルトで、

いくつものユーザーグループが定義されていますが、カスタムユーザーグループも定義することが

できます。全てのグループには権限（SPS の web インターフェースのページにアクセスできるか、

およびそれらのページを表示（読み取り）のみ、または修正（読み取りと書き込み／実行）、あるい
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は特定の操作も実行できるかどうか）が設定されます。 

 注釈： 

すべてのグループは、各ページに対して読み取り、または読み取りと書き込み/実行の権限を

持ちます。 

 新しいユーザーグループに権限を割り当てる方法の詳細については、「5.7.1 SPS の web

インターフェースのユーザーグループ権限の割り当て」を参照してください。 

 既存のグループを修正する方法の詳細については、「5.7.2 グループ権限の変更」を参照し

てください。 

 特定の権限を持つユーザーグループを検索する方法の詳細については、「5.7.3 特定のユ

ーザーグループの検索」を参照してください。 

 ユーザーグループを使用するヒントについては、「5.7.4 ユーザーグループの使用方法」を

参照してください。 

 組込みのユーザーグループの権限に関する詳細な説明については、「5.7.5 SPS の組込み

ユーザーグループ」を参照してください。 

Figure 5-8 AAA > Access Control — SPS のユーザー管理 
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5.7.1 SPSの web インターフェースのユーザーグループ権限の割り当て 

新しいグループに権限を割り当てるには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [AAA]>[Access Control]に移動し、 をクリックします。 

2. ユーザーグループ名を入力します。オートコンプリート機能により、ユーザーグループ名の

入力を開始すると、グループの候補が表示されます。 

3. グループ名の横の をクリックします。利用可能な権限のリストが表示されます。 

4. グループがアクセスする権限（SPS のインターフェースのページ）を選択し、[Save]をクリッ

クします。 

 注釈： 

SPS のコンフィグレーションをエクスポートするには、[Export configuration]権限が必

要です。 

SPSのコンフィグレーションをインポートするには、[Import configuration]権限が必要で

す。 
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ファームウェアを更新し、アクティブなファームウェアを設定するには、[Firmware]権限

が必要になります。 

5. [Type]フィールドから、アクセスタイプ（読み取りまたは読み取りと書き込み）を選択します。 

6. をクリックします。 

5.7.2 グループ権限の変更 

既存のグループの権限を変更するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [AAA]>[Access Control]に移動します。 

2. 変更するグループ名の横の をクリックします。利用可能な権限のリストが表示さ

れます。 

3. グループがアクセスする権限（SPS のインターフェースのページ）を選択し、[Save]をクリッ

クします。 

Figure 5-9 AAA > Access Control > Edit — グループ権限の修正 

 

 警告： 

[AAA]>[Local Users]ページで、ユーザーに[Search]権限を割り当てると[Search in all 
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connections]権限が自動的に有効になり、ユーザーは、特定の接続ポリシーの

[Access Control]オプションでリストされているグループのメンバーではない場合でも、

すべての監査証跡へのアクセスが許可されます。 

4. [Type]フィールドから、アクセスタイプ（読み取りまたは読み取りと書き込み）を選択します 

5. をクリックします。 

admin ユーザーはデフォルトで利用可能ですべての権限を持ちます。このユーザーを削除するこ

とはできません。 

5.7.3 特定のユーザーグループの検索 

[AAA]>[Access Control]ページの[Filter ACLs]セクションでは、ユーザーグループの名前と権限を

検索するための、簡単な検索とフィルタリングのインターフェースを提供します。 

Figure 5-10 AAA > Access Control — 特定のユーザーグループを検索する 
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 特定の文字で始まるユーザーグループを選択するには、[Group]フィールドにグループ名

の先頭の文字を入力し、コンプリート機能で候補を指定します。[Search]をクリックします。 

 特定の権限を持つユーザーグループを選択するには、 をクリックし権限を選択し

ます。[Search]をクリックします。 

 読み取りまたは書き込みアクスセスをフィルターするには、[Type]オプションを使用します。 

5.7.4 ユーザーグループの使用方法 

SPS ユーザーを管理する方法によってユーザーグループ名を設定します。 

 ローカルユーザー：ローカルユーザーのみを使用する場合、[AAA]>[Group Management]

ページでユーザーグループを作成または変更を行い、[AAA]>[Access Control]ページで権

限の割り当てまたは変更を行い、[AAA]>[Local Users]または[AAA]>[Group Management]

ページでグループにユーザーを追加します。 

 LDAP ユーザーと LDAP グループ：LDAP でユーザーを管理し、SPS ユーザーをグループ

化する方法に一致した LDAP グループも持っている場合、[AAA]>[Access Control]ページ

でユーザーグループを作成または変更し、LDAP グループと SPS ユーザーグループの名

前が同じであることを確認します。例えば、admins LDAP グループのメンバーが SPS を使
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用できるようにするには、[AAA]>[Access Control]ページで admins というユーザーグルー

プを作成して、必要に応じてグループの権限を編集します。 

 注意： 

ユーザーは最大で 10,000 グループに属することができますが、それ以上のグループ

では無視されます。 

 RADIUS ユーザーとローカルグループ：RADIUS でユーザーを管理する場合、LDAP でグル

ープを作成することはできません。[AAA]>[Access Control]ページでローカルグループを

作成し、[AAA]>[Group Management]ページで、これらのグループに RADIUS ユーザーを追

加します。 

5.7.5 SPSの組込みユーザーグループ 

SPS はデフォルトで以下のユーザーグループが定義されています。これらのユーザーグループは

適宜、変更および削除することができます。 

Figure 5-11 AAA > Access Control —SPS の組込みユーザーグループ 
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 警告： 

SPS の web インターフェースで LDAP 認証を使用して、デフォルトのユーザーグループを使用

する場合、LDAP データベースにこれらのグループを作成してユーザーを割り当てます。詳細

については、「5.7.4 ユーザーグループの使用方法」を参照してください。 

 basic-view：SPS のシステムログを含む[Basic Settings]メニューの設定を表示します。この

グループのメンバーは[Troubleshooting]ページのコマンドも実行することができます。 

 basic-write：[Basic Settings]メニューの設定を変更します。このグループのメンバーはホス

トとして SPS を管理できます。 

 auth-view：[AAA]メニューで SPS 管理者や設定されたユーザーグループの名前と権限、お

よび認証設定を表示します。このグループのメンバーは設定変更の履歴も表示することが

できます。 

 auth-write：認証設定を変更し、ユーザーとユーザーグループを管理します。 

 警告： 

[auth-write]グループ、あるいは[AAA]メニューに書き込み権限をもつ他のグループの

メンバーは SPS のシステム管理者と本質的に同等です。なぜなら、そのメンバーは自

身にどんな権限も付与することができるからです。権限が限られたユーザーは、その

ような特権を持つべきではありません。 
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[AAA]メニューに書き込み権限を持つユーザーが、自身に新しい権限を付与（例えば、

新しいグループにグループメンバーシップを付与する）した場合、新しい権限を有効に

するために SPS の web インターフェースに再ログインする必要があります。 

 search：[Search]メニューでさまざまなログとアラートを閲覧およびダウンロードします。この

グループのメンバーは監査証跡ファイルにもアクセスできます。暗号化された監査証跡ファ

イルを開くには、適切な復号キーが必要です。 

 changelog：[AAA]>[Accounting]メニューで SPS 設定変更履歴を表示します。 

 report：[Reports]メニューで、レポートを閲覧、作成および管理し、レポートに統計情報ベー

スのチャプターを追加します。この権限を持つユーザーはすべてのレポートにアクセスでき

ます。ユーザーに特定のレポートのみにアクセスを許可するには、リポートの[Reports are 

accessible by the following groups]オプションを使用します。詳細については、「18.2 カスタ

ムレポートの設定」を参照してください。 

 注意： 

ユーザーをレポートに含めることができる、統計情報ベースのチャプターとレポートを

正確に制御するには、[Use static subchapters]権限を使用します。 

 policies-view：[Policies]メニューでポリシーと設定を表示します。 

 policies-write：[Policies]メニューでポリシーと設定を変更します。 

 ssh-view：[SSH Control]メニューで、すべての接続とポリシー設定を表示します。 

 ssh-write：[SSH Control]メニューで、すべての接続とポリシー設定を変更します。 

 rdp-view：[RDP Control]メニューで、すべての接続とポリシー設定を表示します。 

 rdp-write：[RDP Control]メニューで、すべての接続とポリシー設定を変更します。 

 telnet-view：[Telnet Control]メニューで、すべての接続とポリシー設定を表示します。 

 telnet-write：[Telnet Control]メニューで、すべての接続とポリシー設定を変更します。 

 vnc-view：[VNC Control]メニューで、すべての接続とポリシー設定を表示します。 

 vnc-write：[VNC Control]メニューで、すべての接続とポリシー設定を変更します。 

 indexing：外部インデクスサが実行しているホストに、自動インデックス付けのために監査

証跡へのアクセスおよびダウンロードを許可します。このグループのメンバーは SPS の

web インターフェースにもアクセスでき、監査証跡を直接ダウンロードできます。 
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 ica-view：[ICA Control]メニューで、すべての接続とポリシー設定を表示します。 

 ica-write：[ICA Control]メニューで、すべての接続とポリシー設定を変更します。 

 api：RPC 経由で SPS にアクセスするための、[Access RPC API]権限への表示および変更

の権限。 

 http-view：[HTTP Control]メニューで、すべての接続とポリシー設定を表示します。 

 http-write：[HTTP Control]メニューで、すべての接続とポリシー設定を変更します。 

 indexer-view：[Indexer]メニューで、すべての接続とポリシー設定を表示します。 

 indexer-write：[Indexer]メニューで、すべての接続とポリシー設定を変更します。 

5.8 設定変更のリスト表示と検索 

SPS は す べ て の 設 定 の 変 更 を 自 動 的 に 追 跡 し ま す 。 変 更 履 歴 を 表 示 す る に は 、

[AAA]>[Accounting]を選択します。変更は検索インターフェースに表示されます。このインターフェ

ースの使用方法とカスタマイズの詳細については、「5.8.1 内部検索インターフェースの使用」を参

照してください。 

以下の情報が、各変更に関して表示されます。 
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Figure 5-12 AAA > Accounting — 設定変更の閲覧 

 

 Timestamp：変更日付。 

 Author：SPS の設定を変更した管理者のユーザー名。 

 Page：変更されたメニュー項目。 

 Field name：変更されたフィールドまたはオプションの名前。 

 New value：設定パラメーターの新しい値。 

 Message：管理者が入力した変更ログまたはコミットログ。このフィールドは、 [Require 

commit log]オプションが有効な場合のみ利用可能です。 

 Old value：設定パラメーターの古い値。 

 Swap：ページでオブジェクトの順序（例えば、リスト内の 2 つのポリシーの順序）が変更され
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た場合に表示します。 

すべての設定変更の説明を記述させるように管理者に要求するには、[AAA]>[Settings]>[Accoun

ting settings]に移動し、[Require commit log]オプションをチェックします。 

5.8.1 内部検索インターフェースの使用 

内部検索インターフェースは SPS の設定変更とレポートを閲覧、フィルタリングします。 

Figure 5-13 AAA > Accounting — 内部検索インターフェース 

 

グラフの棒に、選択された間隔の結果の数が表示されます。 と アイコンを使用してズーム

し、 と は前または次の期間を表示します。明示的に日付を指定するには、[Jump to]をクリッ

クしてカレンダーに日付を設定します。[Scale]オプションで表示される間隔の期間を変更できます。 
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グラフの棒の上にマウスを置くと、棒が示す期間の開始日と終了日とエントリ数が表示されます。

棒をクリックすると、その期間のエントリがテーブルに表示されます。複数の棒を選択するには

“Shift+Click”を使用します。 

データが長すぎて一行に収まらない場合は、自動的に折り返され、最初の行のみ表示されます。

行を展開するには をクリックします。行を収縮して（折りたたんで）元のサイズに戻すには をク

リックします。全ての行を展開／収縮するにはテーブルのヘッダーのそれぞれのボタンをクリック

します。それぞれの行でダブルクリックして展開／収縮することもできます。 

5.8.1.1 フィルター 

テーブルは、任意のパラメーター、またはパラメーターの組み合わせでフィルタリングできます。リ

ストをフィルターするには、適切なカラムの入力フィールドにフィルター式を入力し、Enter を押すか、

またはテーブルのエントリをクリックします。 

 注意： 

フィルターを使用すると、フィルター結果の統計が棒グラフに表示されます。 

フィルタリングは部分一致も表示できます。例えば、[AAA]>[Accounting]ページの[Author]カラム

で“adm”でフィルタリングすると、ユーザー名に“adm”文字列が含まれたユーザーによって実行さ

れたすべての変更が表示されます。 

アイコンを使用して完全一致で検索を、 アイコンは逆フィルタリング（含まない）検索を実行

することができます。カラムからフィルター条件をクリアするには をクリックします。 

元のテーブルに戻すには、[Clear all filters]をクリックします。 

5.8.1.2 出力結果のエクスポート 

検索結果のテーブルをファイルに保存するには、[Export as CSV]をクリックします。テーブルは

CSV 形式でテキストファイルとして保存されます。データのエクスポート時にエラーが発生した場

合、エクスポートされた CSV ファイルには 0 で始まる行（通常、ファイルの最後の行）に問題の詳

細（例、0;description_of_the_error）が含まれます。 

 注意： 

[Export as CSV]を使用して、大量のデータをエクスポートしないでください。データのエクスポ

ートは（特に、システムが高負荷の場合）非常に遅くなります。 
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5.8.1.3 内部検索インターフェースのカラムのカスタマイズ 

インターフェースに表示されるデータをカスタマイズするには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. 閲覧するデータベースに移動（例、[AAA]>[Accounting]）します。 

2. [Customize Columns]をクリックします。表示されたカラムと利用可能なカラムのリストを含

むポップアップウィンドウが表示されます。 

Figure 5-14 AAA > Accounting — 検索インターフェースのカラムのカスタマイズ 

 

3. 表示されているパラメーターは、[Visible columns]フィールドにリストされ、他のすべての利

用可能なパラメーターは、[Available columns]フィールドにリストされます。 

 [Visible columns]フィールドにパラメーターを追加するには、目的のパラメーターを選

択して、[Add]をクリックします。 

 [Visible columns]フィールドからパラメーターを削除するには、目的のパラメーターを

選択して、[Remove]をクリックします。 

 カラムを固定（水平にスクロールしても、恒久的に表示）するには目的のパラメーター

の横の[Freeze]オプションを有効にします。 
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 注釈： 

複数のパラメーターを選択するには、Ctrl を押しながら項目をクリックします。 

4. [OK]をクリックします。選択された情報が表示されます。 

5.9 ユーザーとユーザーグループ権限の表示 

SPS バージョン 3.2 以降、個々のユーザーとユーザーグループのユーザー権利と権限を照会す

るためのインターフェースを提供しています。ユーザーまたはユーザーグループの権限を表示す

るには、[AAA]>[Permission Query]に移動して、それぞれのフィールドにユーザーまたはグループ

の名前を入力し[Filter]をクリックします。以下に注意してください。 

 同時にユーザー名とグループの両方をフィルターすることはできません。 

 部分一致も表示されます。 

 ユーザーグループは、ローカルユーザーグループ、ユーザーリスト、または LDAP ユーザ

ーグループにすることができます。 

Web interface permissions：SPS の web インターフェースにアクセスするユーザーグループ用に、

テーブルにユーザーまたはユーザーグループがアクセスできる SPS の web インターフェースのペ

ージリストが表示されます。以下の情報が表示されます。 

 Page：ページまたはページのグループの名前。(例、[Basic Settings]) 

 Element：グループがページのセクションのみにアクセスできる場合、要素の名前がリストさ

れます。(例、特定のチャネルポリシー) 

 Group：ユーザーグループの名前。 

 Permission：ユーザーまたはユーザーグループのページへのアクセスタイプ。“read”また

は“read and write/perform”。 
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Figure 5-15 AAA > Permission Query —web interface パーミッションの表示 

 

Connection permissions：ユーザーまたはユーザーグループがアクセスできるサーバーを再確認

するために、SPS は、ユーザーまたはグループが使用することが許可されている接続に関する主

な情報を収集します。以下の情報が表示されます。 

 注意： 

特定の接続ポリシーにアクセスできるユーザーグループを表示するには、その接続ポリシー

を開いて、[Show connection permissions]>[Show]をクリックします。 

Figure 5-16 AAA > Connection permissions — 接続パーミッションの表示 

 

 Gateway group：接続にアクセスするために必要なグループメンバーシップをリストします。

グループメンバーシップは以下の場所で制限できます。 

 [Connection]>[Gateway authentication]>[Groups]。 

 [Channel Policies]>[Gateway group]。 

 [Policies]>[Usermapping Policies]>[Groups]。 

 Source： 
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Source IP：クライアントの IP アドレス。  

 To： 

Destination IP：クライアントから要求されるサーバーの IP アドレス。 

 To port： 

Destination port：クライアントから要求されるサーバーのポート番号。 

 Target： 

Server IP：SPS から接続されるサーバーの IP アドレス。 

 Target port： 

Server port：SPS から接続されるサーバーのポート番号。 

 Remote user： 

Username on server：リモートサーバーにログインするために使用されるユーザー名。この

ユーザー名は、接続でユーザーマッピングが使用されている場合、クライアント側のユー

ザー名と異なることがあります。詳細については、「17.1 ユーザーマッピングポリシー設定」

を参照してください。 

 Remote group：ユーザーマッピングポリシーに設定されている、宛先サーバーにアクセスで

きるグループ（存在する場合）。 

 Protocol： 

Protocol：接続で使用されるプロトコル（Citrix ICA、HTTP、RDP、SSH、Telnet、または 

VNC）。 

 Connection： 

Connection policy ID：接続ポリシーの名前（ID）。 

 Authorizer： 

Four-eyes authorizer：セッションを承認したユーザーのユーザー名。チャネルに 4-eyes 認

証が要求されている場合のみ利用可能です。詳細については、「17.3 4-eyes 認証設定」を

参照してください。 

 Auth type：ゲートウェイ認証でクライアント側の接続で使用される認証方式。 
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 Channel：チャネルのタイプ。(例、session-shell) 

 Time：接続で使用されるタイムポリシー名。 

 LDAP：接続で使用される LDAP サーバーの名前（存在する場合）。 

 Credential store：接続で使用される資格情報ストア名（存在する場合）。 

 Audit：接続が監査証跡に記録されるかを表します。 

Usergroup memberships：ユーザーを検索した場合、一致したユーザーのグループメンバーシップ

がテーブルに表示されます。ユーザーグループを検索した場合は一致したグループのメンバーが

テーブルに表示されます。以下の情報が表示されます。 

 User：ユーザーのユーザー名。 

 Group：ユーザーグループまたはユーザーリストの名前。 

 Exception：SPS でローカルに管理される、デフォルトで許可のユーザーリストの場合に拒

否されるユーザー名。 

Figure 5-17 AAA > Connection permissions — ユーザーグループとユーザーリストのメンバーシップの表示 

 

6 SPSの管理 

以下のセクションでは、SPS の基本的な管理作業について説明します。 

 基本的な管理作業（シャットダウンとリブート、トラフィックの無効化）については、「6.1 SPS

の制御 – リブート、シャットダウン」を参照してください。 

 HA クラスターの管理については、「6.2 HA SPS クラスターの管理」を参照してください。 

 SPS のアップグレードする操作方法については、「6.3 SPS のアップグレード」を参照してく

ださい。 
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 コンソールと SSH 経由で SPS にアクセスする操作方法については、「6.5 SPS のコンソー

ルアクセス」を参照してください。 

 シールドモード（リモートホストからの基本的な設定変更を無効にする）の有効化について

は、「6.6 シールドモード」を参照してください。 

 アウトバンド(IPMI)インターフェースの設定の詳細については、「6.7 SPS のアウトバンド管

理」を参照してください。 

 SPS で使用する証明書の管理については、「6.8 SPS で使用する証明書の管理」を参照し

てください。 

6.1 SPSの制御 – リブート、シャットダウン 

SPS をリブートまたはシャットダウンするには、[Basic Settings]>[System]>[System control]>[This 

node]に移動し、それぞれの実行ボタンをクリックします。[Other node]は HA SPS クラスターのス

レーブノードを指しています。HA クラスターの詳細については「6.2 HA SPS クラスターの管理」を

参照してください。 

 注意： 

 クラスターのノードをリブートする時は、不要なテークオーバーを避けるため、先に他の

（スレーブ）ノードをリブートします。 

 クラスターのノードをシャットダウンする時は、先に他の（スレーブ）ノードをシャットダウン

します。ノードの電源を入れるときは、不要なテークオーバーを避けるため、先にマスタ

ーノードを起動します。 

 両方のノードが稼働している時は、ノード間の接続を切断するのを避けてください。イー

サーネットケーブルを抜いたり、ノード間のスイッチまたはルーター（存在する場合）をリブ

ートしたり、SPS の HA インターフェースを無効にしないでください。 

Figure 6-1 Basic Settings > System > System Control — 基本管理の実行 
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 注釈： 

SPS インターフェースへの web セッションは永続的で、SPS のリブート後もオープン状態を維

持しているので、リブート後に再ログインする必要はありません。 

6.1.1 制御されたトラフィックの無効化 

保護されたサーバーへの制御されたトラフィックの一部またはすべてを一時的に無効にするには、

以下の手順を実行します。 

Figure 6-2 Basic Settings > System > Traffic control — 制御されたトラフィックの無効化 

 

 注意： 

この方法でのトラフィックの無効化は一時的なものです。SPS の web インターフェースから

何か他の変更をコミットした後は、接続は再び有効になります。あるタイプのトラフィックを

永続的に無効にする方法の詳細については、「6.1.2 制御されたトラフィックを永久に無効

にする」を参照してください。 

 

 注釈： 

トラフィックの無効化は、接続ポリシーで設定したトラフィックのみに効果があります。他の

トラフィックは、すべてのトラフィックが無効になっていても SPS を通過できます。接続ポリ

シーの設定の詳細については、「7 一般的な接続設定」を参照してください。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[System]>[Traffic control]に移動します。 
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2.    SSH トラフィックを無効にするには、[SSH traffic]フィールドで[Stop]をクリックします。 

SSH でフォワードされている他のすべてのトラフィックも停止します。（例、X11） 

 RDP トラフィックを無効にするには、[RDP traffic]フィールドで[Stop]をクリックします。 

 Telnet と TN3270 トラフィックを無効にするには、[Telnet traffic]フィールドで[Stop]をク

リックします。. 

 VNC トラフィックを無効にするには、[VNC traffic]フィールドで[Stop]をクリックします。 

 すべてのタイプのトラフィックを無効にするには、[All services]フィールドで[Stop]をク

リックします。 

[System monitor]にはすべてのタイプのトラフィックの状態が表示されます。 

6.1.2 制御されたトラフィックを永久に無効にする 

 注釈： 

トラフィックの無効化は、接続ポリシーで設定したトラフィックのみに効果があります。他のトラ

フィックは、すべてのトラフィックが無効になっていても SPS を通過できます。接続ポリシーの

設定の詳細については、「7 一般的な接続設定」を参照してください。 

手順： 

1. 無効にするトラフィックタイプの[Global Options]ページに移動します。例えば SSH トラフィッ

クを無効にするには、[SSH Control]>[Global Options]に移動します。 

Figure 6-3 <Protocol name> Control > Global Options — 制御されたトラフィックの永続的な無効化 

 

2. [Traffic]>[Service]フィールドを disabled に設定します。 

3. をクリックします。 
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6.2 HA SPS クラスターの管理 

HA（High availability）クラスターのノードは、建物、都市、さらには大陸間のように、長距離にまた

がることができます。HA クラスターのゴールは立地条件に依存しない、ロードバランシング、およ

びフェールオーバーを提供することで、企業の事業継続をサポートすることです。 

HA クラスターをセットアップするには、HA モードで同一構成の 2 つの SPS ユニットを接続します。

マスター/スレーブ（アクティブ/バックアップ）ノードのペアが作成されます。マスターノードの機能

が停止した場合、スレーブノードはマスターノードのインターフェースの IP アドレスを引き継ぎ（テ

ークオーバー）ます。これらの IP アドレスに対応した MAC アドレスが変更されたことをローカルネ

ットワーク上のホストに通知するために Gratuitous ARP リクエストが送信されます。 

マスターノードは HA ネットワークインターフェース（SPS アプライアンスの 4 または HA とラベルさ

れた）を使用してスレーブノードとすべてのデータを共有します。マスターとスレーブノードのディス

クは HA サポートが正常に動作するために同期されている必要があります。 

稼働中のノード間の接続が切断（イーサーネットケーブルを抜いたり、ノード間のスイッチまたはルー

ターをリブートしたり、SPS の HA インターフェースを無効にする）されると、データ同期ができなくなり

強制的にスレーブノードがアクティブになります。これはデータ損失につながります。このような問

題を解決し、SPS クラスターをリカバリする方法については、「22.7 SPS クラスターのトラブルシュ

ーティング」を参照してください。 

 注釈： 

HA 機能は物理 SPS ユニット用に設計されています。SPS を仮想環境で使用する場合は、仮

想化サービスで提供されているフォールバック機能を使用してください。 

[Basic Settings]>[High Availability]ページでは、HA クラスターおよび、そのノードに関する情報を

提供しています。 
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Figure 6-4  Basic Settings > High Availability — HA クラスターの管理 

 

以下の情報がクラスターについて利用可能です。 

 Status：SPS ノードが互いを正常に認識しているか、HA モードを動作するように設定されて

いるかどうかを表示します。詳細については、「22.7.1 SPS クラスターのステータスの理解」

を参照してください。 

 Current master：ノードの HA インターフェース（4 または HA）の MAC アドレス。 

 HA UUID：HA クラスターの一意な識別子。HA モードでのみ利用可能です。 

 DRBD status：SPS ノードが互いを正常に認識しているか、HA モードを動作するように設定

されているかどうかを表示します。詳細については、「22.7.1 SPS クラスターのステータスの

理解」を参照してください。 

 DRBD sync rate limit：プライマリノードとセカンダリノード間の最大許容同期速度です。詳

細については、「6.2.1 同期速度の変更」を参照してください。 
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アクティブ（マスター）ノードは[This node]とラベルされていて、このユニットは SSH トラフィックを検

査し、web インターフェースを提供します。[Other node]とラベルされた SPS ユニットは、マスターノ

ードが使用不能になった場合にアクティブになるスレーブノードです。 

以下の情報が各ノードについて利用可能です。 

 Node ID：ノードの HA インターフェースの MAC アドレスです。このアドレスは、SPS ユニット

の上部カバーのラベルにも印刷されています。 

SPS クラスターでは、両方の ID は SPS の内部ログメッセージに含まれます。中央のログ

サーバーが syslog-ng サーバーの場合、syslog-ng サーバーの“keep-hostname”オプショ

ンを有効にする必要があります。 

 Node HA state：SPS ノードが互いを正常に認識しているか、HA モードを動作するように設

定されているかどうかを表示します。詳細については、「22.7.1 SPS クラスターのステータス

の理解」を参照してください。 

 Node HA UUID：クラスターの一意な識別子。HA モードでのみ利用可能です。 

 DRBD status：ノード間のデータ同期のステータス情報です。詳細については、「22.7.1 SPS

クラスターのステータスの理解」を参照してください。 

 RAID status：ノードの RAID デバイスのステータス情報です。[Optimal]ではない場合、Raid

デバイスに問題があります。詳細については、「22.8 SPS の RAID ステータスの理解」を参

照してください。 

 Boot firmware version：boot ファームウェアのバージョン番号です。 

Boot ファームウェアは SPS をブートし、HA サポートを提供してコアファームウェアを起動し

ます。コアファームウェアは、次々に他のすべてを処理します。Web インターフェースの提

供、接続の管理など。 

 HA link speed：マスターとスレーブノード間の最大許容同期速度です。HA リンク速度は

[DRBD sync rate limit]を上回る必要があります。そうしないと、web UI は応答しなくなり、

データ損失が発生する可能性があります。 

 Interfaces for Heartbeat：この仮想インターフェースはもう一方のノードが、まだ利用可能で

あることを検知するためにのみ使用します。このインターフェースはノード間のデータ同期

には使用されません（ハートビートメッセージのみ転送します）。 

冗長ハートビートインターフェースの設定の詳細については、「6.2.2 冗長ハートビートインタ

ーフェース」を参照してください。 
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 Next hop monitoring：ICMP エコー(ping)メッセージを使用してマスターとスレーブノードの両

方から継続的に監視するための IP アドレス（通常はネクストホップルーター）です。監視対

象のアドレスのいずれかに、スレーブノードから到達可能である間にマスターノードから到

達不能になった（言い換えれば、より多くの監視されたアドレスにスレーブノードから到達

可能な）場合、それは、マスターノードが到達不能であると仮定され、たとえマスターノード

の他の状態が機能していても強制的にテークオーバーが発生します。詳細については、

「6.2.3 ネクストホップルータの監視」を参照してください。 

HA クラスターでは、以下の設定と管理オプションが利用可能です。 

 HA クラスターのセットアップ：HA クラスターをセットアップするための詳細については、

Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS インスト―レーションガイドの「3.2 2 つの SPS を

HA 構成でセットアップする」を参照してください。 

 DRBD(マスター/スレーブ)同期速度の調整：DRBD の同期速度の制限を変更することがで

きます。これは、通常のデータレプリケーションの速度を変えないことに注意してください。

詳細については、「6.2.1 同期速度の変更」を参照してください。 

 冗長ハートビートインターフェース設定：もう一方のノードの可用性を監視するために、各

HA ノードに仮想インターフェースを設定できます。詳細については、「6.2.2 冗長ハートビー

トインターフェース」を参照してください。 

 ネクストホップ監視設定：ICMP エコー(ping)メッセージを使用してマスターとスレーブノード

の両方から継続的に監視するための IP アドレス（通常はネクストホップルーター）を設定す

ることができます。監視対象のアドレスのいずれかに、スレーブノードから到達可能である

間にマスターノードから到達不能になった（言い換えれば、より多くの監視されたアドレスに

スレーブノードから到達可能な）場合、それは、マスターノードが到達不能であると仮定さ

れ、たとえマスターノードの他の状態が機能していても強制的にテークオーバーが発生し

ます。詳細については、「6.2.3 ネクストホップルータの監視」を参照してください。 

 HA クラスターのリブート：両方のノードをリブートするには、[Reboot Cluster]をクリックしま

す。テークオーバーを防ぐために、トークンがスレーブノードに置かれます。トークンが存在

している間、スレーブノードは、マスターノードが最初にブートすることを確認するまでブート

プロセスを停止します。マスターが起動後、マスターがスレーブノードからトークンを削除し

てブートプロセスを継続させます。 

マスターノードの起動後にスレーブノードにまだトークンが存在している場合は、[Unblock 

Slave Node]ボタンが表示されます。ボタンをクリックするとトークンが削除されスレーブノー

ドがリブートします。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installationguide_sps_5lts.pdf
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 ノードのリブート：選択したノードをリブートします。 

クラスターのノードをリブートする時は、不要なテークオーバーを避けるため、先に他の（スレー

ブ）ノードをリブートします 

 ノードのシャットダウン：選択したノードを強制的にシャットダウンします。 

クラスターのノードをシャットダウンする時は、先に他の（スレーブ）ノードをシャットダウンします。

ノードの電源を入れるときは、不要なテークオーバーを避けるため、先にマスターノードを起動

します 

 手動テークオーバー：もう一方のノードをアクティブにして、現在アクティブなノードを無効に

するには[Activate slave]をクリックします。 

スレーブノードをアクティブにすると、SPS のすべての接続が終了し、データ損失につなが

ります。スレーブノードは約 60 秒後にアクティブになり、その間、保護されたサーバーには

アクセスできません。 

6.2.1 同期速度の変更 

SPS は、以下の場合にプライマリ（マスター）とセカンダリノードのハードディスクの内容を同期しま

す。 

 HA モードで動作するために 2 つの SPS ユニットが設定（シングルノードを HA クラスターに

切り替え）された時。 

 クラスターのノードに置き換えた時。 

 スプリットブレイン状態からリカバリする時。 

 通常のデータレプリケーション（受信データのコピー、例えば、プライマリノードからセカンダ

リノードへの監査証跡のコピーは同期ではありません）。 

同期は重要なシステムリソースを占有するため、同期の最大速度はデフォルトで 10Mbps に制限

されています。これは、大量のデータの同期には非常に長い時間がかかるので、特定の状況では

同期速度を上げることが有効であることを意味します。 

DRBD の同期速度の制限を変更するには、[Basic Settings]>[High Availability]>[DRBD sync rate 

limit]に移動し、目的の値を選択します。[DRBD sync rate limit]オプションを変更する前に以下の

点に注意してください。 
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 [Basic Settings]>[High Availability]>[DRBD sync rate limit]オプションは同期が進行中の

時、あるいは[Convert to Cluster]をクリックしたがクラスターはまだリブートしていない時

にみ有効です。 

 このオプションを変更しても、データレプリケーション速度の制限は変更されません。 

 同期速度は慎重に設定してください。高い値は SPS の負荷が非常に高くなるので推奨し

ません。同期プロセスによって使用されるリソースが増加すると SPS の一般的なパフォー

マンスが低下します。一方、HA リンク速度は着信データの速度を上回る必要があります。

さもないと、web UI は応答しなくなり、データ損失が発生する可能性があります 

[Basic Settings]>[High Availability]>[DRBD status]フィールドは、最新のデータ（SPS のコンフィグ

レーション、監査証跡、ログファイルなどを含む）が両方の SPS ノードで利用可能かどうかを表示

します。各状態の説明については、「22.7.1 SPS クラスターのステータスの理解」を参照してくださ

い。 

6.2.2 冗長ハートビートインターフェース 

不必要なテークオーバーを避け、スプリットブレイン状態になる事態を最小限にするために、SPS

に追加のハートビートインターフェースを設定することができます。これらのインターフェースはもう

一方のノードがまだ利用可能であることを検知するのみに使用されます。ノード間のデータ同期に

は使用されません（ハートビートメッセージのみ転送されます）。例えば、メインの HA インターフェ

ースが故障したり、誤ってプラグが抜かれたりしても、ノードは冗長 HA インターフェース上でお互

いにまだアクセスできている場合、テークオーバーが発生しませんが、メインの HA リンクが回復

するまでスレーブノードに、データは同期しません。同様に冗長ハートビートインターフェースの接

続が失われてもメインの HA 接続が利用可能な場合、テークオーバーは発生しません。 

冗長ハートビートインターフェースが設定されている場合、ステータスは[Basic Settings]>[High 

Availability]>[Redundant Heartbeat status] フ ィ ー ル ド に 表 示 さ れ 、 シ ス テ ム モ ニ タ ー の

[HA]>[Redundant]フィールドにも表示されます。各状態の説明については、「22.7.1 SPS クラスタ

ーのステータスの理解」を参照してください。 

冗長ハートビートインターフェースは、SPS の既存のインターフェースを使用する、仮想 MAC アド

レスを持つ仮想インターフェースです。仮想冗長ハートビートインターフェースの MAC アドレスは

[HA MAC]として表示されます。冗長ハートビートインターフェースの MAC アドレスは物理インター

フェースの MAC アドレスと干渉することがないように生成されます。同様に、冗長ハートビートイン

ターフェース上の HA トラフィックは、使用されるインターフェース上の他のトラフィックと干渉するこ

とはできません。 
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ノードのメインの HA インターフェース上の接続が失われた後で、冗長ハートビートインターフェー

ス上の接続も失われた場合はスレーブノードがアクティブになります。しかしながら、ノード間でデ

ータ同期が不可能な時間にマスターノードがアクティブであったため、HA 機能を回復する前に解

決する必要のあるスプリットブレイン状態という結果になります。詳細については、「22.7.3 スピリッ

トブレイン状態からのリカバリ」を参照してください。 

 注釈： 

冗長 HA リンクが設定されていた場合でも、専用の HA リンクがフェールするとスレーブノード

は HA ページに何も表示されなくなります。 

SPS ノードは UDP ポート 694 を使用して、お互いにハードビート信号を送信します。 

冗長ハートビートインターフェースを設定するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[High Availability]>[Interfaces for Heartbeat]に移動します。 

2. 冗長ハートビートインターフェースに使用するインターフェース（例、“Physical interface 1”

にチェックします。インターフェースを冗長ハートビートインターフェースとして使用しても、イ

ンターフェースの元のトラフィックには影響を与えません。 
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Figure 6-5 Basic Settings > High Availability — 冗長ハートビートインターフェース設定 

 

3. チェックしたインターフェースの[This node]>[Interface IP]フィールドに IP アドレスを入力し

ます。以下の点に注意してください。 

 2 つのノードは異なるインターフェース IP を持つ必要があります。 

 冗長インターフェースにネクストホップ監視を使用しない場合、どんなインターフェース

IP（ネットワークに存在しない場合でも）も使用できます。 

 冗長インターフェースにネクストホップ監視を使用する場合は、インターフェース IP は

もう一方のノードから見える実在する IP アドレスにする必要があります。 

 冗長インターフェースにネクストホップ監視を使用する場合は、インターフェース IP は

ネクストホップアドレスからアクセス可能である必要があります。また、逆の場合も同

様です。詳細については、「6.2.3 ネクストホップルータの監視」を参照してください。 

IPv4 を使用します。 
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4. 2 つのノードが異なるサブネットに存在する場合、[This node]>[Gateway IP]フィールドにロ

ーカルゲートウェイの IP アドレスを入力します。ノードのインターフェース IP アドレスはゲー

トウェイの IP アドレスからアクセスできる必要があります。 

IPv4 アドレスを使用します。 

5. チェックしたインターフェースの[Other node]>[Interface IP]フィールドに IP アドレスを入力し

ます。以下の点に注意してください。 

 2 つのノードは異なるインターフェース IP を持つ必要があります。 

 冗長インターフェースにネクストホップ監視を使用しない場合、どんなインターフェース

IP（ネットワークに存在しない場合でも）も使用できます。 

 冗長インターフェースにネクストホップ監視を使用する場合は、インターフェース IP は

もう一方のノードから見える実在する IP アドレスにする必要があります。 

 冗長インターフェースにネクストホップ監視を使用する場合は、インターフェース IP は

ネクストホップアドレスからアクセス可能である必要があります。また、逆の場合も同

様です。詳細については、「6.2.3 ネクストホップルータの監視」を参照してください。 

IPv4 を使用します。 

6. 2 つのノードが異なるサブネットに存在する場合、[Other node]>[Gateway IP]フィールドに

ローカルゲートウェイの IP アドレスを入力します。ノードのインターフェース IP アドレスはゲ

ートウェイの IP アドレスからアクセスできる必要があります。 

IPv4 アドレスを使用します。 

7. 必要に応じて、追加の冗長ハートビートインターフェースを追加するには前の手順を繰り返

します。 

8. をクリックします。 

9. 変更を有効にするためにノードを再起動します。[Reboot Cluster]をクリックします。 

6.2.3 ネクストホップルータの監視 

デフォルトでは、マスターノードが動作を停止した場合、あるいはスレーブノードから到達不能にな

った場合にのみ HA のテークオーバーが発生します。しかしながら、スレーブノードがまだアクセス

可能である状態（例えば、異なるルータに接続されている）で、マスターノードは外部にアクセス不
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能になる場合のシナリオには対応していません。 

このような状況に対処するために、ICMP エコー(ping)メッセージを使用して、マスターとスレーブの

両方のノードから継続的に監視するための IP アドレス（通常はネクストホップルータ）を指定できま

す。このようなアドレスはすべてのインターフェースに設定することができます。 

ネクストホップルータ監視を設定する時は、マスターとスレーブノードが指定されたアドレスに直接

ping できることを確認する必要があります。次のいずれかを行うことができます。 

 ネクストホップアドレスと同じサブネット上となるように、冗長 HA SPS インターフェースのア

ドレスを選択します。 

 冗長 HA SPS インターフェースと同じサブネット上にある、追加の IP アドレスでネクストホッ

プデバイスを設定します。 

監視対象のアドレスのいずれかに、スレーブノードから到達可能である間にマスターノードから到

達不能になった（言い換えれば、より多くの監視されたアドレスにスレーブノードから到達可能な）

場合、それは、マスターノードが到達不能であると仮定され、たとえマスターノードの他の状態が

機能していても強制的にテークオーバーが発生します。 

当然、スレーブノードがマスターノードとテークオーバーできない（例えば、現在のマスターノードか

ら、まだ同期されていないデータがある）場合は、テークオーバーは実行されません。 

ネクストホップ監視を設定するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[High Availability]>[Next hop monitoring]に移動します。 

2. ネクストホップルータの監視に使用するインターフェースにチェックします。 
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Figure 6-6 Basic Settings > High Availability — ネクストホップ監視設定 

 

3. チェックしたインターフェースの[This node]>[Next hop IP]フィールドに、現在のマスターノー

ドから監視する IP アドレス（例えば、インターフェースに接続されたスイッチまたはルーター

の IP アドレス）を入力します。この IP アドレスはインターフェースから見える実在する IP ア

ドレスで、かつ同じローカルネットワークセグメント上に存在する必要があります。 

IPv4 アドレスを使用します。 

4. チェックしたインターフェースの[Other node]>[Next hop IP]フィールドに、現在のスレーブノ

ードから監視する IP アドレス（例えば、インターフェースに接続されたスイッチまたはルータ

ーの IP アドレス）を入力します。この IP アドレスはインターフェースから見える実在する IP

アドレスで、かつ同じローカルネットワークセグメント上に存在する必要があります。 

IPv4 アドレスを使用します。 

5. 必要に応じて、追加の冗長ハートビートインターフェースを追加するには前の手順を繰り返

します。 
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6. をクリックします。 

 警告： 

変更を有効にするために、両方のノードを再起動します。両方のノードを再起動するには、

[Reboot Cluster]をクリックします。 

6.3 SPSのアップグレード 

SPS アプライアンスは、最新の利用可能な Long Term Support (LTS)リリースがプレインストール

されています。LTS リリースは、最初の公開日から 3 年間、および後継の LTS リリースが公開され

てから 1 年間（いずれかの日付が遅い方）がサポートされます。後継の LTS リリースにアップグレ

ードすることを推奨します。 

フィーチャーリリースは、LTS リリースにまだ統合されない追加機能を提供します。これらの機能を

利用するには、アプライアンスにサポートされたフィーチャーリリースをインストールします。以下の

条件があります。 

 フィーチャーリリースから LTS リリースにロールバックできません。 

 フィーチャーリリースはリリースされてから 6(+2)か月間のタイムラインでサポートされます。

アプライアンスがサポートされていることを確実にするには、SPS を最新のフィーチャーリリ

ースにアップグレードし続ける必要があります。 

LTS とフィーチャーリリースの両方ともに、定期的にセキュリティパッチとバグフィックスを組み込み、

リリースされた製品の更新されたリビジョンを発行します。使用しているソフトウェアリリースの最

新リビジョンを、常にインストールすることを強く推奨します。 

 注意： 

最新のフィーチャーリリースからのダウングレード（LTS リリースについても）は、サポートされ

ません。 

以下のセクションでは、SPS を最新のものに保つ方法、および新しいライセンスをインストールす

る方法について説明します。 

 前提条件：「6.3.1 アップグレードチェックリスト」。 

 シングルノードのアップグレード：「6.3.2 SPS アップグレード（シングルノード）」。web インタ

ーフェースを使用しないで SPS をアップグレードするには、「6.5.4 SSH を使用したファーム

ウェアのアップデート」を参照してください。 
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 HA クラスターのアップグレード：「6.3.3 SPS クラスターのアップグレード」を参照してください。 

 トラブルシューティング：「6.3.4 トラブルシューティング」を参照してください。 

 SPS ライセンス更新：「6.4.1 SPS ライセンスのアップデート」を参照してください。 

 SPS のコンフィグレーションのエクスポート：「6.3.5 SPS のコンフィグレーションのエクスポー

ト」を参照してください。 

 SPS のコンフィグレーションのインポート：「6.3.6 SPS のコンフィグレーションのインポート」

を参照してください。 

6.3.1 アップグレードチェックリスト 

以下のリストはすべての設定に当てはまります。 

 SPS のコンフィグレーションバックアップの作成。 

詳細については、「6.3.5 SPS のコンフィグレーションのエクスポート」を参照してください。 

 最新の SPS ファームウェアのダウンロード。弊社ダウンロードサイトよりダウンロードできま

す。 

 アップグレードする前にファームウェアのリリーノートを照会してください。リリースノートに

は、そのファームウェアバージョン固有の追加の説明が含まれています。 

リリースノートは弊社ドキュメントセンターよりダウンロードできます。 

 SPS が正常に動作している（システムモニターに問題が表示されていない）こと確認します。 

 オプション手順：デバッグ目的に必要な場合は、[Basic Settings]>[Troubleshooting]>[Core 

files]からコアダンプファイルをエクスポートします。これらのファイルはアップグレード中に

削除されます。 

HA クラスターの場合は以下も必要になります。 

 スレーブノードへの IPMI アクセスが必要です。IPMI インターフェースの使用する詳細な情

報については、次のドキュメントを参照してください。 

T4 および T10 については、「X9 SMT IPMI ユーザーズガイド」(英文)を参照してください。 

T1 については、「SMT IPMI ユーザーズガイド」(英文)を参照してください。 

 [Basic Settings]>[High Availability]ページの HA ステータスがデグレードでないことを確認

https://www.jtc-i.co.jp/support/download/
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/scbdoc.html
http://www.supermicro.com/manuals/other/X9_SMT_IPMI.pdf
http://www.supermicro.nl/manuals/other/SMT_IPMI_Manual.pdf
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します。 

仮想環境に SPS をアップグレードするには以下も確認します。 

 アップグレードプロセスを開始する前に仮想マシンのスナップショットを作成します。 

 コンソールリダイレクション（仮想マシンで許可されている場合）を設定し、有効にします。 

アップグレード中、SPS はアップグレードの進行状況と問題に関する情報をコンソールに表示しま

す。IPMI(ILOM)、あるいはコンソールアクセスでモニターできます。 

最初に、非製品（仮想）環境でアップグレードプロセスをテストすることを推奨します。 

SPS をアップグレードするには再起動が必要です。 

データ損失を避けるために、メンテナンス時間中にのみ、本稼働中のアプライアンスのアップグレ

ードを実行することを強く推奨します。 

6.3.2 SPSアップグレード（シングルノード） 

新しいファームウェアバージョンに SPS をアップグレードするには、以下の手順を実行します。Web

インターフェースを使用しないで SPS をアップグレードするには、「6.5.4 SSH を使用したファームウ

ェアのアップデート」を参照してください。常に、利用可能な最新のメンテナンスリリースを使用する

ことを推奨します。 

 注意： 

新しいメジャーリリース（フィーチャーリリースまたは LTS リリース）にアップグレードする時は、

常に、そのリリースの（より詳細な手順が含まれている）アップグレードガイドの手順に従ってく

ださい。弊社ドキュメントセンターよりダウンロードできます 

手順： 

1. [Basic Settings]>[System]>[Firmwares]に移動します。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/scbdoc.html
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Figure 6-7 Basic Settings > System > Firmwares — ファームウェアの管理 

 

2. 新しいファームウェアをアップロードします。[参照]でファームウェアの.iso ファイルを選択

して、[Upload]をクリックします。 

3. アップグレードされたファームウェアのアップグレードノートを参照するには、 アイコンをク

リックします。アップグレードノートがポップアップウィンドウに表示されます。 

4. [Test]をクリックして、新しいファームウェアでコンフィグレーションがバージョン 5 LTS にア

ップグレードできるかチェックします。テストでエラーが返された場合は、アップグレードプロ

セスを続行する前に修正してください。何か問題が発生した場合は、弊社カスタマーポータ

ルまでお問い合わせください。 

5.  

 注意： 

アップグレードテストが成功した場合のみ、以下の手順を実行してください。 

[After reboot]にチェックして、ファームウェアをアクティブにします。 

6. [Basic Settings]>[System]>[Traffic Control]>[This node]に移動し、[Reboot]をクリックしま

す。 

SPS は新しいファームウェアでブートします。プロセスが完了するまで待ちます。 

7. SPS の web インターフェースにログインしてアップグレードが成功したことを確認します。 

[Basic Settings]>[System]>[Version details]に移動するか、ブート時の SPS のバージョン

番号をシステムログでチェックします。問題が発生した場合は、「6.3.4 トラブルシューティン

グ」の一般的なトラブルシューティングの手順を参照してください。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
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6.3.3 SPS クラスターのアップグレード 

SPS クラスターを新しいファームウェアバージョンにアップグレードするには、以下の手順を実行し

ます。常に、利用可能な最新のメンテナンスリリースを使用することを推奨します。 

 警告： 

新しいメジャーリリース（フィーチャーリリースまたは LTS リリース）にアップグレードする時は、

常に、そのリリースの（より詳細な手順が含まれている）アップグレードガイドの手順に従ってく

ださい。弊社ドキュメントセンターよりダウンロードできます 

手順： 

1. [Basic Settings]>[System]>[Firmwares]に移動します。 

2. 新しいファームウェアをアップロードします。[参照]でファームウェアの.iso ファイルを選択

して、[Upload]をクリックします。 

3. アップグレードされたファームウェアのアップグレードノードを参照するには、 アイコンをク

リックします。アップグレードノートがポップアップウィンドウに表示されます。 

4. [Test]をクリックして、新しいファームウェアでコンフィグレーションがバージョン 5 LTS にア

ップグレードできるかチェックします。テストでエラーが返された場合は、アップグレードプロ

セスを続行する前に修正してください。何か問題が発生した場合は、弊社カスタマーポータ

ルまでお問い合わせください。 

5.  

 警告： 

アップグレードテストが成功した場合のみ、以下の手順を実行してください。 

[After reboot]にチェックして、ファームウェアをアクティブにします。SPS は、まだ再起動し

なでください。 

6. [Basic Settings]>[High availability]に移動し、新しいファームウェアがスレーブノードでアク

ティブであることを確認します。これには数分かかります。 

7. [Basic Settings]>[High availability]>[Other node]で、[Shutdown]をクリックします。 

8. マスターノードを再起動します。[This node]>[Reboot]をクリックします。 

SPS は新しいファームウェアでブートします。プロセスが完了するまで待ちます。 

9. SPS の web インターフェースにログインしてアップグレードが成功したことを確認します。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/scbdoc.html
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
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[Basic Settings]>[System]>[Version details]に移動するか、ブート時の SPS のバージョン

番号をシステムログでチェックします。問題が発生した場合は、「6.3.4 トラブルシューティン

グ」の一般的なトラブルシューティングの手順を参照してください。 

10. IPMI インターフェースを使用してスレーブノードの電源を入れます。 

スレーブノードは新しいファームウェアでブートし、データを同期するためにマスターノード

に再接続します。同期プロセス中、特定のサービスは利用できません。プロセスが完了す

るまで、およびスレーブノードが完全にブートするまで待ちます。 

11. [Basic Settings]>[High availability]に移動し、スレーブノードが接続されていて、マスターノ

ードと同じファームウェアバージョンであることを確認します。 

6.3.4 トラブルシューティング 

web インターフェースにおかしな動作を感じた場合は、まず、SHIFT キーを押しながらブラウザのリ

ロードボタンをクリックしてページをリロードし、キャッシュされたバージョンのページを削除してくだ

さい。 

万一、SPS のアップグレードプロセス中に問題が発生し、元の状態に戻せない場合は、以下の処

理を実行してください。 

 既に設定されている IP アドレスを使用してネットワークインターフェースを初期化します。 

 もしシールドモードで動作していなければ、SPS の SSH アクセスを有効にします。アップグ

レードプロセスのログにアクセスすることができ、問題の調査と解決に役立ちます。SSH ア

クセスは、インターフェースの管理アクセスが有効でない場合でも、すべてのアクティブなイ

ンターフェースで有効になることに注意してください。 

SPS をリブートしてから 30 分以内に web インターフェースが利用できない場合は、ローカルコンソ

ールに表示された情報をチェックし、弊社カスタマーポータルまでお問い合わせください。 

6.3.5 SPSのコンフィグレーションのエクスポート 

SPS のコンフィグレーションは、[Basic Settings]>[System]ページから（手動アーカイブや他の SPS

ユニットに移行するのに）エクスポートすることができます。それぞれの実行ボタンを使用して目的

の操作を実行します。 

コンソールを使用してローカルファイルに SPS コンフィグレーションをエクスポートするオプション

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
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もあります。詳細については、「6.5.5 コンソールを使用した SPS のコンフィグレーションのエクスポ

ートとインポート」を参照してください。 

Figure 6-8 Basic Settings > System — SPS コンフィグレーションのエクスポート 

 

手順： 

1. [Basic Settings]>[System]>[Export configuration]に移動します。 

2. 暗号化設定を選択します。 

 暗号化なしでコンフィグレーションファイルをエクスポートするには、[No encryption]に

チェックします。 

 注意： 

暗号化なしで SPS コンフィグレーションをエクスポートすることは、パスワードハッ

シュや秘密鍵などの機密情報が含まれているため推奨しません。 

 単純なパスワードでコンフィグレーションファイルを暗号化するには、[Encrypt with 

password]にチェックして[Encryption password]と[Confirm password]フィールドにパス

ワードを入力します。 

 注釈： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用

することができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

 GPG でコンフィグレーションファイルを暗号化するには、[GPG encryption]にチェックし

ます。このオプションは自動システムバックアップで暗号化に使用される同じ GPG キ

ーを使用します。[Basic Settings]>[Management]>[System backup]で SPS に GPG

の公開部分をアップロードした場合にのみ利用可能です。詳細については、「4.7.6 

GPG でのコンフィグレーションバックアップの暗号化」を参照してください。 

3. [Export]をクリックします。 
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 注意： 

エクスポートされたファイルは gzip 圧縮形式でアーカイブされます。Windows プラットフ

ォームでは、フリーの 7-Zip ツールのような一般的なアーカイブマネージャーで解凍す

ることができます。 

エクスポートファイルの名前は、<hostname_of_sps>-YYYYMMDDTHHMM.config で、パ

スワードで暗号化されたファイルと GPG で暗号化されたファイルには、それぞれ、-en

crypted と-gpgというサフィックスが付加されます。 

6.3.6 SPSのコンフィグレーションのインポート 

SPS のコンフィグレーションは[Basic Settings]>[System]ページからインポートすることができます。

それぞれの実行ボタンを使用して目的の操作を実行します。 

コンソールを使用してローカルファイルから SPS コンフィグレーションをインポートするオプションも

あります。詳細については、「6.5.5 コンソールを使用した SPS のコンフィグレーションのエクスポー

トとインポート」を参照してください。 

Figure 6-9 Basic Settings > System — SPS コンフィグレーションのインポート 

 

 警告： 

新しいリリース（例、2.0）に古いメジャーリリース（例、1.0）のコンフィグレーションをインポートす

ることはできません。 

手順： 

1.  

 警告： 

ハードウェアアプライアンスとバーチャルアプライアンスの間でコンフィグレーションを

エクスポート、あるいはインポートしないでください。ハードウェアアプライアンスとバー

チャルアプライアンスには差異と制限があるため、バーチャルアプライアンスは、正常

な機能を確保できるように、最初から設定しなければなりません。バーチャルアプライ

アンスの SPS を別のバーチャルアプライアンスの SPS に移行する時には、コンフィグ

レーションをエクスポート、およびインポートできます。 
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[Basic Settings]>[System]>[Import configuration]に移動します。 

2. [参照]をクリックして、インポートするコンフィグレーションファイルを選択します。 

3. [Encryption password]フィールドにパスワードを入力し、[Upload]をクリックします。 

 注意： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用する

ことができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

6.4 SPSライセンスの管理 

SPS の現在のライセンスの情報は[Basic Settings]>[System]>[License]ページに表示されます。

以下の情報が表示されます。 

Figure 6-10 Basic Settings > System > License — ライセンスのアップデート 

 

 Customer：ライセンスの使用を許可された会社。（例、Example Ltd.） 

 Serial：ライセンスの一意なシリアルナンバー。 

 Limit type： 
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 Host：SPS 経由で接続することができいるサーバー（個々の IP アドレス）の数を制限し

ます。 

 Session：同時に SPS 経由で通過できる同時セッション（並列接続）の数（例、25）を制

限します。SPS は既に確立された接続が閉じられるまで追加の接続を拒否します。 

 Limit：セッションまたはホスト制限の実際の値。この制限に対する SPS がカウントしたホス

トをリストするには、制限の値をクリックします。 

 

 Valid：ライセンスの有効期限。日付は YYYY/MM/DD 形式で表示されます。 

EULA の全文もここに表示されます。 

SPS はライセンスの有効期限が切れる 60 日前から、毎日自動的にアラートの送信を開始します。

保護されたサーバーの数が、ライセンスで設定されている制限の 90%を越えた場合にもアラートを

送信します。 

6.4.1 SPSライセンスのアップデート 

SPS ライセンスは既存のライセンスの有効期限が切れる前、あるいは新しいライセンスを購入した

場合にアップデートする必要があります。 

ライセンスをアップデートするには、以下の手順を実行します。 

 注意： 

新しいライセンスをアップグレードする前に、SPS のコンフィグレーションをバックアップすること

を推奨します。詳細については、「6.3.5 SPS のコンフィグレーションのエクスポート」を参照して

ください。 

手順： 
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1. [Basic Settings]>[System]>[License]に移動します。 

2. [参照]をクリックして、新しいライセンスファイルを選択します。 

 注釈： 

ライセンスファイルを手動で解凍する必要はありません。圧縮されたライセンス

（例、.zip アーカイブ）もアップロードすることができます。 

3. [Upload]をクリックして、 をクリックします。 

4.  

 注意： 

この手順は、SPS を経由しているすべての制御されている接続を終了します。続行す

る前に保護されたサーバーからクライアントを切断してください。 

新しいライセンスを有効にするには、[Traffic control]>[All services]に移動し、[Restart]を

クリックします。 

6.5 SPSのコンソールアクセス 

このセクションでは、SPS のコンソールメニューの使用方法、SPS へのリモート SSH アクセスを有

効にする方法、および web インターフェースから root パスワードを変更する方法について説明し

ます。 

6.5.1 SPSのコンソールメニューの使用方法 

SPS にローカル、あるいは Secure Shell(SSH)を使用してリモートで SPS に接続すると SPS のコン

ソールにアクセスできます。コンソールメニューは SPS の主な基本設定と管理設定へのアクセス

を提供しています。これは主にトラブルシューティングの目的に使用され、SPS の主要なインター

フェースは web インターフェースになります。 

コンソールメニューはウェルカムウィザードで設定したパスワードを使用して root ユーザーがアク

セスできます。 
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Figure 6-11 コンソールメニュー 

 

コンソールメニューは以下の操作を実行することができます。 

 ローカルのコアとブートシェルにアクセスします。これは通常、推奨されていません。特定

のトラブルシューティングの状況においてのみ必要とされます。ローカルコンソールではブ

ート/コアシェル用のキーボードのレイアウトを選択します。SSH 経由でシェルにアクセスし

た場合はキーボードのレイアウトには影響しません。 

ブートファームウェアは SPS をブートし、HA サポートを提供しコアファームウェアを起動しま

す。コアファームウェアは次々に他のすべてを処理します。web インターフェースの提供、

接続の管理などです。 

 アクティブなファームウェアを選択し、不必要なファームウェアを削除します。ファームウェ

ア管理へのアクセスは、ファームウェアのアップデート後、正常に動作しなくなり、web イン

ターフェースで以前のファームウェアをアクティブにすることができない場合に有用です。 

 バックアッププロセスを開始します。 

 root と admin ユーザーのパスワードを変更します。 

 ネットワークのトラブルシューティング機能へのアクセス、および利用可能なログファイルを

表示します。web インターフェースにアクセスできない場合、内部ロックエラーの結果である

可能性があります。この問題を解決するにはロックファイルを削除します。削除後、記録さ

れ、30 日以内であればデバッグバンドルに含まれます。Web インターフェースにアクセスで

きない場合にデバッグバンドルを作成するには[Create debug bundle]を選択します。 

 注釈： 

ロックファイルを削除しても問題が解決しない場合は弊社カスタマーポータルまでお問

い合わせください。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
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 システムをリブート、シャットダウンします。 

 シールドモードを有効または無効にします。詳細については、「6.6 シールドモード」を参照

してください。 

 HA インターフェースの IP アドレスを設定します。 

 注釈： 

コンソールメニューにログインすると SPS の Web インターフェースは自動的にロックされます。

つまり、コンソールメニューが使用されている間、web インターフェースにアクセスできなくなり

ます。コンソールメニューは web インターフェースにアクセスしているユーザーがいない時にの

みアクセスすることができます。Web インターフェースユーザーの接続は、コンソールメニュー

にアクセスするために強制的に終了させられます。 

6.5.2 SPSホストへの SSHアクセスの有効化 

トラブルシューティング目的にのみ、SSH を使用して SPS ホストにアクセスすることができます。 

ウェルカムウィザード完了すると、SPS への SSH アクセスは自動的に無効になります。root ユー

ザーを使用して SPS ホストにリモートで接続してログインするには、再度有効にします。ルートユ

ーザーのパスワードはウィルカムウィザードで設定したものです。web インターフェースからルート

パスワードを変更する方法の詳細については、「6.5.3 SPS のルートパスワードの変更」を参照して

ください。 

 警告： 

SSH を使用して SPS ホストに直接アクセスすることはトラブルシューティングの目的を除いて、

推奨しませんし、サポートもされません。このような場合は弊社カスタマーポータルまでお問い

合わせください。 

セキュリティ上、必要でない時は SPS への SSH アクセスを無効にしてください。詳細について

は、「6.5.2 SPS ホストへの SSH アクセスの有効化」を参照してください。 

以下の暗号化アルゴリズムが SPS のローカルの SSH サービスで設定されています。 

 鍵交換（KEX）アルゴリズム： 

diffie-hellman-group-exchange-sha256 

 Cipher： 

aes256-ctr,aes128-ctr 

 MAC（Message authentication codes）： 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
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hmac-sha2-512,hmac-sha2-256 

SSH アクセスはデフォルトでブルートフォース攻撃に対して保護されています。20 回、ログインに

失敗すると、その IP アドレスは 10 分間 SSH サービスへのアクセスからブロックされます。SSH サ

ーバーの[Protect against brute-force attacks]オプションを選択解除することでブルートフォース

保護を止めることができます。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Local Services]>[SSH server]に移動します。 

Figure 6-12 Basic Settings > Local Services > SSH server — リモート SSH アクセスの有効化 

 

2. [Enable]オプションをチェックします。 

 注意： 

シールドモードが有効な場合、リモート SSH アクセスは自動的に無効になります。詳細

については、「6.6 シールドモード」を参照してください。 

3. リモート SSH 接続の暗号方式を選択します。 

 パスワードベース認証を有効にするには、[Enable password authentication]オプショ

ンをチェックします。 
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 公開鍵認証を有効にするには、[Authorized keys]フィールドで をクリックし、 をク

リックして、SSH 経由で SPS にリモートでアクセスして管理できるユーザーの秘密鍵を

アップロードします。 

2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します。 

4. [Listening addresses]セクションで SSH サーバーのアドレスとポート番号を選択します。 

利用可能なアドレスは、[Basic Settings]>[Network]>[Interfaces]で設定したインターフェー

スアドレスに対応しています。IPv4 アドレスのみ選択することができます。 

複数のアドレスを追加するには をクリックします。 

5. オプション手順：選択されたサブネットまたは IP アドレスからのみ SSH アクセスを許可する

には、[Restrict clients]をチェックし、 をクリックして許可するクライアントの IP アドレスと

ネットマスクを入力します。 

IPv4 アドレスを使用します。 

複数のアドレスを追加するには、 をクリックします。 

6. をクリックします。 

6.5.3 SPSのルートパスワードの変更 

ルートパスワードはローカルで、または SSH 経由で SPS にリモートでアクセスするのに必要です。

root ユーザーのパスワードはコンソールメニューからも変更することができます。詳細については、

「6.5 SPS のコンソールアクセス」を参照してください。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Management]>[Change root password]に移動します。 

Figure 6-13 Basic Settings > Management > Change root password — ルートパスワードの変更 
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2. [New root password]と[Confirm password]フィールドに新しいパスワードを入力します。 

 注意： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用する

ことができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

3. をクリックします。 

6.5.4 SSHを使用したファームウェアのアップデート 

場合によっては、ＨＴＴＰで大きなファイルをアップロードすることができません。そのよう場合、SSH

を使用してファームウェアをアップロードできます。以下の手順を実行します。 

 警告： 

ファームウェアをアップロードするための推奨される方法は、SPS の web インターフェースを使

用することです（「6.3 SPS のアップグレード」を参照してください）。SSH を使用してファームウ

ェアをアップロードするのは、web インターフェースを使用してファームウェアをアップロードで

きない場合のみです。SSH を使用したアップデートは SPS の今後のバージョンで削除される

可能性があります。 

前提条件： 

SPS へのリモート SSH アクセスを有効にする必要があります。詳細については、「6.5.2 SPS ホス

トへの SSH アクセスの有効化」を参照してください。 

手順： 

1. ファームウェアをダウンロードします。 

2. SSH を使用してリモートで SPS にログインし、コンソールメニューで[Shells]>[Core shell]を

選択します。 

3. SPS ホストにファームウェアをコピー（例、/root/ディレクトリ以下に）します。 

4. どのファームウェアスロットが利用可能かチェックします。： # /opt/scb/bin/firmwarect

l list 

5. 空のスロットにファームウェアをインストールします。： # /opt/scb/bin/firmwarectl in

stall <empty-slot-number> 
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6. 新しいファームウェアにアップグレードできるか確認し、続行する前にエラーを解決しま

す。： # /opt/scb/bin/firmwarectl precheck <slot-number-of-the-firmware> 

7. 新しいファームウェアをアクティブにします。： # /opt/scb/bin/firmwarectl activate 

<slot-number-of-the-firmware> true 

8. SPS をリブートします。：# xcbclient self xcb_do_reboot 

9. アップグレードが成功した場合、使用しないファームウェアを削除します。： # /opt/scb/b

in/firmwarectl delete <slot-number-of-unused-firmware> 

10. SPS にアップロードしたファームウェアファイルを削除します。# rm -fv /root/<firmware

-file-you-uploaded> 

6.5.5 コンソールを使用したSPSのコンフィグレーションのエクスポートとイ

ンポート 

/opt/scb/bin/configbundle.php スクリプトを使用してコンソールから SPS のコンフィグレーショ

ン（手動アーカイブや他の SPS ユニットに移行するのに）をエクスポート/インポートできます。 

 注意： 

SPS のコンフィグレーションは機密情報を含んでいます。必要のないコンフィグレーションのエ

クスポートファイルは必ず削除してください。 

手順： 

1. SPS のコンフィグレーションをエクスポートするには以下のコマンドを実行します。 

/opt/scb/bin/configbundle.php export /<my destination folder>/bundle.tar.gz 

 /opt/scb/bin/configbundle.php：コンフィグレーションをエクスポートする実行スクリプト。 

 export：コンフィグレーションをエクスポートするオプション。 

 /<my destination folder>/bundle.tar.gz：コンフィグレーションをエクスポートするファイ

ルのパス。 

<my destination folder>は保存先のフォルダ名に置き換えてください。 

2. SPS のコンフィグレーションをインポートするには以下のコマンドを実行します。 

/opt/scb/bin/configbundle.php import /<my destination folder>/bundle.tar.gz 
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 /opt/scb/bin/configbundle.php：コンフィグレーションをインポートする実行スクリプト。 

 import：コンフィグレーションをインポートするオプション。 

 /<my destination folder>/bundle.tar.gz：コンフィグレーションをインポートするファイル

へのパス。 

<my destination folder>はエクスポートされたコンフィグレーションファイルの保存先の

フォルダ名に置き換えてください。 

6.6 シールドモード 

シールドモードを有効にした時、以下の設定が自動的に適用されます。 

 SSH 経由で SPS にリモートでアクセスすることができません。 

 シールドモードでは SPS のルートパスワードを変更することはできません。 

 シールドモードではプラグインのアップロードおよび削除ができません。 

 シールドモードはローカルコンソールからのみ無効にすることができます。詳細については、

「6.6.1 シールドモードの無効化」を参照してください。 

シールドモードを有効にするには、以下の方法のいずれかを使用します。 

 ウェルカムウィザード時に[Sealed mode]オプションを選択します。 

 SPS の web インターフェースで[Basic Settings]>[System]>[Sealed mode]>[Activate sealed 

mode]を有効にします。 

 SSH またはローカルコンソールを使用してルートで SPS にログインして、コンソールメニュ

ーから[Sealed mode]>[Enable]を選択します。 

6.6.1 シールドモードの無効化 

シールドモードを無効にしたイベントはログに出力されます。シールドモードを無効にするには以

下の手順を実行します。 

手順： 

1. SPS アプライアンスのローカルコンソールにアクセスします。 
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2. root でログインします。 

3. コンソールメニューから[Sealed mode]>[Disable]を選択します。 

4. [Back to Main menu]>[Logout]を選択します。 

6.7 SPSのアウトバンド管理 

SPS 5 LTS には、Intelligent Platform Management Interface (IPMI) v2.0 標準に準拠した専用のア

ウトバンド管理インターフェースが含まれています。IPMI インターフェースで、システム管理者は

SPS のシステムヘルスを監視することや、SPS のオペレーティングシステムとは独立してコンピュ

ーターのイベントをリモートで管理することができます。SPS は、IPMI インターフェースが物理的に

ネットワークに接続された場合にのみ IPMI インターフェースを使用してアクセスできます。 

IPMI インターフェースは 100Mbps Full-Duplex モードのみサポートされていることに注意してくださ

い。 

 IPMI インターフェースの接続に関する詳細については、Safeguard for Privileged Sessions 

5 LTS インスト―レーションガイドの「3.1 SPS のハードウェアセットアップ」を参照してくださ

い。 

 IPMI インターフェースの設定の詳細については、「6.7.1 IPMI インターフェースの設定」を参

照してください。 

 IPMI インターフェースを使用してリモート監視と SPS を管理する詳細については、次のドキ

ュメントを参照してください。 

T4 および T10 については、「X9 SMT IPMI ユーザーズガイド」(英文)を参照してください。T1

については、「SMT IPMI ユーザーズガイド」(英文)を参照してください。 

IPMI インターフェースに関する基本情報は SPS の web インターフェースの[Basic Settings]>[High 

Availability]ページでも利用可能です。以下の情報が表示されます。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installationguide_sps_5lts.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installationguide_sps_5lts.pdf
http://www.supermicro.com/manuals/other/X9_SMT_IPMI.pdf
http://www.supermicro.nl/manuals/other/SMT_IPMI_Manual.pdf
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Figure 6-14 Basic Settings > High Availability — IPMI インターフェース関する情報 

 

 Hardware serial number：アプライアンスの一意なシリアルナンバー。 

 IPMI IP address：IPMI インターフェースの IP アドレス。 

 IPMI subnet mask：IPMI インターフェースのサブネットマスク。 

 IPMI default gateway：IPMI インターフェースに設定されたデフォルトゲートウェイの IP アド

レス。 

 IPMI IP address source：IPMI インターフェースの IP アドレスを取得した方法。DHCP サー

バーから動的に取得したか、固定された静的アドレスを使用。 



 

 

 

 

  Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS 

管理者ガイド 

Rev. 1.0 

 196 / 577 

6.7.1 IPMI インターフェースの設定 

SPS のコンソールから IPMI のネットワーク設定を変更するには、以下の手順を実行します。 

前提条件： 

SPS は、IPMI インターフェースが物理的にネットワークに接続された場合にのみ IPMI インターフェ

ースを使用してアクセスできます。 IPMI インターフェースの接続に関する詳細については、

Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS インスト―レーションガイドの「3.1 SPS のハードウェアセ

ットアップ」を参照してください。 

 警告： 

IPMI はブート時に利用可能なネットワークインターフェースを検索します。SPS の電源を入れ

る前に専用のイーサーネットインターフェース経由でネットワークに接続されていることを確認

してください。 

IPMI インターフェースをインターネットからアクセス可能にする必要はありませんが、ベンダーのサ

ポートが必要な場合に、サポートとトラブルシューティングの目的で SPS 管理者はアクセスできる

必要があります。以下のポートが IPMI で使用されます。 

 Port 623 (UDP): IPMI (変更不可)。 

 Port 5123 (UDP): floppy (変更不可)。 

 Port 5901 (TCP): video display (設定可能)。 

 Port 5900 (TCP): HID (設定可能)。 

 Port 5120 (TCP): CD (設定可能)。 

 Port 80 (TCP): HTTP (設定可能)。 

手順： 

1. ローカルコンソール（または SSH）を使用してルートで SPS にログインします。 

2. [Shells]>[Boot shell]を選択します。 

3. インターフェースのネットワーク設定を確認します。 

# ipmitool lan print 

ここでの説明は、channel 1 が LAN に使用されていることを前提としています。異なる設定

の場合には、以下のコマンドを、それに応じて置き換えてください。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installationguide_sps_5lts.pdf
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4. インターフェース設定。DHCP を使用するか、手動で静的に IP アドレスを設定します。 

IPｖ4 アドレスを使用します。 

 DHCP を使用するには、以下のコマンドを入力します。 

# ipmitool lan set 1 ipsrc dhcp 

 静的 IP を使用するには、以下のコマンドを入力します。 

# ipmitool lan set 1 ipsrc static 

IP アドレスを設定します。 

# ipmitool lan set 1 ipaddr <IPMI-IP> 

ネットマスクを設定します。 

# ipmitool lan set 1 netmask <IPMI-netmask> 

デフォルトゲートウェイの IP アドレスを設定します。 

# ipmitool lan set 1 defgw ipaddr <gateway-IP> 

5. 専用のイーサーネットインターフェースを使用するように IPMI を設定します。 

# ipmitool raw 0x30 0x70 0xc 1 0 

6. IPMI のネットワーク設定を確認します。 

# ipmitool lan print 1 

ブラウザを使用して、表示されたネットワークアドレスに接続します。 

7. デフォルトパスワードを変更します。 

a. デフォルトのログイン資格情報を使用して IPMI の web インターフェースにログインしま

す（ユーザー名：ADMIN、パスワード：ADMIN または changeme（ハードウェアによりま

す。））。 

 注意： 

ログイン資格情報は大文字、小文字を区別します。 

b. [Configuration]>[Users]に移動します。 

c. [ADMIN]を選択し、[Modify User]を選びます。 
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d. パスワードを変更して、[Modify]で変更を保存します。 

6.8 SPSで使用する証明書の管理 

SPS は、[Basic Settings]>[Management]>[SSL certificate]メニューで管理することができる証明

書を個々のタスクのために使用します。 

Figure 6-15 Basic Settings > Management > SSL certificate — SPS の web 証明書の変更 

 

このページで、以下の証明書を変更することができます。 

 CA certificate：SPS の内部認証局の証明書です。 

 Server certificate：SPS の web インターフェースの証明書で、SPS と管理者間で接続を暗

号化するために使用します。 

 注釈： 

この証明書が変更された場合、SPS ユーザーのブラウザはサイトの証明書が変更さ

れたことを通知するワーニングを表示します。 

 TSA certificate：暗号化された監査証跡を作成する時に使用されるタイムスタンプを発行

する内部タイムスタンプ局の証明書です。 

 注釈： 
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SPS は、例えば、SPS に保管されたデータを暗号化するなど、ここでは管理されていない、

様々な目的のために他の証明書を使用します。詳細については、「7.10.1 監査証跡の暗号化」

を参照してください。 

すべての鍵ペアあるいは証明書は一つの目的にのみ使用してください。暗号鍵または証明書

を再利用しないでください。例えば、監査証跡を暗号化するために SPS の web サーバーの証

明書を使用したり、データの署名と暗号化に同じ鍵ペアを使用したりしないでください。 

すべての証明書には、X.509 証明書の識別名（DN）と秘密鍵のフィンガープリントが表示されます。

証明書全体を表示するには DN をクリックします。秘密鍵の公開部分を表示するにはフィンガープ

リントをクリックします。SPS の web インターフェースから秘密鍵をダウンローすることはできませ

んが、鍵の公開部分を様々なフォーマット（例、PEM、DER または OpenSSH）でダウンロードするこ

とができます。また、X.509 証明書は PEM と DER フォーマットでダウンロードすることができます。 

初期設定時、SPS は自己署名 CA 証明書を生成し、この CA を使用して web インターフェース

（Server certificate）と内部タイムスタンプ局（TSA certificate）の証明書を発行します。 

SPS の証明書を管理するには 2 つの方法があります。 

 推奨：自身の PKI ソリューションを使用して証明書を作成し、SPS にアップロードします。 

自身の PKI ソリューションを使用して、CA 証明書、およびこの CA で署名した 2 つの他の

証明書を生成し、SPS にアップロードします。サーバーと TSA 証明書には、秘密鍵もアップ

ロードします。2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用して、適切な keyUsage ま

たは extendedKeyUsage フィールドを設定（例えば、SPS の web サーバー証明書には

extendedKeyUsage=serverAuth）した証明書を使用することを推奨します。 

外部 PKI を使用して作成された証明書と鍵のアプロードの詳細については、「6.8.2 SPS へ

の外部証明書のアップロード」を参照してください。 

 警告： 

サーバーと TSA 証明書は同じ認証局で発行されている必要があります。 

 SPS で生成された証明書を使用します。自己署名 CA 証明書を使用して、SPS の新しい証

明書と鍵を生成、または新しく自己署名 CA 証明書を生成する場合は、「6.8.1 SPS の証明

書の生成」を参照してください。 

 注釈： 

可能であれば自身の PKI ソリューションを使用して証明書を生成して SPS にアップロ

ードしてください。SPS で生成した証明書は取り消すことができず、何らかの侵害があ

った場合、セキュリティリスクになる可能性があります。 
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6.8.1 SPSの証明書の生成 

SPS の内部 CA を使用して SPS の web サーバーまたはタイムスタンプ局の新しい証明書を作成、

あるいは SPS の内部認証局の自己署名 CA 証明書を新しく作成します。 

2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Management]>[SSL certificate]に移動します。 

2. 新しい証明書のフィールドを入力します。 

a. [Country]：SPS が設置されている場所の国を選択します。（例、HU-Hungary） 

b. [Locality name]：SPS が設置されている場所の都市です。（例、Budapest） 

c. [Organization name]：SPS を保有している組織です。（例、Example.Inc） 

d. [Organizational unit name]：SPS を保有している組織の部署です。（例、IT Security 

Department） 

e. [State or Province name]：SPS が設置されている場所の都道府県です。 

3. 生成する証明書を選択します。 

 SPS の web インターフェースの新しい証明書を作成するには、[Generate Server]を選

択します。 

 タイムスタンプ局の新しい証明書を作成するには、[Generate TSA]を選択します。 

 SPS の内認証局の新しい証明書を作成するには、[Generate All]を選択します。この

場合、サーバーと TSA の証明書も自動的に新しく証明書が作成されます。 

 注釈： 

新しい証明書を生成する場合、サーバーと TSA 証明書は CA の証明書を使用して署

名されます。秘密鍵と一緒に外部 CA 証明書をアップロードした場合は、外部 CA 証明

書がサーバーと TSA 証明書を作成するために使用されます。秘密鍵無しで外部 CA

証明書をアップロードした場合は、外部 PKI ソリューションを使用して証明書を生成し、

SPS にアップロードしてください。 

 

 注意： 

新しい証明書を生成すると、以前の証明書は自動的に削除されます。 
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4. をクリックします。 

6.8.2 SPSへの外部証明書のアップロード 

SPS に外部 PKI ソリューションによって生成された証明書をアップロードします。 

前提条件： 

証明書のアップロードでは、TSA X.509 Certificate および Server X.509 Certificate には、その証

明書の秘密鍵も必要になります。証明書は以下の要件を満たしている必要があります。 

 SPS は PEM 形式の証明書を受け入れます。DER 形式は、現在サポートしていません。 

 SPS は PEM（RSA と DSA）、および PUTTY 形式の秘密鍵を受け入れます。パスワードで

保護された秘密鍵もサポートしています。 

 注意： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用する

ことができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

SPS の内部 CA 証明書には、秘密鍵をアップロードする必要はありません。 

 TSA 証明書では、“X509v3 Extended Key Usage”属性を有効にし、“critical”に設定する必

要があります。また、そのデフォルト値は“Time Stamping”に設定する必要があります。 

 サーバー証明書では、“X509v3 Extended Key Usage”属性を有効にし、デフォルト値は

“TLS Web Server Authentication”に設定する必要があります。また、証明書のコモンネー

ムは SPS ホストのドメイン名または IP アドレスが含まれている必要があります。複数のイ

ンターフェース、または IP アドレスから web インターフェースにアクセスする場合は、

“Subject Alt Name”オプションを使用して、すべての IP アドレスをリストアップします。 

 監査証跡を署名するために使用される証明書では、“X509v3 Extended Key Usage”属性を

有効にし、デフォルト値は“Sign (downloadable) executable code”に設定する必要がありま

す。 

2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Management]>[SSL certificate]に移動します。 
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2. 新しい証明書をアップロードするには をクリックします。ポップアップウィンドウが表示さ

れます。 

Figure 6-16 Basic Settings > Management > SSL certificate — 証明書のアップロード 

 

[参照]をクリックして、証明書を含むファイルを選択して[Upload]をクリックします。 

Server X.509 Certificate： 

Server X.509 Certificate では、証明書チェーンをアップロードすることもできます。その為

には、複数の証明書を 1 つのファイルにコピーします。または、[Certificate]フィールドに証

明書を 1 つ 1 つコピー/ペーストして[Set]をクリックすることでもできます。証明書は順番に

する必要はなく、SPS がそれらを並べ替えます。チェーンは検証され、チェーンのメンバー

が見つからない場合は、エラーメッセージが表示されます。 

 注釈： 

証明書チェーンは、Server X.509 Certificate でのみサポートしています。 

3. 証明書に対応した秘密鍵をアップロードするには、 をクリックします。ポップアップウィンド

ウが表示されます。 
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Figure 6-17 Basic Settings > Management > SSL certificate — 秘密鍵のアップロード 

 

[参照]をクリックして、秘密鍵を含んだファイルを選択して、パスワードで保護された鍵の場

合は[Password]にパスワードを入力して[Upload]をクリックします。あるいは、[Key]フィー

ルドに秘密鍵をコピー/ペーストして、[Password]にパスワードを入力して[Set]をクリックし

ます。 

証明書チェーンの場合、秘密鍵は最下位層の証明書と同じである必要があります。 

期待される結果： 

新しい証明書がアップロードされます。証明書のインポート後に、“Certificate issuer 

mismatch”エラーメッセージが表示された場合は、証明書に署名した CA 証明書もインポー

トする必要があります（CA 証明書の秘密鍵は必要ではありません）。 

 注釈： 

以前にアップロードした証明書をダウンロードするには、証明書をクリックし、それぞれ
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証明書（または証明書チェーン）を 1 つの PEM または DER ファイルにダウンロードす

るか、1 つの証明書ファイルを個別（証明書チェーンの場合）にダウンロードすることも

できます。 

6.8.3 Windows Server 2008のWindows認証局を使用した TSA証明

書の生成 

SPS で動作する TSA 証明書を Windows 認証局（CA）で作成するには、OpenSSL が実行している

コンピューターで CSR（証明書署名要求）を生成し、WindowsCA で署名し、タイムスタンプするため

に、この証明書を SPS にインポートします。 

前提条件： 

OpenSSL のコンフィグレーションファイルで以下の拡張属性を有効にします。 

[ tsa_cert ] 

extendedKeyUsage = critical,timeStamping 

 

 注釈： 

/etc/xcb/openssl-ca.cnf を SPS から署名に使用されるコンピューターにコピーすることが

できます。openssl-temp.cnf にリネームします。 

以下の条件を満たしている場合、SPS で互換性の観点から TSA 証明書は有効だと評価されます。 

 CA 証明書を有効（CA を true）にします。 

 Key Usage：“Time Stamping”が必要です。他のキーの使用は許可されていません。 

 Extended Key Usage：“critical”に設定します。 

 Optional Key Usage：Key Usage が存在する場合、“digitalSignature”および/あるいは

“nonRepudiation”にします。他の値は許可されていません。 

以下の X509v3 拡張属性はサポートされています。 

 ハードウェア要件： 

X509v3 Extended Key Usage は“critical”にし、“Time Stamping”のみ含めます。 

 オプション手順： 

X509v3 Key Usage が 存 在 す る 場 合 、 “ digitalSignature ” お よ び / あ る い は
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“nonRepudiation”にします。 

 他の拡張属性は指定できません。 

手順： 

1. 新しいコンフィグレーションファイルを使用して CSR を作成します。 

openssl req -set_serial 0 -config openssl-temp.cnf -reqexts tsa_cert -new -

newkey rsa:2048 -keyout timestamp.key -out timestamp.csr -nodes 

2. 環境に合わせて必要なフィールドを埋めます。 

Generating a 2048 bit RSA private key 
........................+++ 
......................................+++ 
 writing new private key to 'timestamp.key' 
----- 
You are about to be asked to enter information that will be incorporated into 
your certificate request. 
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. 
There are quite a few fields but you can leave some blank 
For some fields there will be a default value, 
If you enter '.', the field will be left blank. 
----- 
Country Name (2 letter code) [AU]:HU 
State or Province Name (full name) []:Budapest 
Locality Name (eg, city) []:Budapest 
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Example Inc. 
Organizational Unit Name (eg, section) []:Service Delivery 
Common Name (eg, YOUR name) []:sps35-1-i1.example.inc 
Email Address []:example@example.com 

3. WindowsCA で、生成された CSR に署名します。CSR ファイルは WindowsCA サーバーから

アクセス可能であることを確認してください。 

a. 新しい証明書要求を発行して署名するには、 Microsoft Certification Authority 

Management Console（証明機関管理ツール）を開きます。[Start(スタート)]>[run(ファイ

ル名を指定して実行)]で“certsrv.msc”を実行します。 

b. サーバー名上で右クリックし、[All Tasks(すべてのタスク)]>[ Submit new request...(新

しい要求の送信...)]に移動します。 
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Figure 6-18 新しい要求の送信 

 

c. 手順 2.で作成した CSR ファイルを選択します。 

d. 左側のペインで[Pending Requests(保留中の要求)]をクリックし、右側のペインに新し

い証明書要求が表示されます。 

Figure 6-19 新しい証明書の発行 

 

e. 新しい SSL 証明書を発行するには、保留中の証明書要求上で右クリックして[All 

Tasks(すべてのタスク)]>[Issue(発行)]を選択します。 

f. [Issued Certificates(発行された証明書)]を選択し、前の手順で発行した証明書上で

ダブルクリックします。 

g. CA 証明書ウィンドウが開きます。[Details(詳細)]タブに移動します。必要な[Enhanced 

Key Usage]フィールドが表示され、“Time Stamping”値が含まれていることを確認しま

す。 
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Figure 6-20 証明書の詳細の確認 

 

h. [Copy to File(ファイルにコピー)]をクリックします。証明書のエクスポートウィザードが

起動します。[Next(次へ)]をクリックします。 

i. 証明書の形式で[Base-64 encoded X.509 (.CER)]を選択し、[Next(次へ)]をクリックし

ます。 

Figure 6-21 証明書のファイル形式の選択 

 

j. 証明書の保存先を選択して、保存します。 

k. [Completing the Certificate Export Wizard(証明書のエクスポートウィザードの完了)]
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画面が表示されます。[Finish(完了)]をクリックします。 

4. SPS で、[Basic Settings]>[Management]>[SSL certificate]に移動します。 

5. [TSA X.509 certificate]の をクリックし、前の手順で生成された証明書を選択して

[Upload]をクリックします。 

6. [TSA private key]の をクリックし、前の手順で生成されたキーを選んで[Upload]をクリック

します。 

 注釈： 

SPS の他の証明書に使用されているルート CA（[Basic Settings]>[Management]>[SS

L certificate]の[CA X.509 certificate]フィールド）が TSA 証明書の署名に使用された

CA と異なっている場合、警告が表示されます。このシナリオの場合はワーニングを無

視してください。 

6.8.4 Windows Server 2012のWindows認証局を使用した TSA証明

書の生成 

SPS で動作する TSA 証明書を、Windows 認証局（CA）で作成するには、OpenSSL が実行してい

るコンピューターで CSR（証明書署名要求）を生成し、WindowsCA で署名し、タイムスタンプするた

めに、この証明書を SPS にインポートします。 

前提条件： 

OpenSSL のコンフィグレーションファイルで以下の拡張属性を有効にします。 

[ tsa_cert ] 

extendedKeyUsage = critical,timeStamping 

 

 注釈： 

/etc/xcb/openssl-ca.cnf を SPS から署名に使用されるコンピューターにコピーすることが

できます。openssl-temp.cnf にリネームします。 

以下の条件を満たしている場合、SPS で互換性の観点から TSA 証明書は有効だと評価されます。 

 CA 証明書を有効（CA を true）にします。 

 Key Usage：“Time Stamping”が必要です。他のキーの使用は許可しません。 

 Extended Key Usage：“critical”に設定します。 
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 Optional Key Usage：Key Usage が存在する場合、“digitalSignature”および/あるいは

“nonRepudiation”にします。他の値は許可されていません。 

以下の X509v3 拡張属性はサポートされています。 

 ハードウェア要件： 

X509v3 Extended Key Usage は“critical”にし、“Time Stamping”のみ含めます。 

 オプション手順： 

X509v3 Key Usage が 存 在 す る 場 合 、 “ digitalSignature ” お よ び / あ る い は

“nonRepudiation”にします。 

 他の拡張属性は指定できません。 

手順： 

1. 新しいコンフィグレーションファイルを使用して CSR を作成します。 

openssl req -set_serial 0 -config openssl-temp.cnf -reqexts tsa_cert -new -

newkey rsa:2048 -keyout timestamp.key -out timestamp.csr -nodes 

2. 環境に合わせて必要なフィールドを埋めます。 

Generating a 2048 bit RSA private key 
........................+++ 
......................................+++ 
writing new private key to 'timestamp.key' 
----- 
You are about to be asked to enter information that will be incorporated into 
your certificate request. 
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. 
There are quite a few fields but you can leave some blank 
For some fields there will be a default value, 
If you enter '.', the field will be left blank. 
----- 
Country Name (2 letter code) [AU]:HU 
State or Province Name (full name) []:Budapest 
Locality Name (eg, city) []:Budapest 
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Example Inc. 
Organizational Unit Name (eg, section) []:Service Delivery 
Common Name (eg, YOUR name) []:sps35-1-i1.example.inc 
Email Address []:example@example.com 

3. タイムスタンプ web サーバーテンプレートを作成し設定して、TSA 証明書を生成します。 

a. Microsoft Certification Authority Management Console（証明機関管理ツール）を起動

して CA サーバーを選択します。 
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b. [Certificate Templates(証明書テンプレート)]上で右クリックし、[Manage(管理)]を選択

します。 

Figure 6-22 証明書テンプレートの管理 

 

[Certificate Templates Console(証明書テンプレートコンソール)]が開きます。 

c. [Web Server(Web サーバー)]テンプレート上で右クリックし、[Duplicate Template(テン

プレートの複製)]を選択します。 

Figure 6-23 テンプレートの複製 

 

[Properties of New Template window(新しいテンプレートのプロパティ)]ウィンドウが表

示されます。 

d. 新しいテンプレートで以下の変更を行います。 
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 [General(全般)]タブの[Template display name(テンプレートの表示名)]を“TSA”

に変更します。 

Figure 6-24 新しいテンプレートの作成 

 

 [Request Handling(要求処理)]タブの[Allow private key to be exported(秘密キー

のエクスポートを許可する)]オプションを有効にします。 

 [Extensions(拡張機能)]タブで次の変更を行います。 

アプリケーションポリシーの編集： 

[Application Policies(アプリケーションポリシー)]を選択して、拡張機能リストの下

の[Edit(編集)]をクリックします。 
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Figure 6-25 アプリケーションポリシーの編集 

 

サーバー認証の削除： 

[Server Authentication(サーバー認証)]を選択して[Remove(削除)]をクリックしま

す。 

Figure 6-26 サーバー認証の削除 
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タイムスタンプの追加： 

[Add(追加)]をクリックして、[Time Stamping (タイムスタンプ)]を選択して[OK]をク

リックします。 

タイムスタンプの重要設定： 

[Time Stamping(タイムスタンプ)]を選択して[Make this extension critical(重要な

拡張機能として登録する)]オプションを有効にします。[OK]をクリックします。 

Figure 6-27 タイムスタンプと重要設定 

 

[Time Stamping（タイムスタンプ）]と[Critical extension（重要な拡張機能です）]が

[Description of Application Policies（アプリケーションポリシーの説明）]にリストさ

れます。 
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Figure 6-28 アプリケーションポリシーの説明 

 

キー使用法の編集： 

[Key usage(キー使用法)]を選択し、[Edit(編集)]をクリックします。[Signature is 

proof of origin (nonrepudiation)(署名は発行元の証明である（非否認）)]オプショ

ンを有効にします。 

[Allow key exchange without key encryption (key agreement)(キー暗号化をしな

いキー交換を許可する(キーの承諾))]を選択します。 

[OK]をクリックします。 
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Figure 6-29 キー使用法の編集 

 

以下が、[Description of Key Usage(キー使用法の説明)]にリストされます。 

Figure 6-30 キー使用法の説明 

 

 [Security(セキュリティ)]タブで[Authenticated Users]を選択し、[Enroll(登録)]を



 

 

 

 

  Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS 

管理者ガイド 

Rev. 1.0 

 216 / 577 

[Allow(許可)]に設定します。 

Figure 6-31 テンプレートのアクセス許可設定 

 

e. [Apply(適用)]をクリックして[OK]をクリックします。新しい TSA テンプレートがテンプレ

ートのリストに表示されます。 
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Figure 6-32 新しい TSA テンプレートの表示 

 

f. このウィンドウを閉じて Certification Authority（証明機関管理ツール）メイン画面に戻

り、[Certificate Templates(証明書テンプレート)]フォルダを選択します。 
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Figure 6-33 証明書テンプレート 

 

リストの下を右クリックして、[New(新規作成)]>[ Certificate Template to Issue(発行す

る証明書テンプレート)]を選択します。 
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Figure 6-34 発行する証明書テンプレート 

 

[Enable Certificate Templates(証明書テンプレートの選択)]ウィンドウが表示されます。 

Figure 6-35 証明書テンプレートの選択 

 

g. TSA 証明書テンプレートを選んで[OK]をクリックします。ウィンドウが閉じます。 

h. コマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行します。 

certreq -submit -attrib "CertificateTemplate:TSA" <CSR> 

<CSR>は以前（手順 2.）に作成した CSR ファイルのフルパスに置き換えてください。 
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i. [Certification Authority List(証明機関の一覧)]が表示されます。CA を選択します。

[OK]をクリックします。 

j. [Save Certificate(証明書の保存)]ウィンドウが表示されます。ファイル名と保存先フォ

ルダを指定して保存します。 

証明書は指定されたフォルダに生成されます。 

4. SPS で、[Basic Settings]>[Management]>[SSL certificate]に移動します。 

5. [TSA X.509 certificate]の をクリックし、前の手順で生成された証明書を選択して

[Upload]をクリックします。 

6. [TSA private key]の をクリックし、前の手順で生成されたキーを選んで[Upload]をクリック

します。 

 注釈： 

SPS の他の証明書に使用されているルート CA（[Basic Settings]>[Management]>[SS

L certificate]の[CA X.509 certificate]フィールド）が TSA 証明書の署名に使用され

た CA と異なっている場合、警告が表示されます。このシナリオの場合はワーニングを

無視してください。 

7 一般的な接続設定 

接続は、特定のクライアントからサーバーにアクセスできるかどうかを決定します。接続の定義に

使用されるポリシーは、ユーザー名、時間、認証方式などに基づいてコネクションの有効性を制限

できます。チャネルポリシー（「7.5 チャネルポリシーの作成と変更」を参照してください）は、既に確

立された接続内で特定のチャンネルが使用可能か決定します。チャネルポリシーで使用されるポ

リシーはサーバーおよびクライアントの IP アドレス、ユーザー名などに基づいてチャネルの有効性

を制限できます。接続で利用可能なポリシーの種類は接続で有効になるプロトコル（SSH、RDP な

ど）に依存します。 

SPS は、接続ポリシーと接続要求のパラメーターを 1 つずつ比較します。比較は接続ポリシーリス

トの最初のポリシーから開始されます。接続要求と完全に一致した最初の接続ポリシーが接続に

適用されます。 

このセクションでは接続を設定する方法と、SPS が制御できるすべての接続の種類（HTTP、ICA、

RDP、SSH、Telnet および VNC。詳細については、「2.6 サポートプロトコルとクライアントアプリケ

ーション」を参照してください。）に適用される一般的な設定オプションとポリシーの詳細について
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説明します。 

プロトコル固有の設定オプションについては、それぞれのセクションで説明しています。「8 HTTP

固有の設定」、「9 ICA 固有の設定」、「10 RDP 固有の設定」、「11 SSH 固有の設定」、「12 Telnet

固有の設定」、および「14 VNC 固有の設定」をそれぞれ参照してください。 

7.1 接続設定 

接続を設定するには、以下の手順を実行します。 

 注釈： 

HTTP または SSH 接続を設定する時は、SPS の管理者またはユーザーログイン用に設定さ

れた IP アドレスを使用するのは避けてください。 

手順： 

1. メインメニューから接続の種類を選択します。 

 HTTP 接続を設定するには、[HTTP Control]>[Connections]を選択します。 

 ICA 接続を設定するには、[ICA Control]>[Connections]を選択します。 

 リモートデスクトップ接続を設定するには、[RDP Control]>[Connections]を選択します。 

 Secure Shell 接続を設定するには、[SSH Control]>[Connections]を選択します。 

 Telnet 接続を設定するには、[Telnet Control]>[Connections]を選択します。 

 VNC 接続を設定するには、[VNC Control]>[Connections]を選択します。 

2. 新しい接続を定義するには をクリックし、接続を識別する名前（例、admin_mainserver）を

入力します。 

 注釈： 

接続に関する情報が与えられている、わかりやすい名前を使用することを推奨しま

す。例えば、アクセス可能なサーバーの名前、許可されたユーザーの名前などを参考

にしてください。 
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Figure 7-1 <Protocol name> Control > Connections — 接続設定 

 

3. [From]フィールドに、サーバーへのアクセスが許可されたクライアントの IP アドレスを入力
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します。クライアントを追加するには をクリックします。 

IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。IP 範囲を指定したアドレスに制限するには、プ

レフィックスを 32(IPv4)、あるいは 128(IPv6)に設定します。 

IP アドレスの代わりにホスト名を入力することもできます。SPS は自動的にホスト名を IP ア

ドレスに解決します。以下の制限に注意してください。 

 SPS はホスト名の解決に[Basic Settings]>[Network]>[Naming]>[Primary DNS server]

および[Secondary DNS server]フィールドで設定されたドメインネームサーバーを使用

します。 

 IPv4 アドレスのみサポートされます。 

 ドメインネームサーバーが複数の IP アドレスを返してきた場合、SPS はリストからラン

ダムに選択します。 

4. [To]フィールドに、クライアントが要求する IP アドレスを入力します。 

IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。IP 範囲を指定したアドレスに制限するには、プ

レフィックスを 32(IPv4)、あるいは 128(IPv6)に設定します。 

IP アドレスの代わりにホスト名を入力することもできます。SPS は自動的にホスト名を IP ア

ドレスに解決します。以下の制限に注意してください。 

 SPS はホスト名の解決に[Basic Settings]>[Network]>[Naming]>[Primary DNS server]

と[Secondary DNS server]フィールドで設定されたドメインネームサーバーを使用しま

す。 

 IPv4 アドレスのみサポートされます。 

 ドメインネームサーバーが複数の IP アドレスを返してきた場合、SPS はリストからラン

ダムに選択します。 

 ノントランスペアレントモードでは、SPS の論理インターフェースの IP アドレスを入力し

ます。 

詳細については、「4.3.2 論理インターフェースの管理」を参照してください。 

 トランスペアレントモードでは、保護されたサーバーの IP アドレスを入力します。 

追加の IP アドレスを追加するには をクリックします。 

5. クライアントがプロトコルで使用されるデフォルトのポートの代わりに、カスタムポートを使
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用してサーバーを指定する場合は、[Port]フィールドにクライアントが要求するポート番号

を入力します。ポート番号を追加するには をクリックします。 

 注釈： 

SPS は、接続ポリシーごとに最大で 15 個の一意なポートを処理できます。15 ポートを

越えるカスタムポートを指定する場合は、追加で接続ポリシーを作成してください。 

6. ノントランスペアレントモードでは、[Target]フィールドにターゲットサーバーの IP アドレスと

ポート番号を入力します。SPS は、全てのクライアント側接続の着信をこのサーバーに接

続します。ノントランスペアレントモードで接続を構成する詳細については、「21.2 ノントラン

スペアレントモードでの接続の構成」を参照してください。 

Figure 7-2 <Protocol name> Control > Connections — ノントランスペアレントモード接続設定 

 

7. 必要に応じて、ネットワークアドレス変換、チャネルポリシー、ゲートウェイ認証、各種ポリ

シー、または他の設定のような高度な設定を設定します。 

8. をクリックして接続を保存します。 

 注釈： 

一時的に接続を無効にするには、接続名の左側のチェックボックスのチェックを解除し

ます。 

9. 必要に応じて、接続ポリシーのリストを並べ替えます。 と ボタンをクリックすることで接

続ポリシーを移動できます。 

SPS は、接続ポリシーと接続要求のパラメーターを 1 つずつ比較します。比較は接続ポリ

シーリストの最初のポリシーから開始されます。接続要求と完全に一致した最初の接続ポ

リシーが接続に適用されます。 
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10. 環境とニーズに応じて、接続について、さらに設定する必要がある場合は以下を参照して

ください。 

 接続の宛先または送信元アドレスを変更するには、「7.2 宛先アドレスの変更」および

「7.4 送信元アドレスの変更」を参照してください。 

 接続の監査証跡とインデックスの為に、[Backup Policy]と[Archiving Policy]を選択し

ます。 

バックアップおよびアーカイブポリシーを作成する方法の詳細については、「4.7 データ

とコンフィグレーションのバックアップ」および「4.8 アーカイブとクリーンアップ」を参照し

てください。 

証跡をインデックス付けしている場合は、インデックス自身もアーカイブされます。 

[Indexer service]を使用する場合：[Backup & Archive/Cleanup]>[Archive/Cleanup 

policies]>[Retention time in days]が 30 日以上に設定されている場合を除き、30 日

毎にインデックスはアーカイブされます。例えば、[Retention time in days]が 60 日の

場合、インデックスは 60 日毎にアーカイブされます。アーカイブされたインデックスの

内容はアーカイブ日の X 日前に利用可能な内容です。ここで X は[Retention time in

 days]フィールドの数字です。 

 注意： 

データ損失の危機！ 

アーカイブ以外にもデータのバックアップ（詳細については、「4.7 データとコンフィ

グレーションのバックアップ」を参照してください）も確実に行ってください。システ

ムクラッシュが発生した場合、インデックスは最短で 30 日毎にアーカイブされるだ

けなので、30 日分のインデックスが失われます。（30 日未満のインデックスデー

タは SPS のローカルに保存されています。） 

 

 注釈： 

接続に設定されたバックアップとアーカイブポリシーは、接続の監査証跡とインデ

ックスのみに動作します。[Search]ページに表示される接続に関する一般的なデ

ータは、SPS のシステムバックアップの一部としてバックアップされます。 

 監査証跡をタイムスタンプ、暗号化、あるいは署名する場合は、必要に応じて[Audit 

Policy]を設定します。詳細については、「7.10 監査ポリシー」を参照してください。 

 注意： 

RDP 接続では、クライアントが Windows ログイン画面を使用してサーバーで認証
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した場合、クライアントのパスワードは監査証跡に表示されます。監査証跡の再

生時にパスワードが表示されるのを防ぐには、ダウンストリームトラフィックとは別

の証明書を使用して監査証跡内のアップストリームトラフィックを暗号化すること

を推奨します。詳細については、「7.10.1 監査証跡の暗号化」を参照してください。 

 ターゲットサーバー上だけでなく、SPS 上でもユーザー自身に認証を要求するには、

「17.2 ゲートウェイ認証設定」を参照してください。 

 監査人がリアルタイムに接続を監視することを可能にする、4-eyes 認証を接続に要

求するには、「17.3 4-eyes 認証設定」を参照してください。 

 特定の接続とシナリオ（例えば、SSH 認証、ゲートウェイ認証、ネットワークレベル

(NLA)認証の接続）の場合に、SPS は LDAP データベースへユーザー認証、あるいは

ユーザーのグループメンバーシップを検索できます。これらの機能を使用するには

[LDAP Server]を選択します。詳細にいては、「7.9 LDAP サーバーへのユーザー認証」

を参照してください。 

 注釈： 

特定の接続ポリシーにアクセスできるユーザーグループを表示するには、接続ポ

リシーを開いて、接続ページで[Show connection permissions]>[Show]を選択しま

す。 

 1 分間に 1 つのクライアント IP アドレスから要求される、新しい接続要求の数を制限

するには、[Connection rate limit]フィールドに許可される接続の最大数を入力します。 

 注釈： 

プロトコル固有の設定オプションについては、それぞれのセクションで説明していま

す。「8 HTTP 固有の設定」、「9 ICA 固有の設定」、「10 RDP 固有の設定」、「11 SSH 固

有の設定」、「12 Telnet 固有の設定」、および「14 VNC 固有の設定」を参照してくださ

い。 

11. クライアントとサーバーがサポートしている場合には、強力な暗号化を使用するように接続

を設定します。 

 HTTP 接続では、「8.3.3 HTTP の SSL 暗号の有効化」を参照してください。 

 Citrix ICA 接続では次のシナリオを使用します。「9.4 Citrix 環境での SPS のデプロイ

メントシナリオ」の「クライアント－ブローカー－オリジナルセキュアゲートウェイ－

Secure Ticket Authority（STA）－SPS－サーバー」。 

 RDP 接続では、「10.4 SSL 暗号化した RDP 接続の使用」を参照してください。 
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 SSH 接続では、「11.5 プロトコルレベルの SSH 設定の作成と変更」を参照してください。 

 Telnet 接続では、「12.1 Telnet 接続での TLS 暗号化の有効」を参照してください。 

 VNC 接続では、「14.1 VNC 接続での TLS 暗号化の有効」を参照してください。 

12. グラフィカル接続では、最適なパフォーマンスを得るためにサーバーの設定を変更します。 

 グラフィカルプロトコルで適切なパフォーマンスとテキスト認識を得るためには、サー

バーでアンチエイリアスを無効にします。RDP、VNC および X11 接続の監査証跡でア

ンチエイリアスされたテキストは Audit Player の OCR エンジンで認識されません。イン

デクササービスはアンチエイリアスされたテキストを認識しますが、その精度はアンチ

エイリアス設定に依存します。これらの接続の証跡に正確にインデックス付けするた

めにはアンチエイリアスを無効にします。Windows Vista 以降ではデフォルトでアンチ

エイリアスは有効になっています。アンチエイリアスはフォントスムージングとも呼ばれ

ています。Clear Type は Microsoft Windows で使用されているアンチエイリアス技術

で、適切なパフォーマンスのために無効にする必要があります。 

 RDP 接続を処理する時、SPS は接続からユーザー名の抽出を試みます。ユーザー名

が記録された場合にのみ、ユーザーがターゲットサーバーにアクセスできるようにす

るには、「10.9 RDP 接続でのユーザー名」を参照してください。 

7.2 宛先アドレスの変更 

宛先アドレスは、クライアントが最終的に接続するサーバーのアドレスです。接続の宛先アドレス

を変更するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. 接続を設定している[Connections]に移動し、 をクリックして接続の詳細を表示します。 
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Figure 7-3 <Protocol name> Control > Connections — 接続設定 

 

2. [Target]セクションでは、SPS のサーバー側のネットワークアドレス変換（NAT）を設定する

ことができます。宛先 NAT はサーバー側接続のターゲット IP アドレスを決定します。必要

に応じて宛先アドレスを設定します。以下のオプションが利用可能です。 

 注意： 

SPS に所属している IP アドレスにトラフィックを転送することはできません。 

 Use the original target address of the client：クライアントがターゲットとする IP ア

ドレスに接続します。これはトランスペアレントモードでデフォルトの動作です。このオ

プションはノントランスペアレントモードでは使用できません。HTTP 接続では、[Act as

 HTTP proxy]オプションが無効の時のみ、[Use the original target address of the

 client]オプションを使用できます。 

 NAT destination address：ターゲットアドレスにネットワークアドレス変換を実行します。

IP アドレス/プレフィックス形式でターゲットアドレスを入力します。 

IP アドレスの代わりにホスト名を入力することもできます。SPS は自動的にホスト名を

IP アドレスに解決します。以下の制限に注意してください。 

 SPS はホスト名の解決に[Basic Settings]>[Network]>[Naming]>[Primary DNS 

server]および[Secondary DNS server]フィールドで設定されたドメインネームサ

ーバーを使用します。 

 IPv4 アドレスのみサポートされます。 
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 ドメインネームサーバーが複数の IP アドレスを返してきた場合、SPS はリストか

らランダムに選択します。 

 Use fix address：サーバーの IP アドレスとポート番号を入力します。この接続は常にこ

のアドレスに接続し、クライアントをサーバーに転送します。 

IP アドレスの代わりにホスト名を入力することもできます。SPS は自動的にホスト名を

IP アドレスに解決します。以下の制限に注意してください。 

 SPS はホスト名の解決に[Basic Settings]>[Network]>[Naming]>[Primary DNS 

server]および[Secondary DNS server]フィールドで設定されたドメインネームサ

ーバーを使用します。 

 IPv4 アドレスのみサポートされます。 

 ドメインネームサーバーが複数の IP アドレスを返してきた場合、SPS はリストか

らランダムに選択します。 

 Inband destination selection：ユーザー名からサーバーのアドレスを抽出します。

HTTP 接続では、[Act as HTTP proxy]オプションが有効な時のみ、[Inband destination 

selection]を使用できます。詳細については、「7.3 インバンド宛先選択設定」を参照し

てください。 

3. をクリックします。 

7.3 インバンド宛先選択設定 

インバンド宛先選択を使用すると、1 つの接続ポリシーを作成して、ユーザー名にターゲットサー

バーの名前を含める（例、ssh username@targetserver@sps_address または username%@targe

tserver%sps_address）ことで、ユーザーは任意のサーバーにアクセスすることができます。ユー

ザー名からサーバーのアドレスを抽出する接続ポリシーを設定するには、以下の手順を実行しま

す。 

前提条件： 

 インバンド宛先選択は、TN3270、TN5250、および VNC では利用できません。 

 HTTP 接続でインバンド宛先選択を使用するには、[Act as HTTP proxy]オプションを有効

にする必要があります。詳細については、「8.3.2 SPS を HTTP プロキシとして動作させる」

を参照してください。 
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 RDP 接続でインバンド宛先選択を使用するには、SPS をリモートデスクトップゲートウェイ

（または RD ゲートウェイ）として使用することを推奨します。詳細については、「10.6 リモー

トデスクトップゲートウェイとしての SPS の使用」を参照してください。 

 SPS をリモートデスクトップゲートウェイ（または RD ゲートウェイ）として使用しないで、RDP

接続でインバンド宛先選択を使用するには、SSL 暗号化 RDP 接続を使用する必要があり

ます。詳細については、「10.4 SSL 暗号化した RDP 接続の使用」を参照してください。 

 SSH 接続でインバンド宛先選択を使用するようにクライアントを設定する方法の詳細につ

いては、「21.3 SSH 接続でのインバンド宛先選択の使用」を参照してください。 

 Telnet 接続でインバンド宛先選択を使用するようにクライアントを設定する方法の詳細に

ついては、「12.5 Telnet 接続でのインバンド宛先選択」を参照してください。 

手順： 

1. 変更する接続ポリシーに移動します。例、[SSH Control]>[Connections]。 

2. [Inband destination selection]を選択します。 

Figure 7-4 <Protocol name> Control > Connections — インバンド宛先設定 

 

3. オプション手順：[DNS Server]フィールドにターゲットサーバーのアドレスを解決するのに使

用されるドメインネームサーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 
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[DNS Server]フィールドに設定しない場合は、SPS は、この接続でホスト名を解決するのに

（[Basic Settings]>[Networking]ページで設定した）グローバル DNS サーバーを使用します。 

4. オプション手順：ドメイン名と CNAME レコードの設定。 

サーバーのアドレス指定で、クライアントがドメイン名を含まない（例、username@server.e

xample.com の代わりに username@server、または RDP 接続で username%server を使用

する）場合、SPS は自動的にドメイン情報（例、example.com）を付加できます。[Append Do

doma]フィールドに付加するドメイン名を入力します。 

SPS は CNAME レコードも解決することができます。 

ドメイン名をさらに入力（例、サブネットへの接続）するには をクリックします。[Append d

omain]フィールドにドメイン名が追加されている場合、SPS はリストの中でターゲットを解決

できる最初のドメイン名を付加します。 

5. [Targets]フィールドに、ユーザーがアクセスすることが許可されているサーバーのアドレス

を入力します。以下のポイントに注意してください。 

 IP アドレス/プレフィックス形式（例、192.168.2.16/32 あるいは 10.10.0.0/16）を使

用します。あるいは、サーバーの FQDN を使用できます。任意のサーバーにアクセス

を許可するには、“*”を入力します。 

 FQDN では、“*”および“?”のワイルドカード文字を使用できます。 

 警告： 

サーバーのホスト名のみがリストされていて、クライアントが IP アドレスを使用し

てサーバーをターゲットにした場合、SPS は接続を拒否します。 

 クライアントが IP アドレスを使用してサーバーをターゲットにする場合は[Targets]>[D

omain]リストにサーバーの IP アドレスを含めます。SPS はホスト名を IP アドレスに解

決しますが、IP アドレスをホスト名に逆引きしないからです。 

 ク ラ イ ア ン ト が ホ ス ト 名 を 使 用 し て サ ー バ ー を タ ー ゲ ッ ト に す る 場 合 は

[Targets]>[Domain]リストに“<クライアントが要求するホスト名>+<付加するドメイン名>”

形式で含めるか、あるいは、“<クライアントが要求するホスト名>+<付加するドメイン名

>”ホストの IP アドレスを含めます。 

 Example 7.1 ホスト名とインバンド宛先選択 

例えば、[Append domain]に example.com を設定し、クライアントが username%servername の要

求を使用する場合、[Targets]>[Domain]リストに servername.example.comホストまたはそ
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の IPアドレスを含める必要があります。 

6. クライアントがサーバーの特定のポートのみにアクセスさせる場合は[Port]フィールドにポ

ート番号を入力します。[Port]が未入力の場合、クライアントはサーバーの任意のポートに

アクセスできます。 

7. ユーザーがインバンド宛先選択を使用してターゲットにできないサーバーが存在する場合

には、[Exceptions]フィールドにそれらのサーバーを追加します。 

8. SPS をリモートデスクトップゲートウェイ（または RD ゲートウェイ）として使用しないで、RDP

接続でインバンド宛先選択を使用するには、SSL 暗号化 RDP 接続を使用する必要があり

ます。詳細については、「10.4 SSL 暗号化した RDP 接続の使用」を参照してください。 

9. をクリックします。 

期待される結果： 

接続ポリシーはプロトコル情報から宛先サーバーのアドレスを抽出します。 

 注釈： 

非標準ポートまたはゲートウェイ認証が使用されるシナリオを含む、SSH 接続の確立

にインバンド宛先選択を使用する例については「21.3 SSH 接続でのインバンド宛先選

択の使用」を参照してください。 

7.4 送信元アドレスの変更 

送信元アドレスは、SPS がサーバーに接続するために使用するアドレスです。サーバーは、この

アドレスを接続の送信元アドレスとして認識します。接続の送信元アドレスを変更するには、以下

の手順を実行します。 

手順： 

1. 接続を設定している[Connections]に移動し、 をクリックして接続の詳細を表示します。 
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Figure 7-5 <Protocol name> Control > Connections — 接続設定 

 

2. [SNAT]セクションで、SPS のサーバー側の送信元ネットワークアドレス変換(SNAT)を設定

することができます。SNAT は SPS がサーバー側接続で使用する IP アドレスを決定します。

ターゲットサーバーは、このアドレスから接続が到着したと認識します。以下のオプション

が利用可能です。 

 Use the IP address of an SPS logical interface：サーバー側接続は SPS の論理ネット

ワークアドレスを基にします。これは接続のデフォルトの動作です。 

 Use the original IP address of the client：サーバー側接続はクライアントの IP アドレス

を基にします。 

 Use fix address：サーバー側接続の送信元アドレスとして使用される IP アドレスを入

力します。 

IP アドレスの代わりにホスト名を入力することもできます。SPS は自動的にホスト名を

IP アドレスに解決します。以下の制限に注意してください。 

 SPS はホスト名の解決に[Basic Settings]>[Network]>[Naming]>[Primary DNS 

server]および[Secondary DNS server]フィールドで設定されたドメインネームサ

ーバーを使用します。 

 IPv4 アドレスのみサポートされます。 

 ドメインネームサーバーが複数の IP アドレスを返してきた場合、SPS はリストか

らランダムに選択します。 
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 注意： 

[Use fix address]を使用する時は、ルーターと他のネットワークデバイスを正しく

設定することを忘れないでください。サーバーからこのアドレスに送信されたメッ

セージは、SPS に到着する必要があります。 

3. をクリックします。 

7.5 チャネルポリシーの作成と変更 

チャネルポリシーは、接続で使用することができるチャネル（例、SSH では terminal session や SCP、

または RDP では Drawing や Clipboard）をリストし、チャネルを監査するかどうかも決定します。チ

ャネルポリシーは、クライアントまたはサーバーの IP アドレス、ユーザーリスト、ユーザーグループ、

あるいはタイムポリシーに基づいて各チャネルへのアクセスを制限することもできます。例えば、

すべてのクライアントが、SSH ターミナル経由で、接続で定義されたサーバーにアクセスできます

が、チャネルポリシーで 1 つのクライアントにのみ SCP アクセスを制限することができます。チャネ

ルポリシーで設定されたポリシーは、ユーザーが接続で特定のチャネルタイプを開こうとした時に

チェックされます。 
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Figure 7-6 <Protocol name> Control > Channel Policies — チャネルポリシー設定 

 

新しいチャネルポリシーの作成、または既存のポリシーを変更するには、以下の手順を実行しま

す。 

手順： 

1. チャネルポリシーはすべてのプロトコルで個別に設定されます。各プロトコルの[Channel 

Policies]ページ(例、[SSH Control]>[Channel Policies])に移動し、 をクリックして新しいチ

ャネルポリシーを作成します。ポリシーの名前を入力します（例、shell_and_backup）。 

2. をクリックして新しいチャネルを追加します。 

3. [Type]フィールドから接続で有効にするチャネルを選択します。以下の手順で設定された

すべての制限は、このチャネルタイプで有効になります。利用可能なチャネルは各プロトコ

ルで異なります。詳細については、以下のセクションを参照してください。 

 HTTP プロトコルには、特別な設定オプションがないチャネルタイプが 1 つしかありま

せん。 

 ICA (Independent Computing Architecture)プロトコルについては、「9.2 サポートしてい
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る ICA チャネルタイプ」を参照してください。 

 リモートデスクトッププロトコルについては、「10.1 サポートしている RDP チャネルタイ

プ」を参照してください。 

 Secure Shell プロトコルについては、「11.2 サポートしている SSH チャネルタイプ」を参

照してください。 

 Telnet プロトコルには、特別な設定オプションがないチャネルタイプが 1 つしかありま

せん。 

 VNC プロトコルには、特別な設定オプションがないチャネルタイプが 1 つしかありませ

ん。 

4. 特定のクライアントにのみチャネルの利用を制限するには、[From]フィールドの をクリッ

クして、このチャネルタイプの使用が許可されるクライアントの IP アドレスを入力します。必

要なすべてのクライアント IP について、この手順を繰り返します。 

IP アドレスの代わりにホスト名を入力することもできます。SPS は自動的にホスト名を IP ア

ドレスに解決します。以下の制限に注意してください。 

 SPS はホスト名の解決に[Basic Settings]>[Network]>[Naming]>[Primary DNS server]

および[Secondary DNS server]フィールドで設定されたドメインネームサーバーを使用

します。 

 IPv4 アドレスのみサポートされます。 

 ドメインネームサーバーが複数の IP アドレスを返してきた場合、SPS はリストからラン

ダムに選択します。 

5. 特定のサーバーにのみチャネルの利用を制限するには、[Target]フィールドの をクリッ

クして、このチャネルタイプの使用が許可されるサーバーの IP アドレスを入力します。必要

なすべてのサーバーIP について、この手順を繰り返します。 

 注釈： 

クライアントによってアドレス指定されたものとは異なる可能性があります。接続ポリシ

ーの[Target]フィールドに指定された、サーバーの実際の IP アドレスを使用します。 

IP アドレスの代わりにホスト名を入力することもできます。SPS は自動的にホスト名を IP ア

ドレスに解決します。以下の制限に注意してください。 

 SPS はホスト名の解決に[Basic Settings]>[Network]>[Naming]>[Primary DNS server]
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および[Secondary DNS server]フィールドで設定されたドメインネームサーバーを使用

します。 

 IPv4 アドレスのみサポートされます。 

 ドメインネームサーバーが複数の IP アドレスを返してきた場合、SPS はリストからラン

ダムに選択します。 

6. 特定のユーザーにのみチャネルの利用を制限するには、[Remote Group]フィールドの

をクリックして、このチャネルタイプの使用が許可されるユーザーグループ名を入力します。

必要なすべてのグループについて、この手順を繰り返します。 

ゲートウェイ認証を使用した時にチャネルの利用を制限するには、[Gateway Group]フィー

ルドの をクリックして、このチャネルタイプの使用が許可されるユーザーグループ名を入

力します。必要なすべてのグループについて、この手順を繰り返します。 

「7.8 ユーザーリストの作成と変更」または LDAP グループ（SPS から LDAP サーバーへの

アクセス法の詳細については、「7.9 LDAP サーバーへのユーザー認証」を参照してくださ

い）で定義されたローカルユーザーリストがリストされます。SPS の以下の動作に注意して

ください。 

 複数のグループがリストされている場合、いずれかのグループのメンバーがチャネル

にアクセスできます。 

 注釈： 

[Remote Group]セクションでホワイトリストとブラックリストの両方がリストされてい

て、ユーザー名が両方のリストに存在する場合は、ユーザーはチャネルにアクセ

スできます。 

 どのグループもリストされていない場合、誰でもチャネルにアクセスできます。 

 注釈： 

チャネルをオープンした時、リモートグループがまだわからない場合があります。

例えば、RDP または ICA のログイン画面の場合、ログイン画面を適切に表示す

るために、drawing チャネルが最初に開かれる必要があります。[Remote group]

フィールドを空欄にし、これらのチャネルルールのみを適用します。ネットワークレ

ベル認証の場合は、必要なすべての情報は既に存在しているので、この制限は

適用されません。 

 ローカルユーザーリストと LDAP グループが同じ名前で、このチャネルポリシーを使用

する接続に LDAP サーバーが設定されている場合、LDAP グループのメンバーとロー
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カルユーザーリストのメンバーはチャネルにアクセスできます。 

 注釈： 

ユーザーリストと LDAP サポートは、現在 SSH と RDP プロトコルのみに利用可能で

す。その他のプロトコルについては、「17.2 ゲートウェイ認証設定」を参照してくださ

い。 

7. チャネルの利用時間を制限するにはタイムポリシーを選択します。チャネルポリシーのタイ

ムポリシーが 7X24 に設定されている場合、チャネルは常に利用可能です。詳細について

は、「7.7 タイムポリシー設定」を参照してください。 

8. いくつかのチャネルタイプで追加のパラメーターが必要になります。例えば、SSH のポート

フォワーディングでは送信元と宛先マシンの IP アドレスとポートが必要です。[Details]フィ

ールドの をクリックし、必要なパラメーターを入力します。異なるチャネルによって使用さ

れるパラメーターについては、「11.2 サポートしている SSH チャネルタイプ」および「10.1 サ

ポートしている RDP チャネルタイプ」を参照してください。 

9. 監査証跡にチャネルのアクティビティを記録するには[Audit]オプションを選択します。一般

的に大きなファイル転送（例、システムバックアップ、SFTP チャネル）は監査しません。監

査証跡が非常に大きくなるためです。そのようなチャネルを監査する場合、SPS の利用可

能なハードディスクの空き容量を定期的にチェックしてください。詳細については、「4.6.3 デ

ィスクスペース飽和防止」および「4.6.4 システム関連トラップ」を参照してください。 

10. チャネルにアクセスするのに 4-eyes 認証を要求するには[4 eyes]オプションを選択します。

詳細については、「17.3 4-eyes 認証設定」を参照してください。 

11. ポリシーに他のチャネルを追加するには、手順 2 から 10 を繰り返します。 

 注釈： 

ルールの順序は重要です。最初に一致したルールが接続に適用されます。また、ポリ

シーを微調整するために同じチャネルタイプを複数追加することもできます。 

12. をクリックします。 

7.6 コンテンツポリシーによるリアルタイム接続監視 

リアルタイムで特定の接続のトラフィックを監視し、コマンドラインまたは画面に特定のパターン（例、

特定のコマンドやテキスト）が表示された場合、あるいはグラフィカルプロトコルで特定のタイトル

のウィンドウが表示された場合に、さまざまなアクションを実行することができます。コンテンツ監
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視はリアルタイムで実行されるため、SPS は危険なコマンドがサーバー上で実行されることを防ぐ

ことができます。SPS はクレジットカード番号も検出できます。検索するパターンは正規表現で定

義することができます。ICA、RDP および VNC 接続の場合、SPS はウィンドウタイトルを検出でき

ます。 

以下のアクションを実行することができます。 

 システムログにイベントを記録します。 

 接続を即時に終了します。 

 イベントに関する e-mail または SNMP アラートを送信します。 

 SPS の接続データベースにイベントを保存します。 

SPS は現在、SSH の session-shell 接続、Telnet 接続、RDP と Citrix ICA の Drawing チャネル、お

よび VNC 接続でコンテンツ監視をサポートしています。 

 注釈： 

コマンド、クレジットカードおよびウィンドウの検出アルゴリズムはヒューリスティックを使用して

います。特定の（稀な）状況の場合、設定されたコンテンツと一致しないことがあります。その

ような場合、弊社カスタマーポータルまでお問い合わせください。 

グラフィカルプロトコルのリアルタイムコンテンツ監視はアラビア語と CJK 言語（中国語、日本

語および韓国語）はサポートしていません。 

7.6.1 新しいコンテンツポリシーの作成 

接続で定義されたコンテンツが表示された時にアクションを実行する新しいコンテンツポリシーを

作成するには、以下の手順を実行します。 

 注釈： 

コンテンツポリシーを使用すると接続が大幅に（おおよそ 5 倍）遅くなり、インデックスサービス

を使用した時にはパフォーマンスの問題を引き起こす可能性もあります。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
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Figure 7-7 Policies > Content Policies — コンテンツポリシー 

 

手順： 

1. [Policies]>[Content Policies]に移動し、 をクリックしてポリシーの名前を入力します。 

2. 監視するイベントのタイプを選択します。 

 Commands：SSH 接続の session-shellチャネルまたは Telnet接続で実行された

コマンド。 

 注意： 

インデックス処理中、アップストリームトラフィックを暗号化するために別の証明書

を使用する場合は、コマンド検出は、インデクサが実行しているマシンがアップス

トリームキーにアクセスできる場合にのみ機能します。 

 Screen content：画面に表示されたすべてのテキスト。例えば、SSH または Telnet 接

続のターミナルに表示されたすべてのテキスト。これには実行されたコマンドも含まれ

ますが、ターミナルでエコーオフになっている場合は除きます。 

 Credit card：SSH または Telnet 接続で、画面に表示されたすべてのテキストを処理し

クレジットカード番号を検知します。SPS は、クレジットカード番号の検出数が[Max 

occurrence]に設定された数を超えた場合にアクションを実行します。 

クレジットカード番号検出は Luhn アルゴリズムと既存のクレジットカード番号のプレフ

ィックスリストに基づいています。 
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 Window title detection：RDP、Citrix ICA と VNC 接続の場合のウィンドウタイトルとして

表示されたテキスト。以下の点に注意してください。 

サポートされているテーマ： 

 96 と 120DPI の Windows Classic 

 96 と 120DPI の Windows 2012（metro） 

 96 と 120DPI の Windows7 ノーマル（aero 不可） 

 96 と 120DPI の Windows8（metro） 

制限： 

 Windows10 と Windows 2016 サーバーのテーマはサポートされていません。 

 Windows Aero テーマはサポートされていません。 

 右上に×（閉じる）のボタンが無い（または表示されない）ウィンドウは検出されま

せん。 

 シングルモニタを使用したセッションでウィンドウタイトル検出を使用してください。

この機能はマルチモニター環境でも機能しますが、非常に遅くなりますので推奨

しません。 

JSON 設定ファイルには、最も一般的な Windows カラースキームが含まれています。 

 

注意： 

何を行っているか確実にわからない限り、以下の設定を調整または変

更しないでください。設定を誤ると SPS のパフォーマンスが著しく低下し

ます。 

 特別なカラーを使用する場合、サーバーの“/opt/scb/etc/windo

w-title-default”を開き、RGB で配色を追加します。シングルカ

ラーの場合、"to":null を入力します。新しくカラーを追加した後

で、SPS を経由するすべてのトラフィックを一時的に無効にします。

[Basic Settings]>[System]>[Traffic control]に移動し、[All servic

es]フィールドで[Stop]をクリックします。コンソールメニューにアクセ

スするためローカル（または SSH を使用してリモート）に root で SP

S にログインします。[Shells]>[Core Shell]を選択して、systemctl 

restart zorp-core.service コマンドを実行します。 
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 ウィンドウタイトルの最小/最大の高さと最小幅は、"minheight"、"

maxheight"と"minwidth"によりピクセルで決定されます。 

 MOUSE ANALYSIS：このオプションは、グラフィカルプロトコル、および Blindspotter も

使用している場合にのみ選択してください。Blindspotter はアカウントの盗難に対して

保護するために生体認証方式としてマウスの動作パターンを解析できます。詳細につ

いては、弊社カスタマーポータルまでお問い合わせください。 

 KEYSTROKE ANALYSIS：このオプションは、ターミナルベースプロトコル、および

Blindspotter も使用している場合にのみ選択してください。Blindspotter はアカウントの

盗難に対して保護するために生体認証方式としてタイピングパターンを解析できます。

詳細については、弊社カスタマーポータルまでお問い合わせください。 

3. [Match]を選択し、 をクリックして文字列または正規表現を入力します。SPS は、[Ignore]

リストにリストされていない限り、この式が接続で見つかった場合にアクセションを実行しま

す。例えば、ユーザーが SSH 接続で“rm -rf *”実行した場合に接続を終了できます。必

要に応じて、式を追加するにはこの手順を繰り返します。 

 Perl 互換の正規表現(PCRE)を使用します。 

 次の文字はバックスラッシュを使用してエスケープする必要があります。' (シングルク

ォート)。例、.* ' の代わりに .*\ ' を使用します。 

 SPS はコンテンツ内の式を見つけるのに部分文字列検索を使用します。つまり、一致

する部分の前後にコンテンツがある場合にも SPS は式を検出します。例えば、パター

ン”conf”は次のテキストで一致します。conf、configure、reconfigure、arcconf など。 

 複雑な正規表現、あるいは多くの正規表現を使用すると SPS のパフォーマンスに影

響します。 

 複数の式が設定されている場合、SPS は順番に処理し、たとえ他の式がコンテンツと

一致しても、最初の一致が見つかった場合にプロセスを停止します。従って、複数の

式を使用する場合、最も具体的なものから始めて、後で一般的な式を追加します。 

 Example 7.2 コンテンツポリシーのサンプル 

以下のシンプルな正規表現は、コンテンツポリシーを使用して検出することができるイベントの種

類のサンプルです。 

 シスコデバイスの enable コマンド：ユーザーは特権モードになります。 

 シスコデバイスの conf term コマンド：ユーザーはデバイスのネットワークパラメータを設定

します。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
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 sudoと suコマンド：Linux と他の UNIX プラットフォームでユーザーは特権モードになります。 

4. Match ルールに例外を追加するには[Ignore] を使用します。[Ignore]ルールに式を追加す

るには、[Ignore]の をクリックして文字列または正規表現を入力します。この式が接続に

見つかった場合、SPS はどのアクションも実行しません。例えば、SSH 接続で/tmp ディレク

トリのみ削除することをユーザーに許可するには、rm -rf /tmp と入力します。必要に応じ

て、式を追加するにはこの手順を繰り返します。 

 Example 7.3 Ignore ルールを使用したコンテンツポリシーのサンプル 

以下の式は、select と help コマンドを除いて、MySQL で使用される任意の SQL コマンドのアクシ

ョンを実行するために使用することができます。 

 [Match]式に mysql>.*を入力。 

 [Ignore]式に次の 2 つを追加。mysql> select.* と mysql> help.* 

5. 実行するアクションを選択します。 

 Log：システムログにログメッセージを送信します。ログメッセージにはコンテンツに一

致した式が含まれます。ログレベル 6 では一致したコンテンツも含まれます。 

 Terminate：接続を即時に終了します。[Command]イベントタイプで[Terminate]アクショ

ンを使用して、コマンドが式と一致した場合、コマンドが実行される前に接続は終了さ

れます。[Terminate]アクションを使用する場合、以下のポイントに注意してください。 

 なぜ接続が終了されたかを簡単に発見できるように[Log]または[Notify]アクショ

ンも選択します。 

 コネクションポリシーによって接続が終了された場合、接続の [Verdict]は

“ACCEPT-TERMINATED”になります。 

 Notify：イベントに関する e-mail または SNMP アラートを送信します。アラートを設定す

るには、[Basic Settings]>[Alerting & Monitoring]に移動し、[Real time audit event 

detected](scbAuditRealTime)イベントで必要なアラートを設定します。 

 Store in connection database：SPS の接続データベースにイベントを追加します。これ

らのイベントは[Search]>[Search]ページの[Alerts]列に表示されます。列が表示され

ていな場合は[Customize columns...]をクリックします。 

6. 特定のグループに属しているユーザーのみにコンテンツポリシーを適用するには、

[Gateway Group]または[Remote Group]で をクリックし必要に応じてユーザーグループ

を指定します。[Gateway Group]または[Remote Group]を設定した場合、コンテンツポリシ

ーはこれらのユーザーグループの接続のみに適用されます。 
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7. ポリシーに新しいルールを追加するには、 をクリックして手順 2 から 6 を繰り返します。 

ポリシーに 1 つ以上のルールがある場合、SPS は以下のように評価します。 

a. SPS は最初（トップ）のルールを評価します。 

b. [Gateway Group]または[Remote Group]の制限が含まれるルールの場合、SPS は現

在のユーザーが指定されたグループのいずれかに属しているかチェックします。どの

グループにも一致していない場合、SPS は、このルールをスキップします。 

c. コンテンツが[Ignore]リストのいずれかのエントリと一致した場合、SPS はこのルール

をスキップします。 

d. コンテンツが[Match]リストのいずれかのエントリと一致した場合、SPS はルールにセ

ッテされたアクションを実行します。それ以外は、SPS はルールをスキップします。 

e. 現在のルールがコンテンツと一致しない場合は、SPS はポリシーの次のルール（存在

する場合）を評価します。 

8. をクリックします。 

期待される結果： 

新しいコンテンツポリシーが作成されます。 

9. 前の手順で作成されたコンテンツポリシーを使用するには、接続を制御するのに使用され

るチャネルポリシーで、そのポリシーを選択します。 

 注意： 

コンテンツポリシーを使用するのに[Audit]を有効にする必要はありません。 

7.7 タイムポリシー設定 

タイムポリシーは、ユーザーが特定のチャネルにアクセスすることが許可されるタイムフレームを

決定します。デフォルトでは時間に基づいた制限はありません、すべてのチャネルは 7×24 で利

用可能です。タイムポリシーを作成、または既存のポリシーを変更するには以下の手順を実行し

ます。 
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Figure 7-8 Policies > Time Policies — タイムポリシー設定 

 

手順： 

1. [Policies]>[Time Policies]に移動して、 をクリックして新しいタイムポリシーを作成します。

ポリシーの名前を入力します（例、workhoursonly）。 

2. をクリックすると、週の曜日と許可された期間が表示されます。 

3. ユーザーが接続にアクセスすることが許可される、各曜日に期間を入力します。hh:mm 形

式を使用します（例、08:00 – 16:00）。 

4. 曜日に複数の期間を追加するには をクリックします。 

5. をクリックします。 

6. 前の手順で作成されたポリシーに基づいて、実際に接続またはチャネルにアクセスを制限

するには、以下の手順を実行します。 
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 チャネルポリシーの[Time Policy]フィールドに、このポリシーを選択します。 

 をクリックします。 

7.8 ユーザーリストの作成と変更 

ユーザーリストは、接続またはチャネルにアクセスできるユーザーを詳細に制御できるユーザー

名のホワイトリストまたはブラックリストです。新しいユーザーリストの作成、または既存のリストを

変更するには以下の手順を実行します。 

 注意： 

ユーザーリストは、サーバーにリモートでアクセスできるユーザーを決定するユーザー名のホ

ワイトリストまたはブラックリストです。しかしながら、サーバーにローカルターミナルでアクセス

できるユーザーを防ぐことはできません。 

Figure 7-9 Policies > User Lists — ユーザーリスト設定 

 

手順： 

1. [Policies]>[User Lists]に移動し、 をクリックして新しいユーザーリストを作成します。

[User List]フィールドにリスト名を入力します（例、serveradmins）。 

 注意： 

ユーザー名、ユーザーリスト名、およびユーザーグループ名は大文字/小文字を区別

します。 

2. をクリックしてユーザーリストを表示します。 

3. ユーザーリストのデフォルトポリシーを選択します。ホワイトリストには[Reject]を選択しま

す。つまり、リストのメンバーのみにアクセスを許可します。ブラックリストには[Accept]を選

択します。つまり、リストのメンバーを除くすべてのユーザーにアクセスを許可します。 
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4. をクリックし、表示されたフィールドにユーザー名を入力します。必要なユーザー名を入

力するまで、この手順を繰り返します。 

 注意： 

ユーザー名、ユーザーリスト名、およびユーザーグループ名は大文字/小文字を区別

します。 

5. をクリックして、リストを保存します。 

6. 前の手順で作成したユーザーリストに基づいて、実際にチャネルへのアクセスを制限する

には、次の手順を実行します。 

 制御する接続の種類の[Channel Policies]に移動し、 をクリックしてポリシーの詳細

を表示します。 

 ポリシーに新しいグループを追加するために、各[Group]セクションの をクリックして

グループの名前を入力します。他のグループを追加するには、この手順を繰り返しま

す。 

 注意： 

ユーザー名、ユーザーリスト名、およびユーザーグループ名は大文字/小文字を

区別します。 

 

 注釈： 

複数のグループがリストされている場合、リストされているグループのいずれか

のユーザーがチャネルにアクセスできます。 

[Group]セクションでホワイトリストとブラックリストの両方がリストされていて、ユー

ザー名が両方のリストに存在する場合は、ユーザーはチャネルにアクセスできま

す。 

 をクリックします。 

7.9 LDAPサーバーへのユーザー認証 

 注釈： 

この機能は、現在SSHおよびRDP接続のみ利用可能です。他のプロトコルについては、「17.2

ゲートウェイ認証設定」を参照してください。 

SPS は、LDAP データベースに対して制御された接続のユーザーを認証できます。LDAP データベ

ースへユーザー認証するには、以下の手順を実行します。 
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 注意： 

デフォルトでは、SPS は LDAP サーバーに問い合わせする時、ネストされたグループを使用し

ます。ネストされたグループは Microsoft Active Directory のユーザーを認証する時に最も有

益ですが、LDAP のツリーが非常に大きい場合、問い合わせが遅くなり接続がタイムアウトす

る可能性があります。その場合は、[Enable nested groups]オプションを無効にしてください。 

手順： 

1. [Policies]>[LDAP Servers]に移動し、 をクリックして新しい LDAP ポリシーを作成します。 

2. ポリシーの名前を入力します（例、ldapservers）。 

3.  

Figure 7-10 Policies > LDAP Servers — LDAP サーバーポリシー設定 
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a. [Server Address]フィールドに LDAP サーバーの IP アドレスまたはホスト名、およびポ

ート番号を入力します。SPS と LDAP サーバー間の通信を暗号化する場合、ポート番

号に、TLS では 636、STARTTLS では 389 を入力します。 

IPv4 アドレスを使用します。 

複数のサーバーを追加するには、 をクリックして次のサーバーのアドレスを入力し

ます。サーバーに到達不能の場合、SPS はフェールオーバーでリスト内の次のサー

バーへ接続を試みます。 

 警告： 

LDAP サーバーの接続に証明書認証で TSL 暗号化を使用する場合、[Server A

ddress]フィールドには完全なドメイン名（例、ldap.example.com）を使用してくださ

い。さもないと、証明書認証に失敗します。LDAP サーバーの名前は証明書のコ
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モンネームに表示されている必要があります。 

b. [Type]フィールドに LDAP サーバーのタイプをチェックします。Microsoft Active 

Directory サーバーに接続するには[Active Directory]、あるいは POSIX LDAP スキ

ームを使用してサーバーに接続するには[Posix]を選択します。 

c. [Base DN]フィールドに問い合わせベースに使用する DN（識別名）の名前を入力しま

す（例、DC=demodomain,DC=exampleinc）。 

d. [Bind DN]フィールドに SPS がデータベースにアクセスする前にバインドする必要のあ

る DN（識別名）の名前を入力します。 

例： 

CN=Administrator,CN=Users,DC=demodomain,DC=exampleinc 

 注釈： 

 SPS は win2000 以前のスタイルと Win2003 スタイル（ユーザープリンシパル

名）のアカウント名の両方を認証します。（例、administrator@example.co

m） 

 bind DN は CN を要求するため、sAMAccountName は使用しないでくださ

い。 

e. LDAP サーバーにバインドする時に使用するパスワードを設定または変更するには、

[Change]をクリックし、パスワードを入力します。[Update]をクリックして をク

リックします。 

 注意： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用

することができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | }  

4. ユーザー認証にパスワードを使用する場合は、この手順をスキップします。 

 公開鍵認証を使用し、LDAP データベースからユーザーの公開鍵を受け取る場合は

[Publickey attribute name]フィールドに、ユーザーの公開鍵を格納する LDAP 属性の

名前を入力します。LDAP 認証で公開鍵認証を使用する詳細については、「21.1 SPS

の公開鍵認証設定」を参照してください。 

 認証に X.509 証明書を使用し、LDAP データベースからユーザーの証明書を受け取る

場合は[Certificate attribute name]フィールドにユーザーの証明書を格納する LDAP

属性の名前を入力します。 
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5. ユーザー認証にパスワードを使用する場合は、この手順をスキップします。 

 公開鍵認証を使用し、SPS に、サーバー側の暗号キーをオンザフライで生成させて

LDAP サーバー上の別の属性にそれらを格納させるには [Generated publickey 

attribute name]フィールドに、その属性の名前を入力します。 

 証明書認証を使用し、SPS に、サーバー側の証明書をオンザフライで生成させて

LDAP サーバー上の別の属性にそれらを格納させるには [Generated certificate 

attribute name]フィールドに、その属性の名前を入力します。 

6. SPS と LDAP サーバー間の接続を暗号化させる場合は、[Encryption]で[TLS]または

[STARTTLS]を選択し、以下の手順を実行します。 

 注釈： 

Microsoft Active Directory への TLS 暗号化接続は Windows2003 以降のプラットフォ

ームのみサポートしています。Windows2000 サーバーではサポートしていません。 

 SPS にサーバー証明書を認証させる場合、[Only accept certificates authenticated 

by the specified CA certificate]にチェックして、[CA X.509 certificate]フィールドの

アイコンをクリックします。ポップアップウィンドウが表示されます。 

[参照]をクリックし、LDAP サーバーの証明書を発行した認証局(CA)の証明書を選択

して[Upload]をクリックします。あるいは、[Copy-paste]フィールドに証明書をペースト

して[Set]をクリックします。 

SPS はサーバーの証明書を認証するのに、この CA 証明書を使用します。認証に失

敗した場合、接続を拒否します。 

 警告： 

LDAP サーバーの接続に証明書認証で TLS 暗号化を使用する場合、[Server A

ddress]フィールドには、完全なドメイン名（例、ldap.example.com）を使用してくださ

い。さもないと、証明書認証に失敗します。LDAP サーバーの名前は証明書のコ

モンネームに表示されている必要があります。 

 LDAP サーバーが相互認証を必要とする場合、つまり、LDAP サーバーは SPS からの

証明書を要求します。[Authenticate as client]を有効にします。SPS の証明書を生成

して署名します。それから、[Client X.509 certificate]フィールドの アイコンをクリック

し、証明書をアップロードします。次に[Client key]フィールドの アイコンをクリックし、

証明書に対応した秘密鍵をアップロードします。 

2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します。 
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7. オプション手順：LDAP サーバーがカスタム POSIX LDAP スキームを使用する場合、どの

LDAP 属性にユーザー名を格納したか、あるいはグループメンバーシップを設定する属性

を設定する必要があります。例えば、LDAP スキームがユーザー名を格納するために uid

属性を使用しない場合、[Username (userid) attribute name]オプションを設定します。

[POSIX group membership attribute name]および[GroupOfUniqueNames membership]オプ

ションを使用して、グループメンバーシップ属性をカスタマイズすることができます。 

SPS は、検索されたユーザー名とグループ名を大文字と小文字を区別して処理することに

注意してください。 

8. 変更をコミットするには、 をクリックします。 

9. [Server certificate check]フィールド、あるいは接続に使用するキーを変更した場合は、次

の手順を実行します。 

 警告： 

この手順は SPS 経由で制御されているすべての接続を終了します。続行する前に保

護されたサーバーからクライアントを切断してください。 

新しい設定を有効にするには、[Basic Settings]>[System]>[Traffic control]>[All services]

セクションで[Restart]をクリックします。 

10. [Test]をクリックして接続をテストします。 

 注意： 

TLS および STARTTLS で暗号化された接続テストはサポートされていません。 

7.10 監査ポリシー 

監査証跡は管理者のアクティビティの記録を保管したファイルです。監査証跡はすべての接続で

自動的には作成されません。監査は、接続で使用されるチャネルポリシーに手動で有効にする必

要があります。利用可能なデフォルトのチャネルポリシーは、最も一般的なチャネルの監査を有効

にしています。監査証跡は自動的に圧縮され、暗号化、タイムスタンプおよび署名することもでき

ます。監査証跡は Safeguard Desktop Player アプリケーション（詳細については、「Safeguard 

Desktop Player ユーザーガイド」を参照してください。）を使用して、またはブラウザ（詳細について

は、「16.2 ブラウザでの監査証跡の再生」を参照してください。）で直接、再生することができます。 

 注釈： 

デフォルトでは、すべての接続は組込みの[default]監査ポリシーを使用します。カスタム監査
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ポリシーを使用しない限り、[default]監査ポリシーを変更すると、SPS を経由する接続のすべ

ての監査されたチャネルに影響します。 

 

 注意： 

RDP 接続では、クライアントが Windows ログイン画面を使用してサーバーで認証した場合、ク

ライアントのパスワードは監査証跡に表示されます。監査証跡の再生時にパスワードが表示

されるのを防ぐには、ダウンストリームトラフィックとは別の証明書を使用して監査証跡内のア

ップストリームトラフィックを暗号化することを推奨します。詳細については、「7.10.1 監査証跡

の暗号化」を参照してください。 

 監査証跡の暗号化設定する方法の詳細については、「7.10.1 監査証跡の暗号化」を参照し

てください。 

 タイムスタンプ設定する方法の詳細については、「7.10.2 組込みタイムスタンプサービスに

よる監査証跡のタイムスタンプ」と「7.10.3 外部タイムスタンプサービスによる監査証跡のタ

イムスタンプ」を参照してください。 

 監査証跡の署名設定する方法の詳細については、「7.10.4 監査証跡のデジタル署名」を参

照してください。 

7.10.1 監査証跡の暗号化 

監査証跡ファイルへの不正アクセスを防止するために、SPS は以下を暗号化できます。 

 証跡全体。 

 証跡全体、および追加の証明書によるアップストリーム部。 

 アップストリーム部のみ。 

アップストリームの暗号化では、パスワードはアップストリームトラフィックを暗号化するのに使用さ

れた証明書の秘密鍵でのみ表示されます。 

 注釈： 

アップストリームトラフィックが別の証明書で暗号化される場合でも、監査証跡ファイルは 1 セ

ッションにつき 1 つのみ作成されます。 

アップストリーム部の暗号化は以下の制限があります。 

 インデックス処理中、コマンド検出はアップストリームの暗号化キーなしでは機能しません。 
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 注釈： 

監査証跡のインデックス付けおよび再生のための証明書をアップロードする詳細については、

以下を参照してください。 

 インデクササービス用の証明書をアップロードするには、「15.1内部インデクサの設定」お

よび「15.2.6 外部インデクサへの暗号化キーのアップロード」を参照してください。 

 ユーザーのプライベートキーストア用の証明書をアップロードするには、「16.3 ブラウザで

の暗号化された監査証跡の再生」を参照してください。 

 Safeguard Desktop Player アプリケーションに証明書をアップロードするには、Safeguard 

Desktop Player ユーザーガイドの「5 暗号化された監査証跡の再生」を参照してくださ

い。 

監査証跡を暗号化するには、設定に応じて 1 つ以上の RSA キーを使用する PEM 形式の X.509

証明書がが必要です。 

 注釈： 

証明書は、コンテナおよび配信メカニズムとして使用されます。暗号化と復号ではキーのみが

使用されます。 

2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します。 

すべての鍵ペアまたは証明書は 1 つの目的のために使用してください。暗号化キーまたは証明書は再

利用しないでください。例えば、監査証跡の暗号化に SPS のウェブサーバーの証明書を使用したり、あ

るいはデータの署名と暗号化に同じ鍵ペアを使用したりしないでください。 

以下の暗号化オプションが利用可能です。 

 1 つの証明書での暗号化：これは最もシンプルなアプローチです。SPS は 1 つの証明書を使用

して監査証跡を暗号化します。証明書の秘密鍵をもつすべてのユーザーが監査証跡を再生で

きます。キーを紛失した場合、監査証跡を開く方法はありません。 

 複数の証明書で別々に暗号化：SPS は 2 つ以上の証明書を使用して別々に監査証跡を暗号

化します。暗号化した証明書のいずれかの秘密鍵を持つユーザーが監査証跡を再生できます。 

 2 つの証明書を連携して暗号化：SPS は 2 つの証明書（証明書ペア）を一緒に使用して監査証

跡を暗号化します。監査証跡を再生するには、両方の暗号化した証明書の秘密鍵が必要にな

ります。これは、監査における 4-eyes と呼べます。 

異なる暗号方式を組み合わせることができます。例えば、複数の証明書ペアで監査証跡を暗号化して、

証明書ペアの秘密鍵が有効な場合のみ証跡を再生することができます。これは、アップストリームトラ

フィックを暗号化する場合にも同様です。極端な場合、監査証跡を完全に再生するには 4 つの秘密鍵
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が必要になります。ノーマルトラフィックを開くのに 2 つと、アップストリームトラフィックを表示するための

2 つです。 

SPS 自身は、監査証跡の暗号化に使用される証明書を作成できないことに注意してください。 

 注釈： 

2 つの証明書が行内に表示されている場合、証明書ペアで監査証跡を再生するには両方の

秘密鍵が必要です。2 つの証明書が別の行に表示されている場合、監査証跡を再生するため

に秘密鍵の 1 つが必要です。複数の行に 2 つの証明書が含まれている場合、行のいずれか

にリストされている証明書の秘密鍵が必要になります。 

Figure 7-11 Policies > Audit Policies — 監査証跡の暗号化：証明書ペアで連携暗号 

 

監査ポリシーは、最大で 8 行の証明書ペアを持つことができます。 

手順： 

1. [Policies]>[Audit Policies]に移動して、接続で使用する監査ポリシーを選択します。 

 注釈： 

デフォルトでは、すべての接続は組込みの[default]監査ポリシーを使用します。カスタ

ム監査ポリシーを使用しない限り、[default]監査ポリシーを変更すると、SPS を経由す

る接続のすべての監査されたチャネルに影響します。 
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2. [Enable encryption]をチェックします。 

3. 証跡全体を暗号化するための証明書をアップロードするには、以下の手順を実行します。 

a. [Encryption cert (X.509 RSA) 4-eyes cert (X.509 RSA)]行下の をクリックします。 

b. 左の をクリックし、SPS に証明書をアップロードします。この証明書は監査証跡の暗

号化に使用されます。秘密鍵を含める必要はありません。 

 注釈： 

監査証跡を再生するには、Safeguard Desktop Player アプリケーションが実行中

のコンピューターに証明書の秘密鍵が必要です。 

c. オプション手順：他の証明書とで連携して監査証跡を暗号化するには、右の をクリッ

クし、SPS に証明書をアップロードします。両方の証明書の秘密鍵が監査証跡の再生

に必要とされることに注意してください。 

d. 追加の証明書で別々に監査証跡を暗号化するには、この手順を繰り返します。 

4. アップストリームトラフィックを暗号化するための証明書をアップロードするには、以下の手

順を実行します。 

a. [Encrypt upstream traffic with different certificates]をチェックします。 

b. [Encryption cert (X.509 RSA) 4-eyes cert (X.509 RSA)]行下の をクリックします。 

c. 左の をクリックし、SPS に証明書をアップロードします。この証明書は監査証跡の暗

号化に使用されます。秘密鍵を含める必要はありません。 

 注釈： 

監査証跡を再生するには、Safeguard Desktop Player アプリケーションが実行中

のコンピューターに証明書の秘密鍵が必要です。 

d. オプション手順：他の証明書とで連携して監査証跡を暗号化するには、右の をクリッ

クし、SPS に証明書をアップロードします。両方の証明書の秘密鍵が監査証跡の再生

に必要とされることに注意してください。 

e. 追加の証明書で別々に監査証跡を暗号化するには、この手順を繰り返します。 

5. をクリックします。 



 

 

 

 

  Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS 

管理者ガイド 

Rev. 1.0 

 257 / 577 

7.10.2 組込みタイムスタンプサービスによる監査証跡のタイムスタンプ 

SPS の組込みタイムスタンプサービスを使用して監査証跡にタイムスタンプを付加するには、以下

の手順を実行します。 

手順： 

1. タイムスタンプする間隔を設定します。設定する、各プロトコル（HTTP、ICA、RDP、SSH、

Telnet、および VNC）でこれらの手順を繰り返す必要があります。 

Figure 7-12 <Protocol name> Control > Global Options —ローカルタイムスタンプ設定 

 

a. 制御するプロトコルの設定の、[Global Options]>[Timestamping]に移動します（例、

[SSH Control]>[Global Options]>[Timestamping]）。 

b. [Local]をチェックします。 

 注釈： 

[Timestamping policy] フ ィ ー ル ド が 空 欄 で あ る こ と を 確 認 し て く だ さ い 。

[Timestamping policy]は[Timestamping]が[Remote]に設定されている場合にの

み関連します。 

c. [Signing interval]を設定します。10～100,000 秒の間で任意の値を選択できます。 
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 注釈： 

設定された同じ間隔がタイムスタンプと署名に適用されます。 

d. をクリックします。 

2. タイムスタンプを使用するには監査ポリシーを設定します。設定したい各監査ポリシーでこ

れらの手順を繰り返します。 

a. [Policies]>[Audit Policies]に移動し、接続に使用する監査ポリシーを選択します。 

 注釈： 

デフォルトでは、すべての接続は組込みの[default]監査ポリシーを使用します。

カスタム監査ポリシーを使用しない限り、[default]監査ポリシーを変更すると、

SPS を経由する接続のすべての監査されたチャネルに影響します。 

b. [Enable timestamping]オプションをチェックします。 

Figure 7-13 Policies > Audit Policies — 監査証跡のタイムスタンプ 

 

c. をクリックします。SPS は、この監査ポリシーを使用する、監査されるすべ

ての接続の監査証跡にタイムスタンプを自動的に付加します。 

 注釈： 

タイムスタンプに使用される証明書を変更する方法の詳細については、「6.8 SPS
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で使用する証明書の管理」を参照してください。 

7.10.3 外部タイムスタンプサービスによる監査証跡のタイムスタンプ 

リモートのタイムスタンプ局（TSA）からタイムスタンプを要求するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. リモート TSA とタイムスタンプ間隔を設定します。設定する、各プロトコル（HTTP、ICA、

RDP、SSH、Telnet、および VNC）でこれらの手順を繰り返す必要があります。 

Figure 7-14 <Protocol name> Control > Global Options — リモート TSA 設定 

 

a. 制御するプロトコルの設定の、[Global Options]>[Timestamping]に移動します（例、

[SSH Control]>[Global Options]>[Timestamping]）。 

b. [Remote]をチェックします。 
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c. [URL]フィールドにタイムスタンプサーバーのアドレスを入力します。現在、プレーンの

HTTP サービスのみサポートしています。パスワードで保護されたサービスおよび

HTTPS サービスはサポートしていません。 

d. タイムス タ ンプサーバ ーがタ イム スタン プポ リシーに設 定されて いる場合、

[Timestamping policy]フィールドに使用するポリシーのOIDを入力します。SPSはTSA

に送信するタイムスタンンプ要求に、この ID を含めます。 

e. [Signing interval]を設定します。10～100,000 秒の間で任意の値を選択できます。 

 注釈： 

設定された同じ間隔がタイムスタンプと署名に適用されます。 

f. をクリックします。 

2. タイムスタンプを使用するには監査ポリシーを設定します。設定したい各監査ポリシーでこ

れらの手順を繰り返します。 

a. [Policies]>[Audit Policies]に移動し、接続に使用する監査ポリシーを選択します。 

 ヒント： 

デフォルトでは、すべての接続は組込みの[default]監査ポリシーを使用します。

カスタム監査ポリシーを使用しない限り、[default]監査ポリシーを変更すると、

SPS を経由する接続のすべての監査されたチャネルに影響します。 

b. [Enable timestamping]オプションをチェックします。 
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Figure 7-15 Policies > Audit Policies — 監査証跡のタイムスタンプ 

 

c. をクリックします。SPS は、この監査ポリシーを使用する、監査されるすべ

ての接続の監査証跡にタイムスタンプを自動的に付加します。 

7.10.4 監査証跡のデジタル署名 

SPS は、監査証跡ファイルの改ざんやなりすましを防ぐ為に監査証跡にデジタル署名できます。こ

れには、X.509 証明書および証明書の秘密鍵も必要です。SPS は、証明書を作成するための秘密

鍵を生成することができますが、SPS 自身、監査証跡の署名に使用する証明書を作成できません。 

手順： 

1. 署名間隔を設定します。設定する、各プロトコル（HTTP、ICA、RDP、SSH、Telnet、および

VNC）でこれらの手順を繰り返す必要があります。 
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Figure 7-16  <Protocol name> Control > Global Options — 署名間隔の設定 

 

a. 制御するプロトコルの設定の、[Global Options]>[Timestamping]に移動します（例、

[SSH Control]>[Global Options]>[Timestamping]）。 

b. [Signing interval]を設定します。10～100,000 秒の間で任意の値を選択できます。 

 注意： 

設定された同じ間隔がタイムスタンプと署名に適用されます。 

c. をクリックします。 

2. [Policies]>[Audit Policies]に移動し、接続に使用する監査ポリシーを選択します。 
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Figure 7-17 Policies > Audit Policies — 監査証跡の署名 

 

 ヒント： 

デフォルトでは、すべての接続は組込みの[default]監査ポリシーを使用します。カスタ

ム監査ポリシーを使用しない限り、[default]監査ポリシーを変更すると、SPS を経由す

る接続のすべての監査されたチャネルに影響します。 

3. [Enable signing]オプションをチェックします。 

4. SPS に証明書および対応する秘密鍵をアップロードします。 

5. をクリックします。SPS は、この監査ポリシーを使用する、監査されるすべての

接続の監査証跡に署名します。 

6. 必要に応じて、他の監査ポリシーについても上述の手順を繰り返します。 

7.11 認証局による証明書の検証 

SPS は、証明書および証明書を発行した認証局の証明書失効リストを使用して、証明書の有効性

をチェックできます。これは、例えば SSH/RDP 接続でサーバーの証明書を認証するために使用

することができます。証明書の検証に使用する CA 証明書のリストを作成するには、以下の手順を

実行します。 

手順： 
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1.  

Figure 7-18 Policies > Trusted CA Lists — 信頼された CA リストの作成 

 

[Policies]>[Trusted CA Lists]に移動し、 をクリックして新しいリストを作成します。 

2. 一番上のフィールドに CA リストの名前を入力します。 

3. [Certificate]フィールドの をクリックし、証明書の検証に使用される認証局（CA）の証明

書をアップロードします。 

4. [CRL]フィールドに CA の証明書失効リストの URL を入力します。CRL リストに存在する証

明書は自動的に拒否されます。 

 注釈： 

.pem 形式の CRL のみが使用できることに注意してください。PKCS7 形式の CRL では

認証されません。 

5. 認証される証明書をさらに制限するには、以下のオプションを使用できます。 

 Strict hostname check：証明書のコモンネームに、証明書を表示するホストのホスト

名または IP アドレスが含んでいる場合の証明書のみを使用するには、このオプション
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をチェックします。 

 Use DNS to lookup hostnames：証明書の検証に、ホスト名と IP アドレスを解決するの

に[Basic Settings]>[Network]>[Naming]で設定したドメインネームサーバーを使用す

るには、このオプションをチェックします。[Strict hostname check]オプションを有効に

した場合、このオプションも有効にしてください。 

 証明書の内容に基づいて受け入れた証明書を制限するには、 [User certificate 

validation]セクションの該当するフィールドに必要な値を入力します。例えば、証明書

の Organization Name フィールドに “Example Inc”が含まれる証明書のみ認証するに

は、[Organization Name]フィールドに“Example Inc”を入力します。コモンネーム、E-

mail address および Alternative e-mail address フィールドでは、接続で使用さ

れるユーザー名を参照するのに$usernameマクロを使用できます。このマクロは、

ユーザーが自分の証明書を使用していることをチェックすることが可能です。 

6. をクリックします。 

7.12 オンザフライでの証明書署名 

SPS はオンザフライでサーバー証明書を生成できます。この技術は、例えば SSL 暗号化 RDP セ

ッション、ネットワークレベル認証（CredSSP）を使用する RDP セッション、または X.509 ベース認証

を使用する SSH 接続などに使用されます。署名用 CA を作成するには、以下の手順を実行しま

す。 

 注釈： 

署名用 CA の使用に関して以下のポイントに注意してください。 

 署名用 CA には、証明書に署名することが許可された CA 証明書、および対応する秘密

鍵が必要です。 

 これらの CA は監査証跡の署名に使用することはできません。監査証跡の署名に使用す

る証明書の設定方法の詳細については、「7.10.4 監査証跡のデジタル署名」を参照してく

ださい。 

 生成された証明書のバージョンは、署名用 CA のバージョンと同じになります。 

 SPS は、生成された証明書に署名用 CA の CRL(crlDistributionPoints 拡張から)を含め

ます。 

手順： 

1.  
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Figure 7-19 Policies > Signing CAs — 署名用 CA の設定 

 

[Policies]>[Signing CAs]に移動し、 をクリックします。 

2. 一番上のフィールドに CA の名前を入力します。 

3. CA 証明書、およびその秘密鍵をアップロードするには、以下の手順を実行します。SPS で

CA を生成する場合には、この手順をスキップします。 

a. [CA X.509 certificate]フィールドの をクリックして認証局の証明書をアップロードしま

す。 

b. [CA private key]フィールドの をクリックして認証局の秘密鍵をアップロードします。 

c. をクリックします。 

4. SPS で CA 証明書を生成するには、以下の手順を実行します。 

a. [Common Name]フィールドに CA 証明書のコモンネームを入力します。この名前はこ

の CA によって署名される証明書の“Issued By”フィールドに表示されます。 

b. 必要に応じて他のフィールドを埋めて、[Generate private key and certificate]をクリッ

クします。 

c. をクリックします。 
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7.13 ローカルユーザーデータベースの作成 

ローカルユーザーデータベースは、RDP、SSH および Telnet プロトコルで利用可能で、SPS でロ

ーカルに利用可能な資格情報にクライアントを認証させるのに使用することができます。このよう

な資格情報にはパスワード、公開鍵および証明書が含まれています。ローカルユーザーデータベ

ースはインバンドゲートウェイ認証のシナリオで、最も一般的に使用されます。ローカルユーザー

データベースを作成するには、以下の手順を実行します。 

 注釈： 

SPS に資格情報を格納し、サーバー上の認証にそれらを使用するには、ローカルの資格情報

ストアを使用します。詳細については、「17.4 サーバー側の認証での資格情報の使用」を参照

してください。 

手順： 

1. [Policies]>[Local User Databases]に移動し、 をクリックします。 

2. ローカルユーザーデータベースの名前を入力します。 

3.  

Figure 7-20 Policies > Local User Databases — 鍵と証明書のマッピング 

 

をクリックして、エントリを追加します。 

4. [Username]フィールドにユーザーの名前を入力します。 

 注釈： 

ユーザーマッピングポリシーも使用する場合、クライアントがサーバー側で使用するユ

ーザー名を入力します。ゲートウェイ認証も使用する場合は、ゲートウェイユーザー名

も使用することができます。 

5.    クライアント側で公開鍵ベースの認証を使用する場合、[Client Side (publickey/certif 

icate)]>[Public keys]フィールドの をクリックし、クライアントの公開鍵をアップロード 

します。 
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 クライアント側で証明書ベース認証を使用する場合、[Client Side (public key/certifi

cate)]>[Certificates]フィールドの をクリックし、クライアントの証明書をアップロード

します。 

SPS は、手順 3 で設定されたユーザー名を使用しているクライアントが、アップロードされ

た公開鍵または証明書に対応した秘密鍵で自身を認証していることを検証します。 

2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します。 

6. 必要に応じて、他のユーザーを追加するには上述の手順を繰り返します。 

7. をクリックします。 

8. 各プロトコルの[Authentication Policies]に移動して、ローカルユーザーデータベースを選

択します。 

7.14 SPSの接続データベースのクリーンアップ設定 

SPS は、指定された保持期間より古い監査証跡を自動的にアーカイブできます。しかしながら、対

応する接続のメタデータは SPS から削除されません。古い接続に関する保存されたデータを削除

することで、データベースのサイズが減少し、検索が高速になります。また、メタデータの削除は特

定のポリシーまたは規則によって必要になることもあります。削除されるメタデータの期間は、異

なるプロトコルに対して個々に設定することができます（例えば、SSH 接続に関するデータを他の

接続よりも長く保存することができます）し、すべての接続ポリシーにも設定できます。特定のプロ

トコルの古い接続のメタデータを削除するように SPS を設定するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. 各プロトコルの[Global Options]ページに移動します。例、[SSH Control]>[Global Options]。 

2.  
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Figure 7-21 <Protocol name> Control > Global Options — プロトコルの接続データベースのクリーンアップ設定 

 

[Channel database cleanup]フィールドに、SPS がメタデータを保持する期間（日単位）を入

力します。例えば、365 と指定した場合、SPS は 1 年より古い接続のデータを削除します。

データを無期限に保存するには 0 を入力します（これは、SPS のデフォルトの動作でもあり

ます）。 

 注釈： 

指定する期間は、このプロトコルで使用されているアーカイブポリシーに設定した

[Retention time in days]より短くすることはできません。 

指定する期間は、このプロトコルの個々の接続ポリシーに設定した[Channel database 

cleanup]より短くすることはできません。 

3. をクリックします。必要に応じて、他のプロトコルについても上述の手順を繰り返

します。 

4.  



 

 

 

 

  Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS 

管理者ガイド 

Rev. 1.0 

 270 / 577 

Figure 7-22 <Protocol name> Control > Connections — 接続への接続データベースクリーンアップ設定 

 

プロトコルの[Global Options]>[Channel database cleanup]に設定した期間より早く、特定の

接続のメタデータを削除するには、特定の接続ポリシーに移動し、[Channel database 

cleanup]フィールドに、SPS がこの接続ポリシーのセッションのメタデータを保持する期間

（日単位）を入力します。データを無期限に保存するには 0 を入力します（これは、SPS の

デフォルトの動作でもあります）。 

 注釈： 

指定する期間は、特定の接続で使用されているアーカイブポリシーに設定した

[Retention time in days]より短くすることはできません。 

5. をクリックします。必要に応じて、他の接続についても上述の手順を繰り返しま

す。 

期待される結果： 
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毎日、SPS は接続のデータベースから指定されたクリーアップ期間より古い接続のメタデ

ータを削除します。 

8 HTTP固有の設定 

以下のセクションでは HTTP プロトコルのみに利用可能な設定について説明します。誰が、いつ、

どのように HTTP 接続にアクセスできるかを制御するために以下のポリシーを使用します。サポー

トしているクライアントアプリケーションについては、「2.6 サポートプロトコルとクライアントアプリケ

ーション」を参照してください。 

HTTP と HTTPS 接続の監査は、トランスペアレントおよびノントランスペアレントモードの両方で可

能です。SPS は、クライアントの設定とネットワーク環境への統合を簡素化するために、

HTTP/HTTPS プロキシとして使用することもできます。あるいは、HTTP トラフィックを転送し、

HTTP トンネルとして動作することができます。 

 チャネルポリシー：HTTP プロトコルは、特別な設定オプションを持たないチャネルタイプが

１つしかありません。利用可能なチャネルポリシーのオプションは次の、[From]、[Target]、

[Time]、[Audit]、および[Remote groups]です。[Remote groups]オプションは、サポートされ

ている HTTP 認証方式（「4.2 Web インターフェースの構成」を参照してください）の１つを使

用して、ユーザーがインバンド認証を実行する場合にのみ使用されます。LDAP データベ

ースから認証されたユーザーのグループを検索するには、接続ポリシーに LDAP サーバー

を設定する必要もあります（HTTP/HTTPS 接続では、SPS は、認証されたユーザーのグル

ープメンバーシップを検索するのみに、このサーバーを使用します。ユーザーを SPS から

LDAP に認証することはできません）。これらのオプション設定の詳細については、「7.5 チ

ャネルポリシーの作成と変更」を参照してください。 

[Target]を設定する時は、以下の点に注意してください。 

 DNAT (NAT destination address)を使用する接続の場合、接続元クライアントのターゲ

ットアドレスは、チャネルポリシーの[Target]パラメーターと比較されます。必ずしもサ

ーバーのアドレスと同じではありません。 

 接続が固定アドレスに転送される場合、転送先アドレスはチャネルポリシーの

[Target]パラメーターと比較されます。 

 HTTP 接続：詳細については、「8.3 HTTP 接続の設定」を参照してください。 

 HTTP セッション：HTTP 設定は、タイムアウト値などが含まれた、プロトコルレベルでの接

続のパラメーターを決定します。詳細については、「8.4 HTTP でのセッション処理」を参照し
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てください。 

 HTTP 設定：HTTP 設定は、タイムアウト値などが含まれた、プロトコルレベルでの接続の

パラメーターを決定します。詳細については、「8.5 プトロコルレベルの HTTP 設定の作成と

変更」を参照してください。 

8.1 HTTP接続処理での制限 

HTTP または SSH 接続を設定する時は、SPS で管理者またはユーザーログイン用に設定された

IP アドレスを使用しないでください。 

SPS の現バージョンは、他のプロトコルで利用可能な以下の機能をサポートしていません。 

 ゲートウェイ認証。 

 4-eys 認証。 

 ユーザーマッピングポリシー。 

 LDAP サーバーへのユーザー認証。 

HTTP プロキシへの HTTP 接続の転送はサポートされていません。クライアントがターゲットサー

バーにアクセスするのに HTTP プロキシを使用する場合、プロキシの後ろに SPS を設置（クライア

ント - HTTP プロキシ - SPS）します。 

 警告： 

クライアント – SPS – HTTP プロキシのシナリオはサポートされていません。 

8.2 HTTP と HTTPSでの認証 

監査された HTTP と HTTPS 接続では、SPS は HTTP プロトコルで以下のインバンド認証方式をサ

ポートします。これらの認証方式は、追加設定しないで、すべての接続ポリシーで自動的にサポー

トされます。 

 ベーシックアクセス認証（RFC2617）。 

 Microsoft ブラウザ、プロキシおよびサーバーで一般的に使用される NTLM 認証方式。 

SPSは、接続データベースの[Username]および[Remote username]フィールドに認証プロセスで使

用されたユーザー名を記録します。 

https://tools.ietf.org/html/rfc2617
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認証セッションでは、SPS はサーバーとサービスへの詳細なアクセスを可能にするグループベー

スのユーザー認証を実行できます。HTTP 接続のチャネルポリシーに必要なグループメンバーシ

ップを設定できます。HTTP のグループベースの認証は、認証されたセッション（HTTP/HTTPS 接

続では、SPS は認証されたユーザーのグループメンバーシップを検索するのみに、このサーバー

を使用します。ユーザーを SPS から LDAP に認証することはできません）にのみ機能することに注

意してください。ユーザー名がセッションで使用できない場合は、SPS は[Remote groups]フィール

ドが設定されている場合でも接続を許可します。 

SPS は、失敗した HTTP 認証の試みを接続データベースに保存しません。これは、HTTP 接続で

は検索ページの[Verdict]フィールドに “CONN-AUTH-FAIL”値は含まれないことを意味します。 

認証は SPS が HTTP セッションを処理する方法にも影響します。詳細については、「8.4 HTTP で

のセッション処理」を参照してください。 

8.3 HTTP接続の設定 

このセクションでは、接続設定の HTTP 固有の詳細について説明します。接続設定の詳細につい

ては、「7 一般的な接続設定」を参照してください。 

8.3.1 トランスペアレントの HTTP接続設定 

トランスペアレントの HTTP 接続を設定するには、以下の手順を実行します。ノントランスペアレン

トモードで HTTP 接続を監査するには、「8.3.2 SPS を HTTP プロキシとして」を参照してください。 
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Figure 8-1 HTTP Control > Connections — トランスペアレント HTTP 接続 

 

 

手順： 

1. [Name]フィールドに、接続ポリシーを識別する接続の名前を入力します。 
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2. [From]フィールドに、サーバーへのアクセスが許可されたクライアントの IP アドレスを入力

します。 

IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。IP 範囲を指定されたアドレスに制限するには、

プレフィックスを 32(IPv4)、あるいは 128(IPv6)に設定します。 

3. [To]フィールドに、クライアントがターゲットとする IP アドレスとプレフィックスを入力します。 

IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。IP 範囲を指定したアドレスに制限するには、プ

レフィックスを 32(IPv4)、あるいは 128(IPv6)に設定します。 

4. [Target]セクションで、[Use original target address of the client]を選択します。 

5. [SNAT]セクションで、[Use the original IP address of SPS]を選択します。 

6. SPS は、着信セッションが暗号化されているかどうかを自動的に判断できないので、同じセ

ッションに対して他の同一の接続ポリシーを設定する必要があります。HTTPS では、その

結果、HTTP と HTTPS セッションが別々の証跡に保存されます。 

a. 上述と同じ設定で新しい接続ポリシーを設定します。 

b. [Port]に 443 を設定します。 

c. SSL 暗号を有効にします。詳細については、「8.3.3 HTTP の SSL 暗号の有効化」を参

照してください。 

8.3.2 SPSを HTTPプロキシとして動作させる 

HTTP プロキシとして動作させるように SPS を有効にするには、以下の手順を実行します。 
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Figure 8-2 HTTP Control > Connections — HTTP プロキシとして動作 

 

手順： 

1. HTTP プロキシとして SPS を使用するようにクライアントを設定するには、[Act as HTTP 

proxy]を有効にします。 

2. [Target]で[Inband destination selection]を選択します。 

3. 任意の HTTP サーバーへのアクセスを許可するには、[Domain]フィールドに 0.0.0.0/0 を

入力します。あるいは、アクセスを許可する HTTP アドレスの IP アドレスまたはサブネット

を入力します。IPv6 では::/0 も追加します。 

4. 任意のポートで宛先サーバーに HTTP アクセスを許可するには、[Domain]>[Port]フィール

ドを空欄のままにしておきます。さもなければ、クライアントは指定されたポートへのアクセ

スのみ許可されます。 

5. [To]>[Port]フィールドに、SPS が HTTP 接続を受け入れるポートを入力します。[Act as 

HTTP proxy]設定を使用した時のデフォルトのポート番号は 3128 です。この値はクライア
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ントで設定したプロキシポートと同じにする必要があります。 

6. クライアントのプロキシとして SPS が設定されていることを確認してください。 

8.3.3 HTTPの SSL暗号の有効化 

SSL 暗号を有効にするには、以下の手順を実行します。この設定は SSL 暗号を強制するか、

HTTP と HTTPS 要求の両方を受け入れます。 

Figure 8-3 HTTP Control > Connections> SSL Settings — HTTP の SSL 暗号の有効化 

 

手順： 

1. [SSL Settings]で[Permit HTTPS traffic]を選択します。同じ接続ポリシーでプレーンの

HTTP トラフィックを制御するには[Allow HTTP traffic]を有効にします。 

2. クライアントに表示する証明書を選択します。 

 すべてのセッションで同じ証明書を使用するには、[Use the same certificate for each 

connection]を選択します。 

 注釈： 

[Use the same certificate for each connection]オプションを使用して、接続ポリシ

ーで HTTPS を使用して複数のサーバーにアクセスを許可している場合は、接続

で使用された証明書は無効になるため、クライアントブラウザはワーニングを表

示します。証明書のコモンネームがホスト名あるいはサーバーの IP アドレスと一

致しないためです。 
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 すべてのセッションで別々の証明書を使用するには、以下の手順を実行します。 

a. SPS がサーバーに表示する証明書を署名するのに使用される認証局を作成しま

す。詳細については、「7.12 オンザフライでの証明書署名」を参照してください。 

b. [Bridge certificate]を選択します。この場合、SPS は証明書のブリッジを実行しま

す。つまり、選択された認証局によって発行された、新しい証明書にサーバーの

証明書のデータをコピーします。 

 注釈： 

[Bridge certificate] オ プ シ ョ ン は 、 他 の プ ロ ト コ ル 設 定 の [Generate 

certificate on-the-fly]オプションと同じ方法では動作しません。 

c. [Signing CA]フィールドで、使用する認証局を選択します。 

 注意： 

クライアントに署名する認証局の証明書をインポートします。さもなければ、

クライアントブラウザは不明な認証局としてワーニングを表示します。 

3. SPS がサーバーを認証する方法を選択します。 

 証明書を要求しないでサーバーへの接続を許可するには、[No validation]を選択しま

す。 

 特定の CA によって署名された有効な証明書を持つサーバーへの接続のみ許可する

には、以下の手順を実行します。 

a. サーバーの証明書の検証に使用される信頼された認証局リストを作成します。

信頼された CA リストを作成する詳細については、「7.11 認証局による証明書の

検証」を参照してください。 

b. [Only accept certificates authenticated by the trusted CA list]を選択します。 

c. [Trusted CA]フィールドで、使用する認証局リストを選択します。 

8.3.4 HTTPの片側 SSL暗号の設定 

クライアント側で HTTPS、サーバー側で HTTP を要求する、片側 SSL 暗号を有効にするには、以

下の手順を実行します。 
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Figure 8-4 HTTP Control > Connections> SSL Settings — HTTP の片側 SSL 暗号の有効化 

 

制限： 

SSL と TLS の SNI(Server Name Indication)拡張は適切なクライアント OS とブラウザの組み合わ

せによってのみサポートされます。制限の詳細については、「TLS server name indication をサポ

ートするブラウザ」(英文)を参照してください。いくつかのサポートされていないシナリオがあります。

例えば、Windows XP と Internet Explorer、Ubuntu Lucid と Mozilla Firefox の特定のバージョン。ク

ライアントが SNI をサポートしていない場合、CNI はターゲット IP を含むので、クライアントブラウザ

はこれらのサーバーにアクセスした時にワーニングを表示します。 

 注釈： 

[Generate certificate on-the-fly]が選択されていて、接続がトランスペアレントで設定されてい

る場合、CN フィールドは SNI(Server Name Indication）を使用して埋められます。クライアント

が SNI をサポートしていない場合は、CN はターゲット IP を含みます。これが、クライアントブラ

ウザで証明書認証のワーニングの原因です。 

手順： 

1. [SSL Settings]で[Require HTTPS on client side and HTTP on server side]を選択します。 

 注意： 

接続が[Target]で[Use fix address]に選択されていて、ポート番号が 443 に設定されて

いる場合、[Require HTTPS on client side and HTTP on server side]が選択された場

合は、SPS はサーバーへの接続にポート 80 を自動的に使用します。 

2. 固定の証明書を使用するには、[Use the same certificate for each connection]を選択し証

明書をコピーまたはアップロードします。 

2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します。 

3. 提供された署名用 CA によって署名された証明書をオンザフライで作成するには、

[Generate certificate on-the-fly]を選択します。証明書は、ターゲットホスト名の名前が入

https://en.wikipedia.org/wiki/Server_Name_Indication#Browsers_with_support_for_TLS_server_name_indication.5B5.5D
https://en.wikipedia.org/wiki/Server_Name_Indication#Browsers_with_support_for_TLS_server_name_indication.5B5.5D
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って CN フィールドを除いた署名用 CA のパラメーターを使用します。 

 注意： 

[Generate certificate on-the-fly]が選択されていて、接続がトランスペアレントで設定

されている場合、CN フィールドは SNI(Server Name Indication）を使用して埋められま

す。クライアントが SNI をサポートしていない場合は、CN はターゲット IP を含みます。

これが、クライアントブラウザで証明書認証のワーニングの原因です。 

8.4 HTTPでのセッション処理 

HTTP 通信はクライアント要求とサーバー応答から構成されます（exchange とも呼ばれる）。例え

ば SSH などの他のプロトコルとは異なり、これらの要求-応答のペアは、明確な連続する接続を形

成しません。従って、SPS は、以下のポイントに該当している場合、HTTP 要求-応答ペアは特定

なセッションに属していると見なします。 

 クライアントの IP アドレスが同じ。 

 ターゲットサーバーのホスト名（IP アドレスではない）が同じ。 

 ユーザー名が同じ（ユーザーがインバンド認証を実行している場合）。 

 同じクライアントとサーバー間の最後の要求-応答ペアからの経過時間がセッションタイム

アウト値（デフォルトで 15 分）より短い。 

SPS は、個別の監査証跡を作成し、すべてのセッションでアクセスされた URL を記録します。これ

らは、[Search]>[Search]ページで表示されます。列のいずれかが表示されていない場合、

[Customize columns...]をクリックします。 

技術的な理由で、認証されたセッションで、ユーザーが資格情報を提供するログインページはユ

ーザー名で関連付けされたセッションの一部ではありません。これは、ログインページが、ユーザ

ーが最初に訪れる最初のページであっても、SPS は 2 つのセッションを記録することを意味します。

最初のセッションはユーザー名を含みませんが、2 番目は含みます。これらの 2 つのセッションは

[Active Connections]ページに（認証されたセッションがタイムアウトするまで）表示されます。 

8.5 プトロコルレベルの HTTP設定の作成と変更 

HTTP 設定は、タイムアウト値などを含むプロトコルレベルの接続パラメーターを決定します。新し

い HTTP 設定プロファイルの作成、または既存の設定を変更するには以下の手順を実行します。 
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 注意： 

HTTP 設定の変更は上級ユーザーのみに推奨されます。何を行っているか確実にわからない

限り、これらの設定を変更しないでください。 

手順： 

1. [HTTP Control]メニューの[Settings]に移動し、 をクリックして HTTP 設定プロファイルを

作成します。プロファイルの名前を入力します（例、http_special）。 

2. をクリックして接続のパラメーターを表示します。 

3. 必要に応じてパラメーターを変更します。以下のパラメーターが利用可能です。 

 Idle timeout：セッションのタイムアウト値(秒)。早くタイムアウトするのを避けるには、大

きい値に設定します。例えば、1 週間（604800 秒）。 

 警告： 

接続のアイドルの判断は接続によって生成されたネットワークトラフィックに基づ

いています、ユーザーのアクティビティに依りません。例えば、1 分毎に時間が表

示されるグラフィカルデスクトップのアプリケーションまたはタスクバーの場合、1

分ごとにネットワークトラフィックが生成されます。これは、1 分を超えるタイムアウ

ト値の効果を無効にし、SPS が接続を閉じないようにします。 

 Session timeout：セッションのタイムアウト値(秒)。 

 Enable pre channel check：サーバー側接続の確立前に接続およびチャネルポリシー

を評価するにはこのオプションを選択します。接続がすべて許可されていない場合、

SPS はサーバー側接続を確立しません。 

 注釈： 

このオプションは無効にすることはできません。 

4. をクリックします。 

5. 接続の[HTTP settings]フィールドで、設定したプロファイルを選択します。 

9 ICA固有の設定 

以下のセクションでは ICA プロトコルのみに利用可能な設定について説明します。誰が、いつ、ど

のように ICA 接続にアクセスできるかを制御するために以下のポリシーを使用します。 
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 注釈： 

実験的な機能として、IPv6 アドレスを ICA 接続で設定することができます。 

 ICA 接続：詳細については、「9.1 ICA 接続の設定」を参照してください。 

 チャネルポリシー：チャネルポリシーは接続で使用することができる ICA チャネル（例、

clipboard、file-sharing など）、および、それらを監査するかどうかを決定します。それぞれ

のチャネルは、チャネルポリシーで設定されている特定の制限下のみで利用可能です。詳

細については、「7.5 チャネルポリシーの作成と変更」を参照してください。 

 ICA 設定：ICA 設定はタイムアウト値および表示パラメーターが含まれた、プロトコルレベル

での接続のパラメーターを決定します。詳細については、「9.3 プロトコルレベルの ICA 設定

の作成と変更」を参照してください。 

 デプロイシナリオ：Citrix 環境で利用可能な SPS のデプロイシナリオを説明しています。詳

細については、「9.4 Citrix 環境での SPS のデプロイメントシナリオ」を参照してください。 

9.1 ICA接続の設定 

このセクションでは、接続設定の ICA 固有の詳細について説明します。接続設定の詳細について

は、「7 一般的な接続設定」を参照してください。 

 注意： 

クライアントが、Anonymous ユーザーに共有されたリモートアプリケーション、またはデスクトッ

プにアクセスしている（つまり、Citrix Delivery Services Console で、アプリケーションの Users

プロパティは“Allow anonymous users”に設定されている）場合、実際のリモートセッションは

Anonymous アカウント名（例、Anon001、Anon002 など）で実行され、リモートサーバーへのア

クセスに使用されたユーザー名ではありません。したがって、Anon*ユーザー名のユーザーマ

ッピングを有効にする必要があります。 

これを実現するには、ユーザーマッピングポリシーを作成して、[Username on the server]オプ

ションに“Anon*”、[Groups]オプションに“*”を設定します。それから、ICA 接続でユーザーマッ

ピングポリシーを使用します。ユーザーマッピングポリシーの使用方法の詳細については、

「17.1 ユーザーマッピングポリシー設定」を参照してください。 

信頼性のある接続は、Common Gateway Protocol (CGP)でも知られています。CGP はネットワー

クに障害が発生した場合、サーバーに再接続を試みます。この機能を使用するには、[Reliable]を

有効にし、右上の[Port]フィールドにデフォルトポートを入力します。 

SPS を SOCKS プロキシとして使用するようにクライアントを設定するには[Act as SOCKS proxy]
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を有効にします。このオプションを有効にした場合、[Target]で[Inband destination selection]を選

択できます。[Address]フィールドに、この接続ポリシーのクライアントによって使用されるブローカ

ー（Citrix XML Broker）の IP アドレスまたはアドレス/プレフィックスを入力します。クライアントが通

常、まず、このポートを使用してブローカーにアクセスしようとするので、443 ポートでブローカーへ

のアクセスを有効にすることも推奨します。ポート 443 を無効にすると、すべての接続の試行で、

SPS の検索インターフェースに拒否された接続（ただし、クライアントはサーバーに接続できます）

が表示される原因になります。 

 注意： 

SPS は、いかなる方法でもブローカーとクライアント間のトラフィックを監査または監視しませ

ん、SPS の検索インターフェースにリストもされません。クライアントと実際のサーバー間の接

続のみ監査されます。 

 

 注意： 

SPS が SOCKS プロキシとして動作していて、クライアントが SPS の設定でアクセスが許可さ

れていないサーバーにアクセスを試みた場合、SPS は接続を拒否します。しかしながら、Citrix

クライアントアプリケーションは、自動的にプロキシを使用しないで直接サーバーへの接続を

試み、サーバーがクライアントから直接アクセス可能な場合は、接続に成功します。このような

直接接続は SPS によって監査できないので、ファイアウォールがこのような接続を防ぐために

適切に設定されていることを確認してください。 

 

 注釈： 

[Reliable connection]または[Act as SOCKS proxy] を最初に有効にする時、特定の設定に基

づいて使用されるデフォルトのポートを示唆するワーニングが表示されます。また、デフォルト

ポート番号に関する最新の情報が、これらのオプションのツールチップに含まれていますの

で、お読みください。 

9.2 サポートしている ICAチャネルタイプ 

利用可能な ICA のチャネルタイプとそれらの機能について以下に説明します。サポートしているク

ライアントアプリケーションについては、「2.6 サポートプロトコルとクライアントアプリケーション」を

参照してください。 

 Drawing (Thinwire)：サーバーのデスクトップ(画面)へのアクセスを有効にします。このチャ

ネルはリモートグラフィックとユーザーの入力（キーボート、マウス）用です。このチャネルは

ICA を動作させるのに有効にする必要があります。 
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 Audio Mapping：サーバーのサウンドデバイスへのアクセスを有効にします。 

 Drive Mapping：サーバー上でクライアントのハードドライブへのアクセスを有効にします。 

 Clipboard：サーバーのクリップボードへのアクセスを有効にします。リモートデスクトップの

クリップボードからローカルアプリケーションに（逆も同様に）ペーストすることができます。

SPS は clipboard チャネルを監査できますが、Safeguard Desktop Player は現在、そのコン

テンツを検索または表示できません。 

 Smartcard：サーバー側アプリケーションから、クライアント側にインストールされたスマート

カードへの利用を有効にします。 

 Printer (COM1)：シリアルポート COM1 へのアクセスを有効にします。 

 Printer (COM2)：シリアルポート COM2 へのアクセスを有効にします。 

 Printer (LPT1)：パラレルポート LTP1 へのアクセスを有効にします。 

 Printer (LPT2)：パラレルポート LTP2 へのアクセスを有効にします。 

 Printer Spooler：リモートデスクトップおよびアプリケーションからクライアントのプリンタへ

のアクセスを有効にします。 

 HDX Mediastream：一部のユーザーウィジェット（例、Flash player）はサーバー上で実行し

ませんが、クライアント上で実行します。これらのウィジェットはこのチャネルを使用してサ

ーバー側から制御されます。これは Safeguard Desktop Player によってサポートされていま

せんし、デフォルトで無効になっています。 

 USB：サーバー側アプリケーションから、クライアントにインストールされた USB デバイスへ

の使用を有効にします。 

 Seamless：デスクトップ全体にアクセスする代わりに、ICA サーバー上の単一のアプリケー

ションを実行する seamless チャネルを有効にします。無効にした場合、アプリケーションウ

ィンドウは空のデスクトップと共にアクセスされます。 

 Speedbrowse：web ブラウジングを高速化します。現在、Safeguard Desktop Player によって

サポートされていません。デフォルトで無効になっています。 

 Custom：サーバーにリモートで接続しているクライアントに、アプリケーションはカスタムチ

ャネルを開くことができます。Custom チャネルを有効にすると、クライアントはこれらのカス

タムチャネルのすべてにアクセスできます。特定のチャネルのみ許可するには、

[Permitted channels]フィールドにチャネルの固有名を入力します。 
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 注釈： 

チャネルをオープンした時、リモートグループがまだわからない場合があります。例えば、RDP

または ICA のログイン画面の場合、ログイン画面を適切に表示するために、drawing チャネル

が最初に開かれる必要があります。[Remote group]フィールドを空欄にし、これらのチャネル

ルールのみを適用します。ネットワークレベル認証の場合は、必要なすべての情報は既に存

在しているので、この制限は適用されません。 

 

 注意： 

マルチストリーム ICA は SPS 5 LTS でサポートされていません。 

9.3 プロトコルレベルの ICA設定の作成と変更 

ICA 設定は、タイムアウト値などを含むプロトコルレベルの接続パラメーターを決定します。新しい

ICA 設定プロファイルの作成、または既存の設定を変更するには以下の手順を実行します 

Figure 9-1 ICA Control > Settings — ICA 設定 

 

 注意： 

ICA 設定の変更は上級ユーザーのみに推奨されます。何を行っているか確実にわからない限

り、これらの設定を変更しないでください。 

手順： 

1. [ICA Control]メニューの[Settings]に移動し、 をクリックして ICA 設定プロファイルを作成

します。プロファイルの名前を入力します（例、ica_special）。 

2. をクリックして接続のパラメーターを表示します。 

3. 必要に応じてパラメーターを変更します。以下のパラメーターが利用可能です。 
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 Idle timeout：セッションのタイムアウト値(秒)。早くタイムアウトするのを避けるには、大

きい値に設定します。例えば、1 週間（604800 秒）。 

 注意： 

接続のアイドルの判断は接続によって生成されたネットワークトラフィックに基づ

いています、ユーザーのアクティビティに依りません。例えば、1 分毎に時間が表

示されるグラフィカルデスクトップのアプリケーションまたはタスクバーの場合、1

分ごとにネットワークトラフィックが生成されます。これは、1 分を超えるタイムアウ

ト値の効果を無効にし、SPS が接続を閉じないようにします。 

 Reconnect timeout：信頼性のある接続が使用されている場合、SPS の再接続待ち時

間（秒）。信頼性のある接続は Common Gateway Protocol (CGP)を使用します。 

 Server connection attempts：SPS のターゲットサーバーへの接続試行回数。 

 Reconnection intervals：SPS のサーバー側の接続試行の間隔（秒）。 

 Enable pre channel check：サーバー側接続の確立前に接続およびチャネルポリシー

を評価するには、このオプションを選択します。接続がすべて許可されない場合、SPS

はサーバー側接続を確立しません。 

 注釈： 

[Reliability] セ ク シ ョ ン の 設 定 は 、 [ICA Control]>[Connections] で [Reliable 

connection]を有効にした場合のみ適用されます。 

4. をクリックします。 

5. 接続の[ICA settings]フィールドで、設定したプロファイルを選択します。 

9.4 Citrix環境での SPSのデプロイメントシナリオ 

このセクションでは、Citrix 環境で利用可能な SPS のデプロイメントのシナリオを紹介します。矢印

の下のテキストは“（<順番>）<ターゲットポート>”形式で表されています。ターゲットポートは通信

で使用されるプロトコルを定義します。 

 80：Web サービス、HTTP：ブローカー（XenApp の v12 と v11 のみ）から XML 形式でフェッ

チされた利用可能なリソースのリストです。ブローカーは、セキュアゲートウェイとサーバー

アドレスを含む、すべての必要な情報をクライアントに送信します。 

 8080：XMLサービス、HTTP+XML：アプリケーションの検出、ロードバランシング（XenAppの
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v12 と v11 のみ）、ブローカー（ロードバランシングに使用されるなど）からクライアントによっ

てアプリケーション/デスクトップにターゲットをフェッチするために使用されます。 

 443：SSL でラップされた XML サービスアクセス、SOCKS/ICAO 、あるいは CGP/ICA。クラ

イアントは、すべてをこのポートでセキュリティゲートウェイと通信します。 

 1080：SOCKS。クライアントは、SOCKS プロキシを使用してターゲットサーバーとブローカ

ーにアクセスするように設定することができます。 

 1494：プレーンな ICA。 

 2598：CGP/ICA（信頼モードが有効時）。 

 注意： 

XenDesktop へのアクセスは、次のシナリオでのみサポートされています。CGP 接続のみがサ

ポートされます。 

 クライアント－ブローカー－SPS－サーバー（トランスペアレントモード） 

 クライアント－ブローカー－SOCKS プロキシ SPS－サーバー 

クライアント－SPS－サーバー（トランスペアレントモード） 

SPS はクライアントとサーバーの間に配置され、クライアントは、ブローカー、あるいはセキュアゲ

ートウェイなしで事前に定義された接続ファイル、あるいは Program Neighborhood を使用します。

クライアントはオリジナルの ICA/CGP サーバーに接続を試みます。 

Figure 9-2 クライアント - SPS – サーバー(トランスペアレントモード) 

 

クライアント－SPS－サーバー（ノントランスペアレントモード） 

SPS はクライアントとサーバーの間に配置され、クライアントは、ブローカー、あるいはセキュアゲ

ートウェイなしで事前に定義された接続ファイル、あるいは Program Neighborhood を使用します。
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クライアントは、例えば、ソース IP、あるいは SPS に複数の IP アドレスを持つことによってターゲッ

トを区別することができる SPS に接続を試みます。 

Figure 9-3 クライアント - SPS – サーバー (ノントランスペアレントモード) 

 

クライアント－ブローカー－SPS－サーバー（トランスペアレントモード） 

クライアントは、利用可能なアプリケーションとサーバーのリストを提供するブローカーを使用しま

すが、ネットワーク内でセキュアゲートウェイは使用しません。SPS はトランスペアレントモードでク

ライアントとサーバー間に配置され、クライアントがブローカーから取得したサーバーIP アドレスに

接続を試みた時に、SPS は接続を捕えます。 

Figure 9-4 クライアント – ブローカー - SPS – サーバー (トランスペアレントモード) 

 

クライアント－ブローカー－オリジナルセキュアゲートウェイ－ Secure Ticket 
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Authority（STA）－SPS－サーバー 

この配置設定では、セキュアゲートウェイがネットワークで使用され、SPS は、トランスペアレントモ

ードでゲートウェイとサーバー間に配置されます。クライアントは、利用可能なアプリケーション/サ

ーバーのリストを取得するためにブローカーに接続し、さらにオリジナルなセキュアゲートウェイ経

由する接続を作成します。ゲートウェイはブローカー、または CGP/ICA サーバーへの接続を転送

します。後者は、SPS が傍受し、監視/制御します。 

Figure 9-5 クライアント – ブローカー – オリジナルセキュアゲートウェイ - Secure Ticket Authority (STA) - 

SPS – サーバー 

 

クライアント－ブローカー－SOCKS プロキシ SPS－サーバー 

この配置設定では、SPS はクライアントに対して SOCKS プロキシとして動作します。手動で設定

することも、ブローカーによって指定させることもできます。クライアントは、プロキシとして SPS を

使用してブローカー、あるいはサーバーへのすべての接続を行います、その為、これらの接続を

監査/制御できます。 
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Figure 9-6 クライアント – ブローカー – SOCKS プロキシ SPS – サーバー 

 

このようなシナリオを設定するには、以下のように ICA 接続ポリシーを設定する必要があります。 

 [To]フィールドに SPS の IP アドレスを入力します。クライアントがターゲットとするパブリッ

ク IP アドレスにする必要があります。 

 [Inband destination selection]を選択し、[Targets]フィールドにターゲットサーバーの IP アド

レス、あるいはネットワークを入力します。（詳細については、「7.3 インバンド宛先選択設定」

を参照してください。） 

 [Act as a SOCKS proxy]をチェックします。 

 [Brokers]フィールドにブローカーの IP アドレスを追加します。 

9.5 Citrixに関連した問題のトラブルシューティング 

リモートデスクトッププロトコルを使用した Citrix サーバーへのアクセスは、特定の状況下では失敗

し、クライアント上で“ERROR: error while decompressing packet”エラーメッセージ、あるいはサー

バー上で“Event56, TermDD, The Terminal Server security layer detected an error in the protocol 

stream and has disconnected the client.”メッセージが出力され、接続が終了します。 

この問題を解決するには、サーバーのネットワークカードの設定を変更します。 [Large Send 

Offload]オプションを無効にします。 
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 注意： 

この問題は、SPS を使用することとは関係はありません。 

10 RDP固有の設定 

以下のセクションでは RDP プロトコルのみに利用可能な設定について説明します。誰が、いつ、ど

のように RDP 接続にアクセスできるかを制御するために以下のポリシーを使用します。 

 チャネルポリシー：チャネルポリシーは、接続で使用することができる RDP チャネル（例え

ば、clipboard、file-sharing など）、および、それらを監査するかどうかを決定します。それぞ

れのチャネルは、チャネルポリシーで設定されている特定の制限下のみで利用可能です。

詳細については、「7.5 チャネルポリシーの作成と変更」を参照してください。 

 RDP 設定：RDP 設定はタイムアウト値、表示パラメーター、および許可される RDP のバー

ジョンが含まれた、プロトコルレベルでの接続のパラメーターを決定します。詳細について

は、「10.2 プロトコルレベルの RDP 設定の作成と変更」を参照してください。 

 ドメインメンバーシップ：ネットワークレベル認証(NLA)を使用する場合、SPS はドメインのメ

ンバーである必要があります。詳細については、「10.3.1 ドメインメンバーシップによるネット

ワークレベル認証(NLA)」を参照してください。 

 SSL 暗号化接続：SSL 暗号化された RDP 接続の設定方法の詳細については、「10.4 SSL

暗号化した RDP 接続の使用」および「10.5 暗号化された接続での RDP の証明書認証」を

参照してください。 

 リモートデスクトップゲートウェイとしての SPS：リモートデスクトップゲートウェイサーバープ

ロトコルを使用した接続を許可するように SPS を設定する方法の詳細については、「10.6 リ

モートデスクトップゲートウェイとしての SPS の使用」を参照してください。 

 コンテンツポリシー：コンテンツポリシーは、さまざまなテキストパターンにより接続の内容

を検査し、そのパターンを検知した場合にアクションを実行します。例えば、SPS は、RDP

および VNC 接続で特定のウィンドウタイトルが現れた場合に e-mail アラートを送信できま

す。詳細については、「7.6.1 新しいコンテンツポリシーの作成」を参照してください。 

 チケットポリシー：チケットポリシーは、ユーザーをターゲットサーバーで認証する前にチケ

ット ID を要求することができます。そうすることで、SPS はユーザーがサーバーにアクセス

する正当な理由があることを検証し、正当な理由がない場合はオプションで接続を終了で

きます。詳細については、「17.5 チケットシステムとの連携」を参照してください。 
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複数のモニター（Multimon）の使用がサポートされています。Multimon を有効にするには、次の 3

つの方法のうち、いずれかを使用してください。 

 クライアントマシンのリモートデスクトップクライアント(mstsc.exe)ウィンドウの[Display(画

面)]>[ Use all my monitors for the remote session(リモートセッションですべてのモニター

を使用する)] オプションをチェックします。 

 コマンドラインで mstsc.exe の/multimon スイッチを使用します。 

 RDP ファイル(例、Default.rdp)に“use multimon:i:1”を追加します。 

 注釈： 

[Maximum display width]および[Maximum display height]オプションは、クライアントモニター設

定の合計された解像度をカバーするために十分な高さにする必要があります。これらの制限

を超えた接続は自動的に失敗します。クライアントで複数のモニターを使用する場合、これら

の設定を調整してください。例えば、クライアントが、各々1920*1080 ピクセルの解像度を持つ

2 つのモニターを使用する場合、[Maximum display width]は 4000、[Maximum display height]

は 2200 に設定します。 

10.1 サポートしている RDPチャネルタイプ 

利用可能な RDP チャネルタイプとそれらの機能について以下に説明します。サポートしているクラ

イアントアプリケーションについては、「2.6 サポートプロトコルとクライアントアプリケーション」を参

照してください。 

 Drawing：サーバーのグラフィカルデスクトップ（画面）へのアクセスを有効にします。RDP を

動作させるには、このチャネルを有効にする必要があります。 

 注釈： 

Drawing チャネルが無効で SPS の負荷が高い場合、あるいは接続が 4-eyes 認証を

要求していて承認者の接続の許可が遅い場合は、クライアントは以下のようなエラー

メッセージを受信します。 

The Remote Desktop Gateway server administrator has ended the 

connection. 

Try reconnecting later or contact your network administrator for 

assistance 
 

 Clipboard：サーバーのクリップボードへのアクセスを有効にします。リモートデスクトップの

クリップボードはローカルのアプリケーション（逆も同様）にペーストすることができます。
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SPS は clipboard チャネルを監査できますが、その内容を検索または表示することはできま

せん。 

Clipboard チャネルを有効にした場合、暗黙的にファイルコピーも有効になります。ユーザ

ーは単純にファイルをコピー/ペーストできます。コピー/ペーストされたファイルはログまた

は[Search]>[Search]ページの[File operations]列に表示されません。SPS がファイル転送

のイベントの記録を確実に行うには、Clipboard チャネルを無効にする必要があります。 

 Redirects：ファイル共有、共有プリンタ、共有デバイス（例、CD-ROM）などの RDP で利用

可能なすべてのデバイスのリダイレクションへのアクセスを有効にします。 

 [Search]>[Search]ページの[File operations]列に、ファイル操作を表示させるにはプ

ロトコルのチャネルポリシーに移動して、[Log file transfers to database]オプションを

有効にします。このオプションはデフォルトで無効になっています。 

 システムログにファイル操作を送信するには、[Log file transfers to syslog]オプション

を有効にします。このオプションはデフォルトで無効になっています。 

 注釈： 

ログを有効すると、僅かですがパフォーマンスに影響します。トラフィックの負荷

がプロセスを遅くする場合、このオプションを無効にしてください。 

リダイレクションの特定のタイプのみ有効にするには、以下のチャネルを使用します。 

 Serial redirect：シリアルポートリダイレクションへのアクセスを有効にします。 

 Parallel redirect：パラレルポートリダイレクションへのアクセスを有効にします。 

 Printer redirect：共有プリンタへのアクセスを有効にします。 

プリンタリダイレクションを有効にした場合、TSVCTKT および XPSRD チャネルを使用

する必要があります。これらは XPS プリントを可能にします。 

これらのチャネルは動的な仮想チャネルで、[Custom]チャネルタイプを使用して有効

にする必要があります。 

TSVCTKT および XPSRD チャネルの詳細な情報については、Microsoft Technical 

Document [MS-RDPEXPS](英文)の「2.1 Transport」を参照してください。 

上述の Microsoft Technical Document を参照する前に、 [MS-RDSOD]: Remote 

Desktop Services Protocols Overview(英文)を読むことを推奨します。 

 Disk redirect：共有ディスクドライブへのアクセスを有効にします。 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc242947.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc242947.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh871750.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh871750.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
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 [Search]>[Search]ページの[File operations]列に、ファイル操作を表示させるに

はプロトコルのチャネルポリシーに移動して、[Log file transfers to database]オプ

ションを有効にします。このオプションはデフォルトで無効になっています。 

 システムログにファイル操作を送信するには、[Log file transfers to syslog]オプシ

ョンを有効にします。このオプションはデフォルトで無効になっています。 

 注釈： 

ログを有効すると、僅かですがパフォーマンスに影響します。トラフィックの

負荷がプロセスを遅くする場合、このオプションを無効にしてください。 

Clipboard チャネルを有効にした場合、暗黙的にファイルコピーも有効になります。ユ

ーザーは単純にファイルをコピー/ペーストできます。コピー/ペーストされたファイル

はログまたは[Search]>[Search]ページの[File operations]列に表示されません。SPS

がファイル転送のイベントの記録を確実に行うには、Clipboard チャネルを無効にする

必要があります。 

 SCard redirect：共有 SCard デバイスへのアクセスを有効にします。  

特定のリダイレクションのみ許可するには、[Permitted devices]フィールドにリダイレクショ

ンの一意な名前を入力します。例えば、共有ディスクドライブ c：のみへのアクセスを有効に

する場合、[Disk redirect]チャネルを有効にし[Permitted devices]フィールドに“c：”と入力

します。デバイス名はデバイス自身から基づいていて、大文字小文字が区別されます。セ

キュリティの観点から常に信頼できるとは限りません。 

 Sound：サーバーのサウンドデバイスへのアクセスを有効にします。 

 Custom：アプリケーションは、サーバーにリモートで接続しているクライアントにカスタムチ

ャネルを開くことができます。[Custom]チャネルを有効にすると、クライアントはこれらのカ

スタムチャネルのすべてにアクセスできます。特定のチャネルのみに許可するには、

[Permitted devices]フィールドにチャネルの一意な名前を入力します。  

例えば、RemoteApp 接続を監視するには、カスタムチャネルを設定する必要があります。

詳細については、「10.11 RemoteApp 設定」を参照してください。 

 Seamless：デスクトップ全体にアクセスする代わりに、RDP サーバー上の単一アプリケーシ

ョンを実行する、シームレスチャネルを有効にします。 

 Dynamic virtual channel：サーバーがクライアントへのチャネルを動的に開くことを有効にし

ます。許可された動的チャネルを制限するには、[Permitted channels]フィールドで をク

リックし、許可されたチャネルの名前を入力します。 
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さらに、以下の 1 つ以上を使用する必要があります。 

 PNPDR および FileRedirectorChannel チャネル：プラグアンドプレイデバイスを有効に

します。 

詳細については、Microsoft Technical Document [MS-RDPEPNP] (英文 )の「2.1 

Transport」を参照してください。 

 URBDRC チャネル：USB リダイレクションを有効にします。 

詳細については、Microsoft Technical Document [MS-RDPEUSB](英文 )の「2.1 

Transport」を参照してください。 

上述の Microsoft Technical Document を参照する前に、[MS-RDSOD]: Remote Desktop 

Services Protocols Overview(英文)を読むことを推奨します。 

 注釈： 

チャネルをオープンした時、リモートグループがまだわからない場合があります。例えば、RDP

または ICA のログイン画面の場合、ログイン画面を適切に表示するために、drawing チャネル

が最初に開かれる必要があります。[Remote group]フィールドを空欄にし、これらのチャネル

ルールのみを適用します。ネットワークレベル認証の場合は、必要なすべての情報は既に存

在しているので、この制限は適用されません。 

10.2 プロトコルレベルの RDP設定の作成と変更 

RDP 設定はタイムアウト値、接続で許可される RDP のバージョン、および表示パラメーターを含む

プロトコルレベルの接続パラメーターを決定します。新しい RDP 設定プロファイルの作成、あるい

は既存の設定を変更するには以下の手順を実行します。 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc242231.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff635589.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh871750.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh871750.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
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Figure 10-1 RDP Control > Settings — RDP 設定 

 

 注意： 

RDP 設定の変更は上級ユーザーのみに推奨されます。何を行っているか確実にわからない

限り、これらの設定を変更しないでください。 

手順： 

1. [RDP Control]>[Settings]に移動し、 をクリックして RDP 設定プロファイルを作成します。

プロファイルの名前を入力します（例、rdp5only）。 

2. をクリックして RDP 接続のパラメーターを表示します。 

3. 必要に応じてパラメーターを変更します。以下のパラメーターが利用可能です。 

 Idle timeout：セッションのタイムアウト値(秒)。早くタイムアウトするのを避けるには、大

きい値に設定します。例えば、1 週間（604800 秒）。 

 注意： 

接続のアイドルの判断は接続によって生成されたネットワークトラフィックに基づ

いています、ユーザーのアクティビティに依りません。例えば、1 分毎に時間が表

示されるグラフィカルデスクトップのアプリケーションまたはタスクバーの場合、1

分ごとにネットワークトラフィックが生成されます。これは、1 分を超えるタイムアウ
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ト値の効果を無効にし、SPS が接続を閉じないようにします。 

 

 注意： 

31 秒未満に設定した場合、[RDP Control]>[Connections]の[Act as a Remote 

Desktop Gateway]が有効な場合、MSTSC が失敗し、新しい接続ができません。

これを防ぐには、[Idle timeout]の値を最低でも 31 秒に設定します。 

 Maximum display width：リモートデスクトップの最大幅（ピクセル）（例、1024）。 

 注釈： 

[Maximum display width]と[Maximum display height]オプションは、クライアントモ

ニター設定の合計された解像度をカバーするために十分に高くする必要がありま

す。これらの制限を超えた接続は自動的に失敗します。クライアントで複数のモ

ニターを使用する場合、これらの設定を調整してください。例えば、クライアント

が、各々1920*1080 ピクセルの解像度を持つ 2 つのモニターを使用する場合、

[Maximum display width]は 4000、[Maximum display height]は 2200 に設定しま

す。 

 Maximum display height：リモートデスクトップの最大の高さ（ピクセル）（例、768）。 

 注釈： 

[Maximum display width]と[Maximum display height]オプションは、クライアントモ

ニター設定の合計された解像度をカバーするために十分に高くする必要がありま

す。これらの制限を超えた接続は自動的に失敗します。クライアントで複数のモ

ニターを使用する場合、これらの設定を調整してください。例えば、クライアント

が、各々1920*1080 ピクセルの解像度を持つ 2 つのモニターを使用する場合、

[Maximum display width]は 4000、[Maximum display height]は 2200 に設定しま

す。 

 Maximum display depth：リモートデスクトップの最大色深度（ビット）。（例、24）。次の値

が有効です。：8、15、16、24。 

 注意： 

 32 ビットの使用は現在サポートされていません。クライアント接続で 32 ビッ

トが要求されると、自動的に 24 ビットに落とします。 

 特定の Windows のバージョンでは 24 ビットをサポートしていません、この場

合、これらのバージョンでは 16 ビットの表示しかできません。SPS は 16 ビッ

ト設定に自動的に変更します。 

 Enable RDP4：リモートデスクトップバージョン 4 を有効にします。 
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 Enable RDP5：リモートデスクトップバージョン 5 を有効にします。RDP プロトコルで SSL

暗号化を有効にするには、[Enable RDP5]オプションをチェックし、[Enable Network 

Level Authentication]オプションをチェックするか、接続ポリシーの[Signing CA]を設定

します。 

 Enable Network Level Authentication：ネットワークレベル認証（NLA は、Credential 

Security Service Provider、あるいは CredSSP とも呼ばれています）の使用を有効に

します。 

 このオプションを有効にした場合、ドメインに参加するように SPS を設定する必要

があります。ドメインを使用する場合は、ターゲットサーバーと SPS は同じドメイン

に属しているか、ターゲットサーバーと SPS が属しているドメイン間で信頼関係を

確立されている必要があります。必要とされる信頼関係のタイプの詳細について

は、「10.3.2 複数ドメインでの SPS の使用」を参照してください。SPS をドメインに

参加させる設定の詳細については、「10.3.1 ドメインメンバーシップによるネットワ

ークレベル認証(NLA)」を参照してください。 

 ドメインに参加できない、またはさせたくない場合は、「10.3.3 ドメインメンバーシッ

プ無しでのネットワークレベル認証(NLA)」を参照してください。 

以下の点に注意してください。 

 SSL 暗号化接続は、このオプションを必要としません。ネットワークレベル認証

（NLA）にのみに必要とされます。 

 [Enable Network Level Authentication]オプションを有効にした場合、スマートカー

ド認証を使用することはできません。 

 注意： 

 ネットワークレベル認証(NLA)を使用して Windows 2008 Server R2 が実行し

ているホストにアクセスするには、[Enable RDP4 style authentication]オプシ

ョンにもチェックします。 

 ネットワークレベル認証(NLA)を使用して、Windows XP SP3 クライアントから

サーバーにアクセスするには、“CredSSP”を有効にする必要があります。詳

細については、「Description of the CredSSP in Windows XP SP3」（英文）を

参照してください。 

 Enable RDP4 style authentication：RDP5 プロトコルで RDP4 認証を有効にします。特

定のクライアントアプリケーションで互換性の理由から必要となる場合があります。 

https://support.microsoft.com/en-us/help/951608/description-of-the-credential-security-support-provider-credssp-in-win
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 Enable pre channel check：サーバー側接続の確立前に接続およびチャネルポリシー

を評価します。つまり、接続のすべてが許可されない場合、SPS はサーバー側接続を

確立しません。 

 Permit unreliable usernames：SPS は、RDP 接続でユーザー名を抽出できない場合、

RDP 接続を自動的に終了します。信頼できないユーザー名での接続を許可するには

このオプションを有効にします。RDP接続のユーザー名の信頼を確実に行う方法の詳

細については、「10.9 RDP 接続でのユーザー名」を参照してください。 

既知の問題：Windows Server 2003 R2 にアクセスする場合に、[Permit unreliable 

usernames]が無効で、ユーザー名が信頼できないと、SPS は、ユーザーがログインし

た後にのみ接続を終了します。その為、セッションはサーバー側で閉じられません。 

 Autologon domain suffix：ネットワークレベル認証（CredSSP）で自動ログオンを使用す

る場合に、クライアントがドメインに付加するサフィックスを入力します。 

4. をクリックします。 

5. 接続の[RDP settings]フィールドで、設定したプロファイルを選択します。 

10.3 SPSでのネットワークレベル認証（NLA） 

2 つの異なるシナリオで、ネットワークレベル認証（NLA）を使用するように SPS を設定できます。 

 SPS はドメインのメンバーになります。詳細については、「10.3.1 ドメインメンバーシップによ

るネットワークレベル認証(NLA)」を参照してください。 

 SPS がドメインのメンバーになりません。詳細については、「10.3.3 ドメインメンバーシップ無

しでのネットワークレベル認証(NLA)」を参照してください。 

10.3.1 ドメインメンバーシップによるネットワークレベル認証(NLA) 

Credential Security Service Provider（CredSSP、ネットワークレベル認証：NLA）を使用する場合は

ドメインに参加する必要があります。 

前提条件： 

ターゲットサーバーと SPS は同じドメインに属しているか、ターゲットサーバーと SPS が属している

ドメイン間で信頼関係を確立している必要があります。必要とされる信頼関係のタイプの詳細につ
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いては、「10.3.2 複数ドメインでの SPS の使用」を参照してください。ドメインに参加できない、また

はさせたくない場合は、「10.3.3 ドメインメンバーシップ無しでのネットワークレベル認証(NLA)」を参

照してください。 

手順： 

1. [RDP Control]>[Settings]に移動し、[Enable Network Level Authentication]オプションをチ

ェックします（ネットワークレベル認証を使用しない接続がある場合は、RDP 設定ポリシー

を個別に作成してください）。 

2. [RDP Control]>[Domain membership]に移動します。 

3. [Join domain]セクションの[Enabled]を有効にします。 

4. [Domain]フィールドにドメイン名（例、mydomain）を入力します。 

Figure 10-2 RDP Control > Settings — ドメインへの参加 

 

5. [Full domain name]フィールドにレルム名（例、mydomain.example.com）を入力します。 

 注釈： 

DNS 設定が正しく、SPS が完全修飾ドメイン名を名前解決できることを確認してくださ

い。これをチェックするには、[Basic Settings]>[Troubleshooting]>[Ping]に移動し、[Ho

stname]フィールドに完全修飾ドメイン名を入力して[Ping host]をクリックします。 

6. をクリックします。 

7. [Join domain]をクリックします。ポップアップウィンドウが表示されます。 

8. SPS がドメインに参加するにはドメインアカウントが必要です。以下の情報を入力します。 

 [Username]フィールドにユーザー名を入力します。 
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 [Password]フィールドにパスワードを入力します。 

 注釈： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用

することができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

 [Domain controller]フィールドにドメインコントローラー名を入力します。このフィールド

が空欄の場合、SPS は自動的にドメインコントローラーを検索します。 

 注釈： 

DNS 設定が正しく、SPS がドメインコントローラーのホスト名を名前解決できること

を確認してください。これをチェックするには、[Basic Settings]>[Troubleshooting]

>[Ping]に移動し、[Hostname]フィールドにドメインコントローラーのホスト名を[Pin

g host]をクリックします。 

 [Organization unit]フィールドに組織単位(OU)を入力します。 

9. [Join domain]をクリックします。 

10. 成功した場合、SPS は参加したドメイン名を表示します。 

 注釈： 

何らかの理由でドメインから離脱する必要がある場合は[Leave domain]をクリックして

ください。 

10.3.2 複数ドメインでの SPSの使用 

ユーザーがドメイン（EXAMPLE-DOMAIN）に属していて、SPS も同じドメイン（EXAMPLE-DOMAIN）

に属している場合で、ユーザーが異なるドメインに属しているサーバーにアクセスする必要がある

場合は、ドメイン間で信頼レベルの確立が必要です。これは次の表にまとめられています。 

クライアント 
のドメインユーザー名 

ターゲットサーバー 
のドメイン 

結果 

EXAMPLE-
DOMAIN\myusername 

EXAMPLE-DOMAIN 接続は確立されています。 

EXAMPLE-
DOMAIN\myusername 

OTHER-DOMAIN OTHER-DOMAIN が EXAMPLE-DOMAIN を
信頼した場合に接続は確立されます。 

OTHER-
DOMAIN\myusername 

OTHER-DOMAIN OTHER-DOMAIN と EXAMPLE-DOMAIN 間
の両方向で信頼が確立されている場合に接
続は確立します。 

OTHER-
DOMAIN\myusername 

EXAMPLE-DOMAIN OTHER-DOMAIN と EXAMPLE-DOMAIN 間
の両方向で信頼が確立されている場合に接
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続は確立します。 

10.3.3 ドメインメンバーシップ無しでのネットワークレベル認証(NLA) 

ここでのシナリオは、SPS を使用してネットワークレベル認証（NLA、CredSSP とも呼ばれる）のみ

許可するサーバーへの RDP アクセスを監視しますが、クライアント、SPS、およびサーバーが同じ

ドメインに属していない（それらのドメイン間で信頼関係はありません）、あるいはそれらのいずれ

かがドメインに属していない場合のシナリオです。例えば、何らかの利用で SPS をドメインに参加

できない、RDP サーバーがドメインに参加していないスタンドアローンサーバーの場合などです。

次の表に、そのようなシナリオを示しています。 

ユーザー クライアントの 
ドメインメンバーシップ 

SPS の 
ドメインメンバーシップ 

サーバーの 
ドメインメンバーシップ 

ローカルまたは 
ドメインユーザー 

ドメイン ドメインメンバーではない、
または<server-domain>以外 

<server-domain> 

制限： 

 サーバー側のリダイレクションは機能しません。 

 RDP クライアントを正しく設定する必要があります（以下の手順で説明します）。 

手順： 

1. [RDP Control]>[Settings] に 移 動 し 、 [Enable Network Level Authentication]>[Require 

domain membership]オプションのチェックを外します。 

2. RDP クライアントを設定します。 

RDP クライアントを設定して、接続に使用するクライアントのユーザー名を記録するように

します。クライアントでこれらの設定を行わない場合は、SPS はユーザー名とパスワードを

入力するためのログイン画面を自動的に表示します。接続で使用するユーザー名を判別

できない場合、SPS は自動的にログイン画面を表示しますが、現在、このログイン画面で

は宛先アドレスを指定できず、RDP クライアントアプリケーションでのみ指定できます。 

 Windows Vista SP1 以降のプラットフォーム（リモートデスクトッププロトコル 6.1 以上）： 

クライアントで[Local Group Policy Editor(ローカルグループポリシーエディター)]>[ 

Computer Configuration(コンピューターの構成)]>[ Administrative Templates(管理

用テンプレート)]>[ Windows Components(Windows コンポーネント)]>[ Remote Desk

top Services(リモートデスクトップサービス)]>[Remote Desktop Connection Client

(リモートデスクトップ接続のクライアント)]に移動し、[Prompt for credentials on the 
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client computer(クライアントコンピューターで資格情報を要求する)]オプションを有効

にします。詳細については、「Microsoft Documentation」(英文)を参照してください。 

 Windows Vista 以前のプラットフォーム（リモートデスクトッププロトコル 6.0 以下）： 

資格情報を保存するように RDP クライアントを設定します。 [Allow me to save 

credentials(資格情報を保存できるようにする)]オプションをチェックします。 

10.4 SSL暗号化した RDP接続の使用 

SSL 暗号化した RDP 接続を有効にするには、2 つのオプションがあります。 

 ネットワークレベル認証（NLA、または CredSSP）を有効にします。RDP 接続で NLA を有効

にするには、「10.3 SPS でのネットワークレベル認証（NLA）」を参照してください。ネットワー

クレベル認証では、自己署名証明書で SSL 暗号化を使用するため、署名用 CA を設定す

る必要はありません。 

 RDP5 接続を有効にして署名用 CA を設定します。クライアントとサーバーの両方が SSL 暗

号化をサポートしている場合、接続が暗号化されます。この方法を使用するには、以下の

手順を実行します。 

手順： 

1. [RDP Control]>[Settings]に移動し、接続のプロトコル設定を[Enable RDP5]オプションにチ

ェックします。デフォルト設定では、有効になっています。詳細については、「10.2 プロトコル

レベルの RDP 設定の作成と変更」を参照してください。 

2. SPS がクライアントに提示する証明書に署名するために使用される認証局を作成します。

詳細については、「7.12 オンザフライでの証明書署名」を参照してください。 

3. [RDP Control]>[Connections]に移動し、変更する接続ポリシーを選択します。 

4.  

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/cc753945(v=ws.10)
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Figure 10-3 RDP Control > Connections — RDP 接続での SSL 暗号化の使用 

 

[Signing CA]フィールドで、使用する認証局を選択します。 

 注意： 

署名用 CA が選択されていない場合、SSL 暗号化された RDP 接続は自動的に拒否さ

れます。 

5. をクリックします。 

10.5 暗号化された接続での RDPの証明書認証 

デフォルトで、SPS はサーバーによって提示された証明書を認証します。検証された証明書のみ

認証するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. サーバーの証明書を検証するために使用される信頼された CA 証明書リストを作成します。
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詳細については、「7.11 認証局による証明書の検証」を参照してください。 

2. [RDP Control]>[Connections]に移動し、変更する接続ポリシーを選択します。 

3.  

Figure 10-4 RDP Control > Connections —RDP 接続での SSL 暗号化の使用 

 

[Verify server certificate]をチェックします。 

4. [Trusted CA list]フィールドにサーバーの証明書を検証するために使用する CA リストを選

択します。 

5. をクリックします。 

6. オプション手順：着信した RDP 接続に対して、上記の認証局で署名された証明書を提示す

るように Windows サーバーを設定します。これを行うには以下の手順を実行します。 

a. コモンネーム（CN）フィールドにターゲットサーバーの IP アドレス、あるいはホスト名を

含む証明書を生成し、その証明書に、SPS の[Trusted CA list]に追加されている証明

書を発行した認証局で署名します。 

b. ターゲットサーバーの署名された証明書を、秘密鍵を含む PKCS12 形式に変換します。 

c. ターゲットサーバー上で Microsoft Management Console (MMC)を開き、[Add Snap-

in(スナップインの追加と削除)]>[ Certificates(証明書)]>[ Computer Account(コンピュ



 

 

 

 

  Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS 

管理者ガイド 

Rev. 1.0 

 306 / 577 

ーターアカウント)]を選択します。 

d. [Personal(個人)]ストア上で右クリックし、[All Tasks(すべてのタスク)]>[Import(インポ

ート)]を選択して、サーバー用に作成した証明書を選びます。 

e. 証明書のインポートウィザードを完了しますが、[Extended certificate properties(すべ

ての拡張プロパティを含める)]にはチェックしないでください。 

f. [Start(スタート)]>[ Administrative tools(管理ツール)]>[ Remote Desktop Session 

Host Configuration(リモートデスクトップセッションホストの構成)]を選択します。 

g. 設定する接続を右クリックし、[Properties(プロパティ)]>[General(全般)]を選択します。 

h. [Security layer(セキュリティ層)]を[SSL]に設定します。 

i. [Certificate(証明書)]>[Select(選択)]をクリックし、インポートする証明書を選択します。

サーバーは着信した RDP 接続の ID を検証するのに、この証明書を使用します。 

10.6 リモートデスクトップゲートウェイとしての SPSの使用 

リモートデスクトップゲートウェイは、インターネットに接続された任意のデバイスから内部あるい

はプライベートネットワーク上に配置されたリソースに、認証されたリモートユーザーが接続するよ

うにするリモートデスクトップサービスサーバーの役割の内の役割サービスです。アクセス可能な

リソースはターミナルサーバー、リモートアプリケーション、リモートデスクトップなどです。 

リモートデスクトップゲートウェイサーバープロトコルは、転送メカニズムとして HTTPS を使用する

リモートプロシージャ―コール（RPC)プロトコルで、主にクライアントからサーバーへのトラフィック

を、ファイアウォールを越えてトンネリングするために使用されます。SPS はリモートデスクトップゲ

ートウェイとして動作し、リモートデスクトップゲートウェイサーバープロトコルを使用した接続を受

信し、それらを、RDP プロトコルを使用してターゲットサーバーに転送します。 

リモートデスクトップゲートウェイサーバープロトコルはインバンド宛先選択が可能です。つまり、

SPS はクライアント接続からターゲットサーバーのアドレスを抽出できます。 

これで、ユーザー名にターゲットサーバーの名前をエンコードする必要がなくなるため、SPS 上で

接続の管理を大幅に簡素化することができますが、多くのプラットフォームではユーザー名の長さ

が制限されているので問題となることがあります（特にノントランスペアレントモードでは）。 

前提条件： 

 リモートデスクトップゲートウェイを使用してリモートサーバーにアクセスするには、クライア
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ントはリモートデスクトップアプリケーションのバージョン 6.1 以降を使用する必要がありま

す。新しいバージョンをインストールすることは可能ですが、Windows2003 サーバーオペレ

ーティングシステムでは正式にバージョン 6.0 のみ利用可能です。しかしながら、これは、

Windows2003 サーバーが接続のターゲットになる場合ではなく、Windows2003 サーバーホ

ストから RDP 接続を開始する時のみの問題になります。 

 SPS は Windows ドメインのメンバー（ドメインに参加する方法の詳細については、「10.3.1 ド

メインメンバーシップによるネットワークレベル認証(NLA)」を参照してください。）になる必要

があります。あるいは、ローカルユーザーデータベース（詳細については、「7.13ローカルユ

ーザーデータベースの作成」を参照してください）を使用する必要があります。 

 ドメインコントローラー、ターゲットサーバー、クライアント、および SPS のシステム時刻が同

期されていることを確認します。 

 SPS の web インターフェースでのゲートウェイ認証は、リモートデスクトップゲートウェイとし

て SPS を使用する接続ポリシーでは使用することができません。しかしながら、クライアン

トのリモートデスクトップアプリケーションは、2 つの個別の認証を実行するように設定する

ことができます。1 つはリモートデスクトップゲートウェイ（つまり、SPS）上での認証、もう 1

つはターゲットサーバーによる認証です。ゲートウェイ認証を実行するようにクライアントの

リモートデスクトップアプリケーションを設定する詳細については、「10.7ゲートウェイ認証時

のリモートデスクトップクライアント設定」を参照してください。 

 リモートデスクトップゲートウェイサーバープロトコルは、さまざまな認証方式をサポートして

いますが、リモートデスクトップゲートウェイとして動作する SPS は、NTLM 認証のみサポー

トします。 

 SPS はリモートデスクトップゲートウェイとして使用することができます。ターミナルサービス

クライアントはリモートデスクトップゲートウェイとして SPS を使用するように設定する必要

があります。SPS は認証後に（インバンド選択された）サーバーに接続します。 

 リモートデスクトップゲートウェイは証明書を要求します。以下の手順を実行する前に、固

定の証明書を使用するか、オンザフライで証明書を生成するかどうか決定し、証明書を準

備します。 

 接続のポート設定を変更する必要もあります。RDP 接続のデフォルトポートは 3389 ですが、

リモートデスクトップゲートウェイサーバープロトコルはポート 443 を使用します。しかしなが

ら、SPS の web インターフェースもポート 443 を使用します。また、他の接続ポリシーで既

にポート 443 を使用しているかもしれません。したがって、リモートデスクトップサービス接

続を受信するインターフェース上で、管理者あるいはユーザーログインが有効な場合は、
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SPS のインターフェースに新しいエイリアス IP アドレスを追加し、接続ポリシー、およびクラ

イアントの設定で、このエイリアス IP アドレスを使用するようにします。SPS でエイリアス IP

を作成する方法の詳細については、「4.3.2 論理インターフェースの管理」を参照してくださ

い。 

手順： 

1. [RDP Control]>[Connections]に移動し、リモートデスクトップゲートウェイサーバープロトコ

ルを使用しているクライアント接続の着信を処理する、新しい接続ポリシーを作成します。 

2. [Act as a Remote Desktop Gateway]オプションを有効にします。 
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Figure 10-5 RDP Control > Connections — リモートデスクトップゲートウェイ（RD ゲートウェイ）としての SPS 設定 

 
 

3. 接続のターゲットを設定します。 

 すべての着信した接続を単一のターゲットサーバーに接続させるには、 [Use fix 

address]をチェックし、ターゲットサーバーのアドレスを指定します。 

 リモートデスクトップゲートウェイサーバープロトコルから宛先アドレスを抽出するには、

[Inband destination selection]をチェックし、[Target]>[Domain]フィールドにクライアント

のアクセスが許可されたサーバーのアドレスを設定します。インバンド宛先選択を使
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用する方法の詳細については、「7.2 宛先アドレスの変更」を参照してください。 

 注釈： 

ノントランスペアレントモードでは、[To]フィールドにリモートデスクトップゲートウェイサ

ーバー用に生成された IP アドレスを入力します。管理者、あるいはユーザーログイン

用に設定された IP アドレスを入力しないでください。 

4. リモートデスクトップゲートウェイとして動作させるには、SPS がクライアントに証明書を提

示する必要があります。 

 同じ証明書を常に表示するには、[Use the same certificate for every connection]を

チェックし、X.509 証明書と対応する秘密鍵をアプロードします。 

2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します。 

 注意： 

証明書のコモンネーム(CN)は、クライアントアプリケーションで指定されるリモート

デスクトップゲートウェイのアドレス、つまり SPS の FQDN（完全修飾ドメイン名）で

ある必要があります。さもなければ、クライアントは接続を拒否します。 

 すべてのクライアントに対して SPS で新しい証明書を自動的に作成するには、

[Generate certificate on-the-fly]をチェックし、[Signing CA]フィールドで生成された証

明書に署名する認証局(CA)を選択します。署名用 CA を作成する方法の詳細につい

ては、「7.12 オンザフライでの証明書署名」を参照してください。 

デフォルトで、生成された証明書のコモンネーム（CN）は<SPS-hostname.domainname

>です。[Custom Common Name]フィールドにカスタムコモンネームを設定できます。 

 注釈： 

SPS が DER 形式で提示する証明書に署名するのに使用された CA 証明書を保

存し、クライアントの[Local Computer(ローカルコンピューター)]>[Trusted Root 

Certificate(信頼されたルート証明書)]ストアでクライアントにインポートすること

で、クライアントは SPS の ID を検証できます。 

5.    認証にアクティブディレクトリを使用するには、[Active Directory]をチェックします。 

 認証にローカルユーザーデータベースを使用するには、[Local User Database]をチェ

ックし、[Domain]フィールドを入力して[Local User Database]フィールドをリストから選

択します。 

6. 必要に応じて接続ポリシーの他のパラメーターを設定します。 
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7. をクリックします 

10.7 ゲートウェイ認証時のリモートデスクトップクライアント設定 

2 つの個別の認証を実行するように、クライアントのリモートデスクトップアプリケーションを設定す

るには以下の手順を実行します。1 つはリモートデスクトップゲートウェイ（つまり、SPS）上での認

証、1 つはターゲットサーバーによる認証。SPS をリモートデスクトップゲートウェイ（RD ゲートウェ

イ）として動作するように設定する方法の詳細については、「10.6 リモートデスクトップゲートウェイ

としての SPS の使用」を参照してください。 

前提条件： 

 SPS はリモートデスクトップゲートウェイとして動作するよう設定する必要があります。詳細

については、「10.6 リモートデスクトップゲートウェイとしての SPS の使用」を参照してくださ

い。 

 クライアントはリモートデスクトップアプリケーションのバージョン 6.1 以降を使用する必要が

あります。 

 ターゲットサーバーはドメインのメンバーになる必要があります。 

 SPS の論理インターフェースは、クライアントからアクセス可能にする必要があります。

Windows/System32/Drivers/etc/hosts ファイルに論理インターフェースのアドレスを追加

します。 

手順： 

1. Windows クライアントで、リモートデスクトップ接続アプリケーションを起動して、[Advanced

(詳細設定)]>[ Settings(設定)]を選択します。 

Figure 10-6 リモートデスクトップゲートウェイ(RD ゲートウェイ)として SPS を使用するためのリモートデスクトップ
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クライアント設定 

 

2. リモートデスクトップゲートウェイとして SPS を使用するようにクライアントを設定します。

[Connection settings(接続設定)]>[Use these RD Gateway settings(次の RD ゲートウェイ

サーバー設定を使用する)]をチェックします。 

Figure 10-7 リモートデスクトップゲートウェイ(RD ゲートウェイ)として SPS を使用するためのリモートデスクトップ

クライアント設定 
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3. [Server name(サーバー名)]フィールドに SPS のアドレスを入力します。RDP 接続を受信す

るように設定された SPS の論理インターフェースのアドレスを使用します。 

4. [Logon method(ログオン方法)]>[Ask for password (NTLM)(パスワードを要求する(NTLM))]

を選択します。 

5. [Bypass RD Gateway server for local addresses(ローカルアドレスには RD ゲートウェイサ

ーバーを使用しない)]および[Use my RD Gateway credentials for the remote computer(リ

モートコンピューターに RD ゲートウェイの資格情報を使用する)]オプションのチェックを外

します。 

 注釈： 

技術的には、[Use my RD Gateway credentials for the remote computer(リモートコン

ピューターに RD ゲートウェイの資格情報を使用する)]オプションが選択されていても、

ゲートウェイ認証は実行されますが、ゲートウェイとリモートサーバー上で同じ資格情

報が使用されます。 

6. [OK]をクリックします。 

7. [Username(ユーザー名)]にドメインユーザー名を入力します（例、exampledomain\example

username）。 

8. [Connect(接続)]をクリックします。 

 注釈： 

ネットワーク環境によっては、接続が確立されるまで数分かかります。 

10.8 RDP接続でのインバンド宛先選択 

RDP 接続でインバンド宛先選択を使用するには、リモートデスクトップゲートウェイ（RD ゲートウェ

イ）として SPS を使用することを推奨します。詳細については、「10.6 リモートデスクトップゲートウ

ェイとしての SPS の使用」を参照してください。 

リモートデスクトップゲートウェイ（RD ゲートウェイ）として SPS を使用しないで、RDP 接続でインバ

ンド宛先選択を使用するには、SSL 暗号化 RDP 接続を使用する必要があります。（「10.4 SSL 暗

号化した RDP 接続の使用」を参照してください。） 

後者の場合、クライアントで以下の設定を行います。 

RDP クライアントを設定して、接続に使用するクライアントのユーザー名を記録するようにします。
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クライアントでこれらの設定を行わない場合は、SPS はユーザー名とパスワードを入力するための

ログイン画面を自動的に表示します。接続で使用するユーザー名を判別できない場合、SPS は自

動的にログイン画面を表示しますが、現在、このログイン画面では宛先アドレスを指定できず、

RDP クライアントアプリケーションでのみ指定できます。 

 Windows Vista SP1 以降のプラットフォーム（リモートデスクトッププロトコル 6.1 以上）： 

クライアントで[Local Group Policy Editor(ローカルグループポリシーエディター)]>[Compu

ter Configuration(コンピューターの構成)]>[Administrative Templates(管理用テンプレー

ト)]>[Windows Components(Windows コンポーネント)]>[Remote Desktop Services(リモー

トデスクトップサービス)]>[Remote Desktop Connection Client(リモートデスクトップ接続

のクライアント)]に移動し、[Prompt for credentials on the client computer(クライアント

コンピューターで資格情報を要求する)]オプションを有効にします。詳細については、「Micr

osoft Documentation」(英文)を参照してください。 

 Windows Vista 以前のプラットフォーム（リモートデスクトッププロトコル 6.0 以下）： 

資 格 情 報 を 保 存 する よ う に RDP ク ラ イアン ト を 設 定 し ま す。 [Allow me to save 

credentials(資格情報を保存できるようにする)]オプションをチェックします。 

また、ユーザーは、クライアントアプリケーションのユーザー名フィールドに宛先サーバーのアドレ

スをエンコードする必要があります。ほどんとの RDP クライアントアプリケーションはユーザー名に

使用することができる特殊文字を制限しているので、必ずしも直感的ではありません。Microsoft リ

モートデスクトップアプリケーション（mstsc）の場合、以下のポイントに注意してください。 

 フィールドを分けるには、’%’文字を使用します。(例、username%my-targetserver) 

 サーバーのポート番号（デフォルトのポート番号は使用しないでください）を指定するに

は、’^’文字を使用します。例、username%my-targetserver^6464 

 IPv6 アドレスを指定するには、コロン(:)をキャロット(^）で置き換えて、アドレスを丸括弧で

囲みます。例、ターゲットの IP アドレスが：：１の場合、username%(^^1)。同じサーバーでポ

ート番号が 6464 の場合、username%(^^1)^6464。 

10.9 RDP接続でのユーザー名 

RDP 接続を処理する時、SPS は接続からユーザー名の抽出を試みます。例えば、以下の場合に

ユーザー名が必要です。 

 接続でゲートウェイ認証を使用する。ゲートウェイ認証の詳細については、「17.2 ゲートウェ

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/cc753945(v=ws.10)
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/cc753945(v=ws.10)
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イ認証設定」を参照してください。 

 ユーザーマッピングポリシーを使用する。この場合、SPS はゲートウェイ上のユーザー名と

サーバー上のユーザー名を比較します。ユーザーマッピングポリシーおよびゲートウェイ

認証の詳細については、それぞれ「17.1 ユーザーマッピングポリシー設定」および「17.2 ゲ

ートウェイ認証設定」を参照してください。 

 注釈： 

特定な場合に、SPS はサーバーから空のユーザー名を受信します。ポリシーでグルー

プのすべてのユーザーを許可するように接続が設定されていない限り、接続はユーザ

ーマッピングポリシーにより拒否されます。このようなポリシーを追加するには、ユーザ

ーマッピングポリシーの[Username on the server]フィールドに’*’を指定します。SPS

が空のユーザー名を受信するケースついては、「ユーザー名抽出を阻害する Windows

設定」を参照してください。 

 SPS の検索インターフェースでユーザー名によって接続を検索またはフィルターする、ある

いはユーザー名に基づいて自動統計を作成します。 

 [Four Eyes]および[Active Connections]ページでユーザーの接続を表示します。 

 Privileged Account Analytics を使用する場合は、ユーザー名も必要不可欠です。

Privileged Account Analytics については、弊社までお問い合わせください。 

SPS は、RDP 接続でネットワークレベル認証（CredSSP）を使用している場合、および通常は他の

シナリオでも自動的にユーザー名を記録できます。SPS が自動的にユーザー名を抽出できない場

合、ログイン画面が表示されます（SPS は TLS 暗号接続でのみログイン画面を表示できることに

注意してください）。 

RDP ユーザー名を阻害する既知のシナリオは「ユーザー名抽出を阻害する Windows 設定」を参照

してください。 

ユーザー名が記録される場合にのみ、ユーザーがターゲットサーバーにアクセスできるようにする

には、ユーザー名を確実に抽出できない場合に RDP 接続を終了するように SPS を設定します。こ

のような接続を終了するには、[RDP Control]>[Settings]>[Permit unreliable usernames]オプション

を無効にします。 

ユーザー名抽出を阻害する Windows の設定 

Windows クライアントまたはサーバーの以下の設定は、SPS が RDP 接続からユーザー名を正しく

抽出することを阻みます。結果として、ユーザー名は [Search]、 [Four Eyes]および [Active 

Connections]ページで表示されません。 
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 サーバー上で[DontDisplayLastUserName]オプションを有効になっています。Windows サー

バーの[DontDisplayLastUserName]セキュリティ設定は、最後に成功したログインのユー

ザー名を、次のログイン時にデフォルトでログイン画面に表示するかどうかを指定します。

[DontDisplayLastUserName]セキュリティ設定を無効にするには、次のいずれかを行ってく

ださい。 

 HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DontDisplay

LastUsername レジストリ設定を無効にします。詳細については、「DontDisplayLastUs

erName TechNet article」（英文）を参照してください。 

 注釈： 

レジストリ設定は、グループポリシー設定によって書き換えることができます。 

 [Computer Configuration(コンピューターの構成)]>[Windows Settings(Windows の設

定 )]>[Security Settings( セ キ ュ リ テ ィ の 設 定 )]>[Local Policies( ロ ー カ ル ポ リ シ

ー)]>[Security Options(セキュリティオプション)]ポリシーで、このオプションを無効にし

ます。詳細については、「Do not display last user name in logon screen TechNet article」

（英文）を参照してください。 

 サーバー側認証がありません。この問題を回避するには、サーバーがユーザー認証を要

求しているかどうか確認します。 

 サーバーが Windows2003 サーバーあるいは WindowsXP で、リモートデスクトップクライア

ントアプリケーションの[Allow to save credentials(資格情報を保存できるようにする)]ある

いは[Remember my credentials(資格情報を記憶する)]オプションが有効な場合。これらの

オプションを無効にし、既にクライアントに保存された資格情報を削除します。 

10.10 Windowsで RDPのログイン資格情報の保存 

Windows で自動 RDP ログインを使用できますが、保存されている資格情報はデフォルトで信頼さ

れていないので、接続ごとにパスワードを入力する必要があります。保存された資格情報の使用

を許可するには、クライアントで以下のローカルポリシーを作成します。 

手順： 

1. グループポリシーエディターを開きます。gpedit.msc を実行します。 

2. [Local Computer Policy(ローカルコンピューターポリシー)]>[Computer Configuration(コン

ピューターの構成 )]>[Administrative Templates(管理用テンプレート )]>[System(システ

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc957392.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc957392.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc938084.aspx
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ム)]>[ Credentials Delegation(資格情報の委任)]に移動します。 

3. [Allow Delegating Saved Credentials with NTLM-only Server Authentication(NTLM のみ

のサーバー認証で保存された資格情報の委任を許可する)]ポリシーを開きます。 

4. [Enabled(有効)]をチェックし[Show(表示)]をクリックして、“TERMSRV/*”と入力します。 

5. [Apply(適用)]をクリックします。 

6. [Allow Delegating Saved Credentials(保存された資格情報の委任を許可する)]ポリシーを

開きます。 

7. [Enabled(有効)]をチェックし[Show(表示)]をクリックして、“TERMSRV/*”と入力します。 

8. [Apply(適用)]をクリックします。 

9. [Allow Delegating Default Credentials with NTLM-only Server Authentication(NTLM のみ

のサーバー認証で既定の資格情報の委任を許可する)]ポリシーを開きます。 

10. [Enabled(有効)]をチェックし[Show(表示)]をクリックして、“TERMSRV/*”と入力します。 

11. [Apply(適用)]をクリックします。 

12. [Allow Delegating Default Credentials(既定の資格情報の委任を許可する)]ポリシーを開き

ます。 

13. [Enabled(有効)]をチェックし[Show(表示)]をクリックして、“TERMSRV/*”と入力します。 

14. [Apply(適用)]をクリックします。 

15. [Deny Delegating Saved Credentials(保存された資格情報の委任を拒否する)]ポリシーの

リストに“TERMSRV/*”が含まれていないことを確認します。 

16. グループポリシーエディターを閉じます。 

17. コマンドラインで、gpupdate /force コマンドを実行します。 

10.11 RemoteApp設定 

概要： 

RemoteApp はデフォルトで拒否された RDP チャネルを使用します。SPS で RemoteApp の RDP 接

続を設定する場合、以下のチャネルを有効にするカスタマイズしたチャネルポリシーを作成します。 
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Figure 10-8 RDP Control > Channel Policies —RemoteApps に要求されるチャネル設定 

 

前提条件： 

RDP サーバーの[Use advanced RemoteFX graphics for RemoteApp(RemoteAPP に高度な

RemoteFX グラフィックスを使用する)]グループポリシーを無効にする必要があります。 

ポリシーは、[Computer Configuration(コンピューターの構成)]>[Administrative Templates(管理用

テンプレート)]>[Windows Components(Windows コンポーネント)]>[Remote Desktop Services(リモ

ートデスクトップサービス)]>[Remote Desktop Session Host(リモートデスクトップセッションホス

ト)]>[Remote Session Environment(リモートセッション環境)]>[Use advanced RemoteFX graphics 

for RemoteApp (RemoteAPP に高度な RemoteFX グラフィックスを使用する]で利用可能です。 

手順： 
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1. [RDP Control]>[Channel Policies]に移動します。 

2. をクリックして、新しいチャネルポリシーを作成します。 

3. チャネルポリシーの名前を入力します。 

4. チャネルタイプで[Drawing]を選択します。 

5. をクリックして、チャネルタイプを追加します。 

6. 2 番目のチャネルタイプに[Custom]を選択します。 

7. [Permitted channels]で、 をクリックして以下のチャネルを追加します。 

 rail 

 rail_ri 

 rail_wi 

チャネルごとに をクリックする必要があります。 

8. をクリックして、チャネルポリシーを保存します。 

9. [RDP Control]>[Connections]で RemoteApp を使用する接続を設定する場合、接続の

[Channel policy]で、このチャネルポリシーを選択します。 

11 SSH固有の設定 

以下のセクションでは SSH プロトコルのみに利用可能な設定について説明します。誰が、いつ、ど

のように SSH 接続にアクセスできるかを制御するために以下のポリシーを使用します。 

 ホストキーとホスト証明書：SPS では、クライアントホスト、およびサーバーの ID をどのよう

に検証するか設定できます。詳細については、「11.1 接続の SSH ホストキーと証明書の設

定」を参照してください。 

 認証ポリシー：認証ポリシーでは、接続で許可される認証方式を設定します。クライアント

側、およびサーバー側の接続で、異なる方式を使用できることができます。詳細について

は、「11.3 認証ポリシー」を参照してください。 

 ユーザーリスト：ユーザーリストは接続の使用を許可された（あるいは、禁止された）ユーザ

ー名のリストです。基本的にはホワイトリスト、あるいはブラックリストです。接続の他の要

件に一致するすべてのユーザーがデフォルトで許可されます。詳細については、「7.8 ユー
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ザーリストの作成と変更」を参照してください。 

 チャネルポリシー：チャネルポリシーは、接続で使用することができる SSH チャネル（例え

ば、terminal session、SCP など）、およびそれらを監査するかどうかを決定します。それぞ

れのチャネルは、チャネルポリシーで設定されている特定の制限下のみで利用可能です。

詳細については、「7.5 チャネルポリシーの作成と変更」を参照してください。 

 SSH 設定：SSH 設定は、接続のタイムアウト値とグリーティングメッセージが含まれた、プロ

トコルレベルでの接続のパラメーターを決定します。次のパラメーターは、接続でどのよう

なアルゴリズムが使用されるか決定し、クライアント側、およびサーバー側で独立して設定

することができます。：キー交換、ホストキー、暗号方式、MAC、および圧縮アルゴリズム。

デフォルト値には、すべての可能なアルゴリズムが含まれています。詳細については、

「11.5 プロトコルレベルの SSH 設定の作成と変更」を参照してください。 

 コンテンツポリシー：コンテンツポリシーは、さまざまなテキストパターンで接続の内容を検

査し、そのパターンを発見した場合にアクションを実行することができます。例えば、SPS

は、SSH ターミナルセッションで特定のコマンドが使用された場合に e-mail アラートを送信

できます。詳細については、「7.6.1 新しいコンテンツポリシーの作成」を参照してください。 

 チケットポリシー：チケットポリシーは、ターゲットサーバー上で認証される前にユーザーに

チケット ID を要求することができます。つまり、SPS は、ユーザーがサーバーにアクセスす

る正当な理由があることを検証できます。オプションとして、正当な理由がない場合は接続

を終了します。詳細については、「17.5 チケットシステムとの連携」を参照してください。 

 認証および承認プラグイン：SPS は、ターゲットサーバー上で認証する前にユーザーを認

証あるいは承認するために外部システムと SPS を連携するプラグインフレームワークを提

供します。このようなプラグインは、例えば、複数要素で認証を実行するために、ユーザー

から追加の情報を要求するためにも使用できます。詳細については、「17.6 外部の認証お

よび承認システムとの統合」を参照してください。 

11.1 接続の SSHホストキーと証明書の設定 

デフォルトでは、SPS は接続が最初に確立された時にサーバーのホストキー、あるいは証明書を

認証し保存します。接続で使用されて認証された SSH キーおよび証明書を手動で設定するには、

以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [SSH Control]>[Connections]に移動し、 をクリックして接続の詳細を表示します。 
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Figure 11-1 SSH Control > Connections — 接続の SSH ホストキー設定 

 

 

 

2. ホ ス ト キ ー に 基 づ い て サ ー バ ー の ID を 検 証 す る に は 、 [Server-side hostkey 

settings]>[Allow plain host keys]をチェックします。 

 注釈： 



 

 

 

 

  Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS 

管理者ガイド 

Rev. 1.0 

 322 / 577 

[Plain host key check]オプションの内 1 つを有効にする必要があります。 

 最初の接続で、サーバーによって提示されたキーを自動的に記録するには[Accept 

key for the first time]を選択します。SPS は以降の接続でサーバーからこのキーのみ

を認証します。これは、SPS のデフォルトの動作です。 

 サーバーのキーが、SPS ですでに利用可能な場合、[Only accept trusted keys]を選

択します。SPS はサーバーから保存されたキーのみ認証します。サーバーのホストキ

ー設定の詳細については、「11.4 サーバーホストキーと証明書」を参照してください。 

 SSH ホストキーの検証を無効にするには[Disable SSH hostkey checking]を選択しま

す。 

 注意： 

SSH ホストキーの検証を無効にすると、SPS はサーバーの ID を検証して、中間

者(MITM)攻撃を防ぐことが不可能になります。 

3. X.509 ホスト証明書に基づいてサーバーの ID を検証するには[Server-side hostkey 

settings]>[Allow X.509 host certificates]をチェックします。 

 注釈： 

[X.509 host certificate check]オプションの内 1 つを有効にする必要があります。 

 最初の接続で、サーバーによって提示された証明書を自動的に記録するには

[Accept certificate for the first time]を選択します。SPS は以降の接続でサーバーか

らこの証明書のみを認証します。 

 サーバーの証明書が、SPS ですでに利用可能な場合、 [Only accept uploaded 

certificates]を選択します。SPS はサーバーから保存された証明書のみ認証します。

サーバーのホスト証明書の設定の詳細については、「11.4 サーバーホストキーと証明

書」を参照してください。 

 サーバーのホスト証明書を CA 証明書で検証するには[Only accept certificates 

authenticated by the trusted CA list]を選択し、[Trusted CA list]フィールドで使用す

る信頼された CA を選択します。CA リストを作成する方法の詳細については、「7.11

認証局による証明書の検証」を参照してください。 

 注釈： 

デフォルトで、SPS はプレーンなホストキーのみ認証し、最初に認証します。 

 SSH ホスト証明書の検証を無効にするには[No check required]を選択します。 
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 注意： 

SSH ホスト証明書の検証を無効にすると、SPS はサーバーの ID を検証して、中

間者(MITM)攻撃を防ぐことが不可能になります。 

4. SPS がクライアントに提示する RSA、および DSA ホストキーを設定するには[Client side 

hostkey settings]>[Allow plain host keys]をチェックし、[RSA host key]または[DSA host 

key]フィールドの をクリックして、それぞれ RSA、および DSA のホストキーを設定します。 

キーをアップロードまたはペースト、あるいはキーの種類により新しいキーを生成すること

も可能です。以下のオプションがあります。 

 DSA キー：キーをアップロード、またはペーストできます。 

 注釈： 

DSA ホストキーはセキュリティ上の理由から廃止されています。 

 RSA キー：キーのアップロード、ペースト、あるいは新しいキーを生成するかを選択で

きます。 

 注釈： 

2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します。 

キーの公開部分を表示するには、フィンガープリントをクリックします。 

5. SPS がクライアントに X.509 証明書を提示するようにするには [Client side hostkey 

settings]>[Allow X.509 host certificates]をチェックします。 

 同じ証明書を常に使用するには、[Use the same certificate for every connection]を

選択して、秘密鍵と証明書をアップロードします。 

 接続ポリシー（すべてのセッションではない）ごとに新しい証明書を生成するには、

[Generate certificates on-the-fly]を選択し、[Signing CA]フィールドで証明書に署名

するのに使用する CA を設定します。署名用 CA を作成についての詳細については、

「7.12 オンザフライでの証明書署名」を参照してください。 

6. をクリックします。 

11.2 サポートしている SSHチャネルタイプ 

利用可能な SSH チャネルタイプと機能について以下に説明します。サポートするクライアントアプ

リケーションについては、「2.6 サポートプロトコルとクライアントアプリケーション」を参照してくださ
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い。 

 Agent：SSH 認証エージェントをクライアントからサーバーにフォワードします。 

 注釈： 

ターゲットサーバーでエージェントベース認証を実行するのに、接続で使用されるチャ

ネルポリシーで Agent-forwarding チャネルを有効にする必要はありません。Agent-

forwarding チャネルは、ターゲットサーバーから他のデバイスに接続を確立して、クラ

イアントで実行しているエージェントを使用して認証するためにのみ必要です。 

 X11 Forward：グラフィカル X-サーバーセッションをサーバーからクライアントにフォワードし

ます。特定のクライアントにのみ X11 フォワードを許可するには、 [Allowed client 

addresses]フィールドにクライアントのアドレスを入力します。IP アドレスまたはネットワーク

（IP アドレス/プレフィックス形式）を指定します。 

 注釈： 

特定のクライアントアプリケーションはターゲットアドレスをホスト名として、その他は IP

アドレスとして送信します。さまざまなクライアントアプリケーションを混在して使用する

場合、チャネルルールを複製し、同じルールの IP アドレスとホスト名のバージョンを作

成する必要があります。 

 Local Forward：クライアントのローカルポートに着信したトラフィックをリモートホストにフォ

ワーディングします。選択されたホスト間にのみフォワードを有効にするには、[Allowed 

forwards]フィールドに IP アドレスを入力します。[Allowed forwards]フィールドが空の場合、

ローカルフォワードは制限なしで有効になり、クライアントはすべてのトラフィックをリモート

ホストにフォワードできます。[Originator]フィールドに転送されるトラフィックの送信元、

[Target]フィールドにトラフィックの宛先を入力します。IP アドレスまたはネットワーク（IP アド

レス/プレフィックス形式）を指定します。これらのパラメーターは転送されるトラフィックのエ

ンドポイント（つまり、リモートホストにデータを送信するローカルホスト）で、SSH サーバー

あるいはクライアントではありません。例えば、192.168.20.20 のホストから 192.168.50.50 の

リモートにフォワードするには、[Originator]フィールドに 192.168.20.20、[Target]フィールド

に 192.168.50.50 を入力します。 
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Figure 11-2 ローカル TCP フォワード 

 

 注釈： 

特定のクライアントアプリケーションはターゲットアドレスをホスト名として、その他は IP

アドレスとして送信します。さまざまなクライアントアプリケーションを混在して使用する

場合、チャネルルールを複製し、同じルールの IP アドレスとホスト名のバージョンを作

成する必要があります。 

 

 注意： 

特定の SSH クライアント-サーバーの組み合わせでは、SPS を経由したポートフォワー

ディングは失敗します。これは、プロトコル内で、ポートフォワード要求（SSH_MSG_GLO

BAL_REQUEST）中に、リモートホストのアドレスがホスト名として指定されているが、チ

ャネルオープン要求（SSH_MSG_CHANNEL_OPEN）でホスト名が IP アドレスに解決され

る場合に起こります。デフォルトで、SPS は、このような接続を拒否します。 

このような接続を有効にするには、[SSH Control]>[Settings]に移動し、[Strict mode]

オプションを無効にします。 

 Remote Forward：サーバーのリモートポートに着信したトラフィックをクライアントにフォワー

ディングします。選択されたホスト間にのみフォワードを有効にするには、 [Allowed 

forwards]フィールドに IP アドレスを入力します。[Allowed forwards]フィールドが空の場合、

リモートフォワードは制限なしで有効になり、SSH サーバーはすべてのトラフィックをクライ

アントにフォワードできます。[Originator]フィールドに転送されるトラフィックの送信元、

[Target]フィールドにトラフィックの宛先を入力します。IP アドレスまたはネットワーク（IP アド

レス/プレフィックス形式）を指定します。これらのパラメーターは転送されるトラフィックのエ

ンドポイント（つまり、クライアントにデータを送信するリモートホスト）で、SSH サーバーでは

ありません。例えば、192.168.20.20 のリモートホストから 192.168.50.50 のクライアントにフォ

ワ ー ド す る に は 、 [Originator] フ ィ ー ル ド に 192.168.20.20 、 [Target] フ ィ ー ル ド に
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192.168.50.50 を入力します 

Figure 11-3 リモート TCP フォワード 

 

 注釈： 

特定のクライアントアプリケーションはターゲットアドレスをホスト名として、その他は IP

アドレスとして送信します。さまざまなクライアントアプリケーションを混在して使用する

場合、チャネルルールを複製し、同じルールの IP アドレスとホスト名のバージョンを作

成する必要があります。 

 

 注意： 

特定の SSH クライアント-サーバーの組み合わせでは、SPS を経由したポートフォワー

ディングは失敗します。これは、プロトコル内で、ポートフォワード要求（SSH_MSG_GLO

BAL_REQUEST）中に、リモートホストのアドレスがホスト名として指定されているが、チ

ャネルオープン要求（SSH_MSG_CHANNEL_OPEN）でホスト名が IP アドレスに解決され

る場合に起こります。デフォルトで、SPS は、このような接続を拒否します。 

このような接続を有効にするには、[SSH Control]>[Settings]に移動し、[Strict mode]

オプションを無効にします。 

 Session Exec：セッションシェルを開かないでリモートコマンド（例、rsync）を実行します。

[Permitted commands]フィールドに許可するコマンドを入力します。コマンドを指定するの

に正規表現を使用できます。このフィールドには文字（a-z, A-Z）、数字(0-9)、および次の

特殊文字 ({}()*?\\|[]) のみ入力できます。 

 注意： 

Session Exec チャネルで利用可能なコマンドを制限しても、他のコマンドを実行され

ないという保証はありません。コマンドをリネームしたり、そのような制限を回避するた

めにシェルスクリプトから実行できたりします。 

 Session Exec SCP：Secure Copy（SCP）プロトコルを使用してファイルを転送します。 

 [Search]>[Search]ページの[File operations]列にファイル操作の一覧を利用可能にす



 

 

 

 

  Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS 

管理者ガイド 

Rev. 1.0 

 327 / 577 

るには、プロトコルのチャネルポリシーページに移動して、 [Log file transfers to 

database]オプションを有効にします。このオプションはデフォルトで無効です。 

 システムログにファイル操作を送信するには、[Log file transfers to syslog]オプション

を有効にします。このオプションはデフォルトで無効です。 

 注釈： 

ログを有効すると、僅かですがパフォーマンスに影響します。トラフィックの負荷

がプロセスを遅くする場合、このオプションを無効にしてください。 

 

 注意： 

WinSCP アプリケーションは、SCP プロトコルの RFC に正しく準拠していないため、

[Session Exec SCP ]チャネルの代わりに[Session Shell]チャネルでファイル転送する

ことができます。 

 チャネルポリシーで[Session Shell]チャネル（SSH ターミナルセッションで必要で

す）を有効にした場合、[転送プロトコル]>[SCP]を使用して WinSCP を使うとサー

バーとの間でファイル転送が可能になります。また、これらのファイルは

[Search]>[Search]ページの[File operations]フィールドにリストされません。 

 これらの問題を回避するには、クライアントが[転送プロトコル]>[SFTP]オプション

を使用するように強制する必要があります。WinSCP はデフォルトで SFTP を使用

しますが、SCP を使用するように手動で変更することができますし、また、サーバ

ーが SFTP を拒否した場合は SCP を使用するようにフォールバックします。 

 Session Shell チャネルを使用して WinSCP でファイルを転送した場合に接続を終

了するには、画面ポリシーで“WinSCP: this is end-of-file”文字列に一致す

るコンテンツポリシーを作成し、接続ポリシーでこのポリシーを使用します。コンテ

ンツポリシーの詳細については、「7.6 コンテンツポリシーによるリアルタイム接続

監視」を参照してください。このソリューションは WinSCP バージョン 5.1.5 でテスト

されています。他のバージョンで正しく動作しない場合は、弊社カスタマーポータ

ルまでお問い合わせください。 

 Session Subsystem：サブシステムを使用します。[Permitted subsystem]フィールドに許可

するサブシステムの名前を入力します。 

 Session SFTP：Secure File Transfer プロトコル（SFTP）を使用してファイルを転送します。 

 [Search]>[Search]ページの[File operations]列にファイル操作の一覧を利用可能にす

るには、プロトコルのチャネルポリシーページに移動して、 [Log file transfers to 

database]オプションを有効にします。このオプションはデフォルトで無効です。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
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 システムログにファイル操作を送信するには、[Log file transfers to syslog]オプション

を有効にします。このオプションはデフォルトで無効です。 

 注釈： 

ログを有効すると、僅かですがパフォーマンスに影響します。トラフィックの負荷

がプロセスを遅くする場合、このオプションを無効にしてください。 

 Session Shell：従来のリモートターミナルセッションです。 

 注意： 

WinSCP アプリケーションは、SCP プロトコルの RFC に正しく準拠していないため、

[Session Exec SCP ]チャネルの代わりに[Session Shell]チャネルでファイル転送する

ことができます。 

 チャネルポリシーで[Session Shell]チャネル（SSH ターミナルセッションで必要で

す）を有効にした場合、[転送プロトコル]>[SCP]を使用して WinSCP を使うとサー

バーとの間でファイル転送が可能になります。また、これらのファイルは

[Search]>[Search]ページの[File operations]フィールドにリストされません。 

 これらの問題を回避するには、クライアントが[転送プロトコル]>[SFTP]オプション

を使用するように強制する必要があります。WinSCP はデフォルトで SFTP を使用

しますが、SCP を使用するように手動で変更することができますし、また、サーバ

ーが SFTP を拒否した場合は SCP を使用するようにフォールバックします。 

 Session Shell チャネルを使用して WinSCP でファイルを転送した場合に接続を終

了するには、画面ポリシーで“WinSCP: this is end-of-file”文字列に一致す

るコンテンツポリシーを作成し、接続ポリシーでこのポリシーを使用します。コンテ

ンツポリシーの詳細については、「7.6 コンテンツポリシーによるリアルタイム接続

監視」を参照してください。このソリューションは WinSCP バージョン 5.1.5 でテスト

されています。他のバージョンで正しく動作しない場合は、弊社カスタマーポータ

ルまでお問い合わせください。 

11.3 認証ポリシー 

認証ポリシーは接続で使用できる認証方式のリストです。接続の定義は、クライアントがターゲット

サーバーに、どのように認証できるかを決定するのに認証ポリシーを参照します。異なる認証方

式を接続のクライアント側、およびサーバー側で使用することが出来ます。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
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Figure 11-4 認証ポリシー 

 

11.3.1 新しい認証ポリシーの作成 

新しい認証ポリシーを作成するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [SSH Control]>[Authentication Policies]に移動し、 をクリックします。 

Figure 11-5 SSH Control > Authentication Policies — 認証ポリシー設定 
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2. [Name]フィールドにポリシーの名前を入力します。 

3. [Client-side gateway authentication backend]フィールドに、クライアント側で使用する認証

方式を選択します。クライアント側の認証設定の詳細については、「11.3.2 クライアント側の

認証設定」を参照してください。 

4. [Relayed authentication methods]フィールドに、サーバー側で使用する認証方式を選択し

ます。リレー認証設定の詳細については、「11.3.3 リレー認証方式」を参照してください。 

5. をクリックします。 

 注意： 

 クライアント側の認証設定は、ユーザーが SPS ゲートウェイにインバンド（つまり、

SSH プロトコル内）で認証するために適用され、SPS の web インターフェースで実

行されるゲートウェイ認証とは独立しています。Web ベースのゲートウェイ認証

は、接続ポリシーによって要求することができるアウトバンドゲートウェイ認証で

す。アウトバンドゲートウェイ認証の詳細については、「17.2.1 アウトバンドゲート

ウェイ設定」を参照してください。 

SPS の web インターフェースによるゲートウェイ認証は、認証ポリシーと共に使用

することができます。極端な設定では、ユーザーは 3 つの認証を実行する必要が

あることを意味します：SPS への SSH プロトコルによるクライアント側ゲートウェイ

認証、SPS の web インターフェースによるアウトバンドゲートウェイ認証、およびタ

ーゲットサーバーでの最終認証です。 
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 接続ポリシーは、資格情報ストアが接続ポリシーで使用されている場合、サーバ

ー側認証の設定（[Relayed authentication methods]の設定）を無視します。 

11.3.2 クライアント側の認証設定 

クライアント側の接続では、SPS はクライアントを以下の認証方式を使用してインバンド（SSH プロ

トコルによって）で認証できます。 

Figure 11-6 SSH Control > Authentication Policies — SSH 認証ポリシー設定 
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 LDAP：SPS は接続ポリシーの[LDAP Server]で設定された LDAP データベースでクライア

ントを認証します。クライアント側で LDAP 認証をするには、 [Client-side gateway 

authentication backend]>[LDAP]を選択し、許可する認証方式（[Password]、[Public key]、

[X.509 certificate]）を選択します。1 つ以上の方式を許可することができます。 

 注意： 

 SPS は、接続ポリシーで設定された LDAP サーバーにクライアント側接続を認証

します。SPS の web インターフェースにアクセスするユーザーを認証するのに使

用している LDAP サーバーと必ずしも同じではありません。 

 LDAP データベースに保存されているユーザーの公開鍵は OpenSSH フォーマッ

トにする必要があります。 

 Local：SPS ゲートウェイ上でローカルにクライアントを認証します。詳細については、

「11.3.2.1 ローカルのクライアント側認証」を参照してください。 

 RADIUS：SPS は、指定した RADIUS サーバーでクライアントを認証します。[Client-side 

gateway authentication backend]>[RADIUS]を選択して、[Address]フィールドに RADIUS サ

ーバーの IP アドレスまたはホスト名を、[Port]フィールドに RADIUS サーバーのポート番号

を、[Shared secret]フィールドに RADIUS サーバーの共通暗号鍵を、それぞれ入力します。

パスワード認証（ワンタイムパスワードを含む）のみサポートされており、チャレンジレスポ

ンスベースの認証はサポートされていません。 

パスワード認証プロトコルを使用するには、[PAP]を選択します。チャレンジハンドシェイク
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認証プロトコルを使用するには、[CHAP]を選択します。 

Figure 11-7 SSH Control > Authentication Policies —RADIUS 認証設定 

 

IPv4 アドレスを使用します。 

RADIUS サーバーを追加するには、 をクリックして各フィールドを入力します。 

 None：クライアント側の認証を実行しません。クライアントはターゲットサーバー上でのみ認

証されます。 

 注意： 

セキュリティ違反の危険！[None]認証オプションがクライアント側で選択されていて、

SPS がサーバー上で公開鍵または証明書ベースの認証を使用するように設定されて

いる場合、ゲートウェイ認証が接続で要求されていない限り、ユーザーは全く認証され

ません。 

クライアントの認証に証明書を使用するには、[LDAP]と[Local]が使用できます。インバンドゲート

ウェイ認証でクライアントを認証するのに証明書を使用する場合、クライアント側のインバンドゲー

トウェイ認証が成功するかどうかは、クライアント側の証明書と[Trusted CA]が[SSH/Telnet Con

trol]>[Authentication Policies]>[Client-side gateway authentication backend]>[X.509 certificat

e]に設定されているかどうかに依存します。これは次の表にまとめられています。 

 信頼された CA（[Trusted CA]）が認証ポリシーで
設定されているか？ 

 はい いいえ 
クライアントが提示した証明書は自己署名され
ていて、ユーザーはローカルユーザーデータベ
ース内のユーザーで、自己署名された証明書
がデータベースに設定されている場合。 

成功 成功 
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クライアントが提示した証明書が CA により署
名されている場合。 

成功 失敗 

Table 11-1  Client-side inband gateway authentication with different certificates 

11.3.2.1 ローカルのクライアント側認証 

クライアント側の接続用に SPS でローカル認証を実行するには、以下の手順を実行します。 

 注釈： 

ユーザーはパスワード、SPS にアップロードされた公開鍵、または X.509 証明書で認証するこ

とができます。 

SPS の web インターフェースへのアクセス用に作成されたアカウントは SSH 接続を認証する

ために使用することはできません。 

前提条件： 

クライアント側の接続用に SPS でローカル認証を実行するには、既存のローカルユーザーデータ

ベースが必要です。ローカルユーザーデータベースを作成するには、「7.13 ローカルユーザーデー

タベースの作成」の手順を実行してください。 

手順： 

1. [SSH Control]>[Authentication Policies]に移動し、変更する認証ポリシーを選択します。 

2. [Client-side gateway authentication backend]>[Local]を 選択 し、許 可 する認 証 方 式

（[Password]、[Public key]、[X.509 certificate]）を選択します。 

3. [Local User Database]フィールドで、サーバーにアクセスできるユーザーを定義したローカ

ルユーザーデータベースを選択します。 

4. をクリックします。 

11.3.3 リレー認証方式 

サーバー側の接続（SPS とターゲットサーバー間）では、以下の認証方式が利用可能です。 

 注釈： 

これらの設定はサーバー側の接続で参照されますが、クライアントが選択された認証方式を

サポートしていて、有効になっている必要があります。例えば、サーバー側で公開鍵認証を使

用するには、たとえ、異なる認証方式がクライアント側で使用されていても、クライアントも公開
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鍵認証をサポートして“偽の”公開鍵を提供する必要があります。 

接続ポリシーは、資格情報ストアが接続ポリシーで使用されている場合、サーバー側認証の

設定（[Relayed authentication methods]の設定）を無視します。 

 Password：ユーザー名とパスワードに基づいた認証です。パスワードベース認証がクライ

アント側で既に成功していたとしても、サーバーはユーザーにパスワードを要求します。 

 Keyboard-Interactive：ユーザーとサーバー間でのメッセージ交換に基づいた認証です。こ

の方式には S/Key または TIS 認証のような認証方式が含まれます。SSH サーバーの設定

によっては、パスワードベース認証はキーボードインタラクティブ認証方式を使用する必要

もあります。 

 Public Key:：公開-秘密暗号化鍵ペアに基づいた認証です。SPS は以下の公開鍵認証の

シナリオをサポートします。 

2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します。 

 Agent：クライアントがエージェントフォワードを使用するようにし、サーバー側で独自の

鍵ペアを使用します。このオプションを使用する場合、SPS は、クライアントにターゲッ

トサーバーでの認証に SSH エージェントを使用するように要求します。 

 注釈： 

エージェントベース認証は、同じ認証ポリシーで他の認証方式と組み合わせるこ

とができます。 

提供された鍵が認証された場合、他の認証方式、例えば、パスワード認証にフォ

ールバックすることはできません。 

 

 注意： 

ターゲットサーバー上でエージェントベース認証を実行するのに、接続で使用さ

れるチャネルポリシーで Agent-forwarding チャネルを有効にする必要はありませ

ん。Agent-forwarding チャネルは、ターゲットサーバーから他のデバイスへの接

続の確立とクライアント上で実行しているエージェントを使用して認証するために

のみ必要です。 

 Fix：サーバー側の接続で特定の秘密鍵を使用します。 [Relayed authentication 

methods]>[Public key]>[Server side private and public key]>[Fix]>[Private key]を選

択し、 をクリックして秘密鍵をアップロードします。 

 Publish to LDAP：SPS は鍵ペアを生成し、サーバー側の接続に、この鍵ペアを使用し

ます。鍵ペアの公開鍵は、接続ポリシーの[LDAP Server]に設定されている LDAP デ
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ータベースにもアップロードされます。これにより、サーバーは LDAP データベースの

ユーザー名に保存された、生成された公開鍵でクライアントを認証できます。[Relayed 

authentication methods]>[Public key]>[Server side private and public key]>[Publish 

to LDAP]を選択します。 

 注釈： 

SPS は接続ポリシーのすべてのユーザーに鍵ペアを生成しますが、すべてのセ

ッションには生成しません。 

 X.509 certificate：X.509 証明書に基づいて認証します。SPS は以下の証明書ベース認証

のシナリオをサポートします。 

2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します。 

 Agent：クライアントがエージェントフォワードを使用するようにし、サーバー側で独自の

鍵ペアを使用します。このオプションを使用する場合、SPS は、クライアントにターゲッ

トサーバーでの認証に SSH エージェントを使用するように要求します。 

 注釈： 

エージェントベース認証は、同じ認証ポリシーで他の認証方式と組み合わせるこ

とができます。 

提供された鍵が認証された場合、他の認証方式、例えば、パスワード認証にフォ

ールバックすることはできません。 

 

 注釈： 

ターゲットサーバーでエージェントベース認証を実行するのに、接続で使用される

チャネルポリシーで Agent-forwarding チャネルを有効にする必要はありません。

Agent-forwarding チャネルは、ターゲットサーバーから他のデバイスへの接続の

確立とクライアント上で実行しているエージェントを使用して認証するためにのみ

必要です。 

 Fix ： サ ー バ ー 側 の 接 続 で 特 定 の 秘 密 鍵 と 証 明 書 を 使 用 し ま す 。 [Relayed 

authentication methods]>[X.509 certificate]>[Server side certificate]>[Fix]を選択し、

をクリックして秘密鍵と証明書をアップロードします。 

 Generate：SPS は、すべての接続ポリシーについて X.509 証明書と対応した秘密鍵を

生成し、サーバー側の接続でこの証明書を使用します。 [Relayed authentication 

methods]>[X.509 certificate]>[Server side certificate]>[Generate]を選択し、[Signing 

CA]フィールドで生成された証明書に署名するのに使用する認証局を選択します。署

名用 CA の設定方法の詳細については、「7.12 オンザフライでの証明書署名」を参照
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してください。 

 Publish to LDAP：SPS はすべての接続ポリシーに X.509 証明書と対応する秘密鍵を

生成し、サーバー側の接続にこの証明書を使用します。証明書は、接続ポリシーの

[LDAP Server]に設定されている LDAP データベースにもアップロードされます。これ

により、サーバーは LDAP データベースのユーザー名に保存された、生成された証明

書 で ク ラ イ ア ン ト を 認 証 で き ま す 。 [Relayed authentication methods]>[X.509 

certificate]>[Server side certificate]>[Publish to LDAP]を選択し、[Signing CA]フィー

ルドで生成された証明書に署名するのに使用する認証局を選択します。署名用 CA

の設定方法の詳細については、「7.12 オンザフライでの証明書署名」を参照してくださ

い。 

 注釈： 

SPS はすべての接続ポリシーに証明書を生成しますが、すべてのセッションには

生成しません。 

11.3.4 Kerberos環境の設定 

Kerberos 環境に SPS を統合して、クライアントが Kerberos チケットを使用してターゲットサーバー

上で認証できるようにするには、適切な環境を設定する必要があります。以下の手順を実行しま

す。 

手順： 

1. DNS サーバーの設定。 

a. ドメインネームサーバー(DNS)に、ドメインに属する Key Distribution Center (KDC)を記

述する SRV レコードを追加します。ドメインごとに TCP と UDP の両方のエントリを追

加 し ま す 。 例 え ば 、ド メ イン が example.com で KDC サ ーバ ー の ホ ス ト名 が

kdc.example.com の場合、次のように入力します。 

_kerberos_tcp_example.com 0 0 88 kdc.example.com 

_kerberos_udp_example.com 0 0 88 kdc.example.com 

b. 複数のレルムを使用している環境の場合、すべてのレルムに対して前の手順を繰り

返します。 

c. クライアントが SPS を経由して接続するサーバーに正しい DNS の逆引きエントリがあ

ることを確認します。さもないと、クライアントは、SPS のインバンド宛先選択機能を使
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用してターゲットサーバーにアクセスできません。 

2. SPS の keytab ファイルを作成します。 

a. KDC サーバーで SPS のドメイン名を使用して SPS ホストのプリシンパルを作成しま

す。 

host/sps.example.com@EXAMPLE.COM 

b. 複数のレルムを使用している環境の場合、すべてのレルムの KDC に対して前の手順

を繰り返します。 

c. keytab ファイルにプリシンパルの鍵をエクスポートします。 

d. 複数のレルムを使用している環境の場合、1 つのファイルに異なるレルムの keytab フ

ァイルをマージします。例えば、ktadd または ktutil ユーティリティを使用します。 

e. 複数のレルムを使用している環境の場合、すべてのレルムの KDC に対して前の手順

を繰り返します。 

3. Kerberos (GSSAPI) チケットフォワードを有効にするように、クライアントホストの SSH アプ

リケーションを設定します。（ほとんどのアプリケーションで、デフォルトで無効になっていま

す） 

4. 期待される結果： 

SPS で Kerberos 認証を使用する環境が設定され、SPS ホスト用の keytab ファイルが作成

されました。Keytab ファイルのアップロードと SPS 設定の詳細については、「11.3.5 

Kerberos 認証設定」を参照してください。 

11.3.5 Kerberos認証設定 

Kerberos 認証を実行するには、以下の手順を実行します。 

 注釈： 

Kerberos 認証が接続で設定されている場合、他の認証方式にフォールバックすることはでき

ません。 

前提条件： 

SPS で Kerberos 認証を設定する前に、Kerberos 環境が正しく設定され、keytab ファイルを取得し

ていることを確認してください。詳細については、「11.3.4 Kerberos 環境の設定」を参照してください。 
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手順： 

1. [SSH Control]>[Authentication Policies]に移動します。 

2. 新しい認証ポリシーを作成し、[GSSAPI-based single sign-on]を有効にします。すべての

他の認証方式は無効になります。 をクリックします。 

3. [SSH Control]>[Global Options]>[GSSAPI]に移動します。 

4. keytab ファイルをアップロードします。[Kerberos keytab file]フィールドの[参照]でファイルを

選択し、[Upload]をクリックします。アップロードされたプリシンパルが[Currently uploaded 

principals]に表示されます。 

5. オプション手順：1 つ以上のレルムがネットワークに構成されている場合、サーバーの DNS

ドメイン名からレルムの名前へのマッピングを指定する必要があります。Kerberos レルム

にホスト名をマップするには、 をクリックします。 

6. [SSH Control]>[Connections]に移動し、以下のように SSH 接続を設定します。一般的な接

続の設定の詳細については、「7.1 接続設定」を参照してください。 

a. [Target]で[Use fix address]または[Inband destination selection]を選択します。 

b. [Authentication policy]で Kerberos の認証ポリシーを選択します。 

 注釈： 

ユーザーマッピングポリシーは Kerberos 認証ポリシーで使用することはできません。 

11.4 サーバーホストキーと証明書 

信頼されたサーバーのホストキーおよび X.509 証明書は[SSH Control]メニューの[Server Host 

Keys]で使用して管理することができます。クライアントがサーバーに接続を試行する時に、SPS

はサーバーのホストキーまたは証明書を検証します。接続ポリシーで[Accept key for the first 

time]または[Accept certificate for the first time]オプションが有効になっていない限り、SPS は、

このページにリストされているサーバーにのみ接続を許可します。 

 保存されたホストのホストキーを表示するには、[Host IP address]に IP アドレスを入力し

[Search]をクリックします。検索は正確な IP アドレスを必要とします。ワイルドカード文字は

サポートされていません。 

IPv4 および IPv6 アドレスも使用できます。 
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 保存されたホストキーの一覧を表示するには、[Show All]をクリックします。この機能は、デ

ータベースに 250 を超えるホストが存在していると機能しません。この場合、代わりに

[Generate CSV]を使用してください。 

 カンマ区切りのリストをエクスポートするには、[Generate CSV]をクリックします。 

Figure 11-8 SSH Control > Server Host Keys — サーバーのホストキー 

 

11.4.1 SPSにサーバーのホストキーと証明書の自動追加 

サーバーのホストキーおよびホスト証明書は、自動的に、あるいは手動のどちらかで追加すること

ができます。自動的にホストキーおよび証明書を追加するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [SSH Control]>[Connections]に移動します。 

2. 接続を設定します。[From]、[To]、および[Port]フィールドを入力します。 

IPv4 および IPv6 アドレスも使用できます。 

 トランスペアレント接続で設定するには、[To]フィールドにサーバーの IP アドレスを入

力します。 

 ノントランスペアレント接続で設定するには、[To]フィールドに SPS の IP アドレスを入

力し、[Target]フィールドにターゲットサーバーのアドレスを入力します。 
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3. をクリックし詳細な設定を表示し、[Server side hostkey settings]>[Plain host key check]

オプションが[Accept key for the first time]に設定されていることを確認します。 

サーバーが X.509 証明書を使用する場合、[Allow X.509 host certificates]をチェックし

[X.509 host certificate check]オプションが[Accept certificate for the first time]に設定さ

れていることを確認します。 

をクリックします。 

4. クライアントからサーバーへ SSH 接続を開始します。SPS はサーバーのホストキーを自動

的に記録します。サーバーの IP アドレスとホストキーは、[SSH Control]>[Server Host 

Keys]ページにリストされます。 

11.4.2 サーバーのホストキーと証明書の手動追加 

ホストキーあるいはホスト証明書を手動で追加するには、以下の手順を実行します。 

 注意： 

2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します。 

手順： 

1. [SSH Control]>[Server Host Keys]に移動し、 をクリックします。 

2. [Address]と[Port]フィールドに、サーバーの IP アドレスとポートを入力します。 

IPv4 および IPv6 アドレスも使用できます。 

3. サーバーのホストキーを設定するには、以下の手順を実行します。 

a.    サーバーの RSA フィンガープリントを追加するには、[Public key (RSA)]フィール 

ドの をクリックします。 

 サーバーの DSA フィンガープリントを追加するには、[Public key (DSA)]フィール

ドの をクリックします。 

ポップアップウィンドウが表示されます。 

b.  
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Figure 11-9 SSH Control > Server Host Keys — サーバーホストキーのアップロード 

 

 サーバーからホストキーを取得するには[Query]をクリックします。 

 ホストキーを手動でアップロードするには、[参照]をクリックし、ファイルを選択し

て[Upload]をクリックします。あるいは、[Copy-paste key]セクションでキーをペー

ストして[Set]をクリックすることでもできます。 

ウィンドウを閉じます。 

4. サーバーの証明書を設定するには、以下の手順を実行します。 

a.    サーバーの RSA 証明書を追加するには、[X.509 certificate (RSA)]フィールドの 

をクリックします。 

 サーバーの DSA 証明書を追加するには、[X.509 certificate (DSA)]フィールドの

をクリックします。 

ポップアップウィンドウが表示されます。 
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b. ホストキーを手動でアップロードするには、[参照]をクリックし、ファイルを選択して

[Upload]をクリックします。あるいは、[Copy-paste key]セクションでキーをペーストして

[Set]をクリックすることでもできます。 

ウィンドウを閉じます。 

5. をクリックします。 

11.5 プロトコルレベルの SSH設定の作成と変更 

SSH 設定は、サーバー側の接続の構築時や接続のタイムアウト値、およびグリーティングメッセー

ジも含む、プロトコルレベルの接続パラメーターを決定します。パラメーター（キー交換、ホストキー、

暗号方式、MAC、および圧縮アルゴリズム）は、接続で使用されるアルゴリズムを決定し、クライア

ントおよびサーバー側で独立して設定することができます。新しい SSH 設定プロファイルの作成、

あるいは既存の設定を変更するには、以下の手順を実行します。 

 注意： 

アルゴリズム設定を変更する前に、デフォルトのアルゴリズムが SSH クライアントおよびサー

バーでサポートされているかどうか確認してください。 

サポートされている場合は、これらの設定を触ることなく、そのままにしておくことができます。 

サポートされていない場合、デフォルトのアルゴリズム設定を変更し、クライアントとサーバー

側で同調するようにします。変更は SPS、あるいはクライアント/サーバー自身で行うことがで

きます。 

SPS のアルゴリズム設定の変更は上級ユーザーのみに推奨されます。変更する設定につい

て不明な点があれば、弊社カスタマーポータルまでお問い合わせください。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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Figure 11-10 SSH Control > Settings — SSH 設定 

 

手順： 

1. [SSH Control]>[Settings]に移動し、 をクリックして SSH 設定プロファイルを作成します。

プロファイルの名前を入力します（例、strongencryption）。 

2. をクリックして、SSH 接続のパラメーターを表示します。 

3. 接続のタイムアアウト値を設定するには、[Idle timeout]フィールドに秒単位で値を入力しま

す。早くタイムアウトするのを避けるには、大きい値に設定します。例えば、1 週間（604800

秒）。 

 注意： 

接続のアイドルの判断は接続によって生成されたネットワークトラフィックに基づいて

います、ユーザーのアクティビティに依りません。例えば、1 分毎に時間が表示される

グラフィカルデスクトップのアプリケーションまたはタスクバーの場合、1 分ごとにネット

ワークトラフィックが生成されます。これは、1 分を超えるタイムアウト値の効果を無効

にし、SPS が接続を閉じないようにします。 
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4. サーバーに接続後、クライアントにグリーティングメッセージを表示するには、[Greeting]フ

ィールドにメッセージを入力します。 

5. 認証前にクライアントにバナーメッセージ（「RFC 4252 — The Secure Shell (SSH) 

Authentication Protocol」（英文）で定義されている）を表示するには、[Banner]フィールドに

メッセージを入力します。例えば、このバナーは接続が監査されていることをユーザー通知

できます。 

6. オプション手順：例えば、接続時に OpenSSH バージョンをマスクするために、SSH プロトコ

ルバナーに付加する追加テキストを指定できます。[Software version]フィールドにテキスト

を入力します。 

7. 必要に応じて、暗号化パラメーターを変更します。SPS は、使用することが許可されている、

MAC、キー交換、および暗号アルゴリズムのような暗号化される通信のさまざまな要素で

ポリシーを適用します。パラメーターはクライアント、およびサーバー側で別々に設定する

ことができます。属性は、有効な方式/アルゴリズムをカンマ区切りで文字列として優先順

にリストします。 

利用可能なパラメーターの一覧については、「11.6 サポートする暗号アルゴリズム」を参照

してください。 

 注意： 

CBC ブロック暗号モード、あるいは diffie-hellman-group1-sha1 キー交換アルゴリズム

は使用しないでください。詳細については、「11.6 サポートする暗号アルゴリズム」を参

照してください。 

8. 接続のプロトコルレベルのパラメーターを厳密にチェックするには、[Strict mode]オプション

を有効にします。このオプションはデフォルトで有効です。このオプションが有効な場合は 

SPS は、現実的ではないパラメーターを使用した接続を拒否します、例えば 

 ターミナルの行と列の数値が 512 以上。 

 画面サイズが縦横いずれの方向でも 8192 ピクセル以上。 

SPS は、ポートフォワードリクエストとチャネルオープンリクエストのアドレスが一致しない場

合は、ポートフォワード接続を拒否します。 

 注釈： 

Strict mode では、特定のクライアント、あるいはサーバーアプリケーションで支障が出

る場合があります。 

https://www.ietf.org/rfc/rfc4252.txt
https://www.ietf.org/rfc/rfc4252.txt


 

 

 

 

  Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS 

管理者ガイド 

Rev. 1.0 

 346 / 577 

 

 注釈： 

Strict mode では、非常に大きなターミナルウィンドウサイズを使用するため、

Windows10 の Bash/WSL（Windows Subsystem for Linux）機能は動作しません。

Windows10 の Bash/WSL（Windows Subsystem for Linux）機能の使用はサポートして

いません。 

9. サーバー側の接続を確立する前に、SPS は、接続のすべてが許可されるかどうかを決定

するのに、接続およびチャネルポリシーを評価できます。例えば、時間ポリシーによって拒

否されないなど。この機能を有効にするには、[Enable pre channel check]オプションをチェ

ックします。これにより、SPS は、評価されたポリシーがクライアントにサーバーへのアクセ

スを許可する場合にのみサーバー側の接続を確立します。 

10. をクリックします。 

11. 接続の[SSH settings]フィールドで、この設定プロファイルを選択します。 

11.6 サポートする暗号アルゴリズム 

以下の表では、SPS が認識して設定できるすべての暗号化アルゴリズムが含まれています。一部

しかサポートされていない設定を使用した場合、SPS は警告しないで接続を無視します。 

 注釈： 

CBC ブロック暗号モード、あるいは diffie-hellman-group1-sha1 キー交換アルゴリズムは使用

しないでください。 

キー交換アルゴリズム： 

クライアントおよびサーバーの両方でデフォルトの SPS 設定は以下の通りです。 

diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-

hellman-group14-sha1 

以下のキー交換(KEX)アルゴリズムを認識します。 

キー交換(KEX) Default Comment 

diffie-hellman-group1-sha1 - 推奨しません 

diffie-hellman-group14-sha1 ✔  

diffie-hellman-group-exchange-sha1 ✔  
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diffie-hellman-group-exchange-sha256 ✔  

Table 11-2  キー交換(KEX)アルゴリズム 

暗号アルゴリズム： 

クライアントおよびサーバーの両方でデフォルトの SPS 設定は以下の通りです。 

aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr 

以下の暗号化アルゴリズムを認識します。 

暗号化アルゴリズム Default Comment 

3des-cbc - 推奨しません 

blowfish-cbc - 推奨しません 

twofish256-cbc - 推奨しません 

twofish-cbc - 推奨しません 

twofish192-cbc - 推奨しません 

twofish128-cbc - 推奨しません 

aes256-cbc - 推奨しません 

aes192-cbc - 推奨しません 

aes128-cbc - 推奨しません 

aes256-ctr ✔  

aes192-ctr ✔  

aes128-ctr ✔  

serpent256-cbc - 推奨しません 

serpent192-cbc - 推奨しません 

serpent128-cbc - 推奨しません 

arcfour - 推奨しません 

idea-cbc - 推奨しません 

cast128-cbc - 推奨しません 

none - 暗号化しません。推奨しません 

Table 11-3 暗号化アルゴリズム 

メッセージ認証コード（MAC）アルゴリズム： 

クライアントおよびサーバーの両方でデフォルトの SPS 設定は以下の通りです。 

hmac-sha2-256,hmac-sha2-512 
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以下の MAC アルゴリズムを認識します。 

MAC Default 

hmac-sha1 - 

hmac-sha1-96 - 

hmac-md5 - 

hmac-md5-96 - 

hmac-sha2-256 ✔ 

hmac-sha2-512 ✔ 

Table 11-4 メッセージ認証コード(MAC)アルゴリズム 

SSH 圧縮アルゴリズム： 

クライアントおよびサーバーの両方でデフォルトの SPS 設定は以下の通りです。 

none 

以下の SSH 圧縮アルゴリズムを認識します。 

SSH 圧縮アルゴリズム Default Comment 

zlib -  

none ✔ 圧縮無し 

Table 11-5 SSH 圧縮アルゴリズム 

12 Telnet固有の設定 

以下のセクションでは Telnet プロトコルのみに利用可能な設定について説明します。誰が、いつ、

どのように Telnet 接続にアクセスできるかを制御するために以下のポリシーを使用します。サポ

ートするクライアントアプリケーションについては、「2.6 サポートプロトコルとクライアントアプリケー

ション」を参照してください。 

 チャネルポリシー：Telnet プロトコルは特別な設定オプションはありません。1 つのチャネル

タイプのみ存在します。利用可能なチャネルポリシーオプションは次の通りです。[Type]、

[From]、[Target]、[Time]、[4 eyes]、[Audit]、[Gateway groups]、[Remote groups]、および

[Content policy]。これらのオプションの設定の詳細については、「7.5 チャネルポリシーの

作成と変更」を参照してください。 

 TLS サポート：Telnet 接続で TLS 暗号を有効にするには、「12.1 Telnet 接続での TLS 暗
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号化の有効」を参照してください。 

 認証ポリシー：認証ポリシーでは、接続で許可される認証方式を設定します。クライアント

側、およびサーバー側の接続で、異なる方式を使用できることができます。詳細について

は、「12.2 新しい認証ポリシーの作成」を参照してください。 

 Telnet 設定：Telnet 設定は、接続のタイムアウト値などが含まれた、プロトコルレベルでの

接続のパラメーターを決定します。詳細については、「12.4 プロトコルレベルの Telnet 設定

の作成と変更」を参照してください。 

 チャネルポリシーのユーザーリスト：ユーザーリストは、ゲートウェイ認証と一緒に使用した

場合にのみ効果があります。詳細については、「17.2 ゲートウェイ認証設定」を参照してく

ださい。 

 コンテンツポリシー：コンテンツポリシーは、さまざまなテキストパターンで接続の内容を検

査し、そのパターンを発見した場合にアクションを実行することができます。例えば、SPS

は、Telnet ターミナルセッションで特定のコマンドが使用された場合に e-mail アラートを送

信できます。詳細については、「7.6.1 新しいコンテンツポリシーの作成」を参照してください。 

 チケットポリシー：チケットポリシーは、ターゲットサーバー上で認証される前にユーザーに

チケット ID を要求することができます。つまり、SPS は、ユーザーがサーバーにアクセスす

る正当な理由があることを検証できます。オプションとして、正当な理由がない場合は接続

を終了します。詳細については、「17.5 チケットシステムとの連携」を参照してください。 

 認証および承認プラグイン：SPS は、ターゲットサーバー上で認証する前にユーザーを認

証あるいは承認するために外部システムと SPS を連携するプラグインフレームワークを提

供します。このようなプラグインは、例えば、複数要素で認証を実行するために、ユーザー

から追加の情報を要求するためにも使用できます。 

詳細については、「17.6 外部の認証および承認システムとの統合」を参照してください。 

12.1 Telnet接続での TLS暗号化の有効 

Telnet 接続ポリシーで TLS 暗号化を有効にするには、以下の手順を実行します。暗号化を使用

する場合、SPS は接続ポリシーのポート番号を 992 に自動的に変更します。 

前提条件： 

環境に応じて、以下の内 1 つ以上が必要です。 
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 X.509 証明書、および秘密鍵。SPS はクライアント、およびサーバー側のピアに証明書を提

示します。クライアント、およびサーバー側に異なる証明書を使用することもできます。SPS

で作成することはできないため、これらの証明書を生成するのに、独自の PKI システムを

使用してください。証明書のコモンネームに SPS のドメイン名、あるいは IP アドレスが含ま

れている必要があります。さもないと、クライアントは証明書を拒否します。 

 接続にオンザフライで証明書を生成するには、署名用 CA が必要です。署名用 CA を作成

する方法の詳細については、「7.12 オンザフライでの証明書署名」を参照してください。 

 SPS のピアに特定の認証局によって署名された X.509 証明書を要求するには、信頼され

た認証局が必要です。信頼された CA を作成する方法の詳細については、「7.11 認証局に

よる証明書の検証」を参照してください。 

2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します。 

手順： 

1. [Telnet Control]>[Connections]に移動し、TLS を有効にする接続ポリシーを選択します。 
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Figure 12-1 Telnet Control > Connections — Telnet 接続の TLS 暗号化の有効 

 

 

2. [Client-side transport security settings]セクションで、クライアントと SPS 間で使用する暗

号化設定を設定します。 
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 暗号化を要求するには、[TLS]を選択します。接続が暗号化された場合、SPS はピア

に証明書を提示します。 

 STARTTLS 方式を使用して暗号化接続を有効にするには、[STARTTLS]を有効にし

ます。ピアは STARTTLS 方式を使用する必要があります。暗号化されていない接続

は直ぐに終了します。 

3. ピアに提示する証明書を選択します。 

 すべてのピアに同じ証明書を使用するには、以下の手順を実行します。 

a. PKI システムで SPS 用の証明書を生成し署名して、証明書および秘密鍵をエク

スポートします。 

b. [Use the same certificate for each connection]を選択します。 

c. [Private key for host certificate]の をクリックし、秘密鍵をアップロードします。 

d. [X.509 host certificate]の をクリックし、証明書をアップロードします。 

 すべての接続で別々の証明書を使用するには、以下の手順を実行します。このオプ

ションを使用する場合、クライアントは SPS に証明書を提示する必要があり、[Client-

side transport security settings]>[Peer certificate validation]>[Only accept certif

icates authenticated by the trusted CA list]オプションを設定する必要があります。 

a. SPS がピアに提示する証明書を署名するのに使用する認証局を作成します。詳

細については、「7.12 オンザフライでの証明書署名」を参照してください。 

b. [Generate certificate on-the-fly]を選択します。 

c. [Signing CA]フィールドで、使用する認証局を選択します。 

4. SPS がピアを認証する方法を選択します。 

 証明書を要求しないでピアからの接続を許可するには、[No certificate is required.]を

選択します。 

 特定の CA によって署名された有効な証明書を持つピアからのみの接続を許可する

には、以下の手順を実行します。 

a. ピアの証明書を検証するのに使用される信頼された認証局を作成します。信頼

された CA を作成する方法の詳細については、「7.11 認証局による証明書の検

証」を参照してください。 
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b. [Only accept certificates authenticated by the trusted CA list]を選択します。 

c. [Signing CA]フィールドで、使用する認証局を選択します。 

5. [Server-side transport security settings]セクションで、SPS とサーバー間で使用する暗号

化設定を設定します。 

 暗号化を要求するには、[TLS]を選択します。接続が暗号化された場合、SPS はピア

に証明書を提示します。 

 STARTTLS 方式を使用して暗号化接続を有効にするには、[STARTTLS]を有効にし

ます。ピアは STARTTLS 方式を使用する必要があります。暗号化されていない接続

は直ぐに終了します。 

6. サーバーに提示する証明書を選択します。 

 サーバーが SPS からの証明書を要求しない場合、[None]を選択します。 

 すべてのピアに同じ証明書を使用するには、以下の手順を実行します 

a. PKI システムで SPS 用の証明書を生成し署名して、証明書および秘密鍵をエク

スポートします。 

b. [Use the same certificate for each connection]を選択します。 

c. [Private key for host certificate]の をクリックし、秘密鍵をアップロードします。 

d. [X.509 host certificate]の をクリックし、証明書をアップロードします。 

 すべての接続で別々の証明書を使用するには、以下の手順を実行します。このオプ

ションを使用する場合、クライアントは SPS に証明書を提示する必要があり、[Client-

side transport security settings]>[Peer certificate validation]>[Only accept certif

icates authenticated by the trusted CA list]を設定する必要があります。 

a. SPS がピアに提示する証明書を署名するのに使用する認証局を作成します。詳

細については、「7.12 オンザフライでの証明書署名」を参照してください。 

b. [Generate certificate on-the-fly]を選択します。 

c. [Signing CA]フィールドで、使用する認証局を選択します。 

7. SPS がピアを認証する方法を選択します。 

 証明書を要求しないでピアからの接続を許可するには、[No certificate is required.]を
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選択します。 

 特定の CA によって署名された有効な証明書を持つピアからのみの接続を許可する

には、以下の手順を実行します。 

a. ピアの証明書を検証するのに使用される信頼された認証局を作成します。信頼

された CA を作成する方法の詳細については、「7.11 認証局による証明書の検

証」を参照してください。 

b. [Only accept certificates authenticated by the trusted CA list]を選択します。 

c. [Signing CA]フィールドで、使用する認証局を選択します。 

8. をクリックします。 

期待される結果： 

暗号化設定が接続ポリシーに適用されます。 

12.2 新しい認証ポリシーの作成 

認証ポリシーは接続で使用できる認証方式を記述します。接続定義は、クライアントがターゲット

サーバーに、どのように認証できるかを決定するのに認証ポリシーを参照します。異なる認証方

式を接続のクライアント側、およびサーバー側で使用することが出来ます。 

新しい認証ポリシーを作成するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Telnet Control]>[Authentication Policies]に移動し、 をクリックします。 
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Figure 12-2 Telnet Control > Authentication Policies — Telnet 認証ポリシー設定  

 

2. [Name]フィールドにポリシーの名前を入力します。 

3. [Client-side gateway authentication backend]フィールドにクライアント側で使用する認証

方式を選択します。クライアント側の接続では、SPS は以下の認証方式を使用してクライア

ントをインバンド（Telnet プロトコル内）で認証できます。 

 LDAP：SPS は接続ポリシーの[LDAP Server]で設定された LDAP データベースでクラ

イアントを認証します。クライアント側で LDAP 認証をするには、[Client-side gateway 

authentication backend]>[LDAP]を選択します。 

 注釈 

SPS は、接続ポリシーで設定された LDAP サーバーにクライアント側接続を認証

します。SPS の web インターフェースにアクセスするユーザーを認証するのに使

用している LDAP サーバーと必ずしも同じである必要はありません。 

 Local：ローカルユーザーデータベースを使用して SPS ゲートウェイ上でローカルにク

ライアントを認証します。[Local User Database]フィールドで使用するデータベースを

選択します。詳細については、「7.13 ローカルユーザーデータベースの作成」を参照し

てください。 
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 RADIUS：SPS は、指定した RADIUS サーバーでクライアントを認証します。[Client-

side gateway authentication backend]>[RADIUS]を選択して、[Address]フィールドに

RADIUS サーバーの IP アドレスまたはホスト名を、[Port]フィールドに RADIUS サーバ

ーのポート番号を、[Shared secret]フィールドに RADIUS サーバーの共通暗号鍵を、

それぞれ入力します。パスワード認証（ワンタイムパスワードを含む）のみサポートさ

れており、チャレンジレスポンスベースの認証はサポートされていません。 

IPv4 アドレスを使用します。 

パスワード認証プロトコルを使用するには、[PAP]を選択します。チャレンジハンドシェ

イク認証プロトコルを使用するには、[CHAP]を選択します。 

RADIUS サーバーを追加するには、 をクリックして各フィールドを入力します。 

 None：クライアント側の認証を実行しません。クライアントはターゲットサーバー上での

み認証されます。 

 注意： 

セキュリティ違反の危険！[None]認証オプションがクライアント側で選択されてい

て、SPS がサーバーで公開鍵または証明書ベースの認証を使用するように設定

されている場合、ゲートウェイ認証が接続で要求されていない限り、ユーザーは

全く認証されません。 

4. をクリックします。 

 注釈： 

 クライアント側の認証設定は、ユーザーが SPS ゲートウェイにインバンド（つまり、

Telnet プロトコル内）で認証するために適用され、SPS の web インターフェースで

実行されるゲートウェイ認証とは独立しています。Web ベースのゲートウェイ認証

は、接続ポリシーによって要求することができるアウトバンドゲートウェイ認証で

す。アウトバンドゲートウェイ認証の詳細については、「17.2.1 アウトバンドゲート

ウェイ設定」を参照してください。 

SPS の web インターフェースによるゲートウェイ認証は、認証ポリシーと共に使用

することができます。極端な設定では、ユーザーは 3 つの認証を実行する必要が

あることを意味します：SPS への Telnet プロトコルによるクライアント側ゲートウェ

イ認証、SPS の web インターフェースによるアウトバンドゲートウェイ認証、および

ターゲットサーバーでの最終認証です。 

 接続ポリシーは、資格情報ストアが接続ポリシーで使用されている場合、サーバ

ー側認証の設定（[Relayed authentication methods]の設定）を無視します。 
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12.3 Telnet接続からのユーザー名の抽出 

特定のデバイスでは、Telnet 接続からパターンを使用してユーザー名を抽出することが可能

（TN3270、および TN5250 接続はサポートされていません）です。パターンを選択、あるいはカスタ

マイズされたパターンを要求するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Telnet Control]>[Authentication Policies]に移動し、[Extract username from the traffic]を

有効にします。 

2. 利用可能なターゲットデバイスのリストを表示するには、[Select target devices]をクリックし

ます。[Available devices]列でデバイスを選択して、[Add]をクリックします。[Target devices]

列からデバイスを削除するには、デバイスを選択して[Remove]をクリックします。 

3. [OK]をクリックします。ターゲットデバイスが、[Selected devices]にリストされます。 

4. デバイスが利用可能なターゲットデバイスのリストに見つからない場合は、カスタムパター

ン設定について弊社カスタマーポータルまでお問い合わせください。 

5. カスタムパターン設定をアップロードするには、[Telnet Control]>[Pattern Sets]に移動し、

カスタムパターンファイルを参照して[Upload]をクリックします。 

6. SPS からカスタムパターン設定を削除するには、各行の をクリックします。デフォルトの

パターン設定は削除することはできません。 

12.4 プロトコルレベルの Telnet設定の作成と変更 

Telnet 設定は、タイムアウト値などを含むプロトコルレベルでの接続パラメーターを決定します。新

しい Telnet 設定プロファイルの作成、あるいは既存の設定を変更するには以下の手順を実行しま

す。 

 

警告： 

Telnet 設定の変更は上級ユーザーのみに推奨されます。何を行っているか確実に

わからない限り、これらの設定を変更しないでください。 

手順： 

1. [Telnet Control]メニューの[Settings]に移動し、 をクリックして Telnet 設定プロファイル

を作成します。プロファイルの名前を入力します（例、telnet_special）。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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2. をクリックして接続のパラメーターを表示します。 

3. 必要に応じてパラメーターを変更します。以下のパラメーターが利用可能です。 

 Idle timeout：セッションのタイムアウト値(秒)。早くタイムアウトするのを避けるには、大

きい値に設定します。例えば、1 週間（604800 秒）。 

 注意： 

接続のアイドルの判断は接続によって生成されたネットワークトラフィックに基づ

いています、ユーザーのアクティビティに依りません。例えば、1 分毎に時間が表

示されるグラフィカルデスクトップのアプリケーションまたはタスクバーの場合、1

分ごとにネットワークトラフィックが生成されます。これは、1 分を超えるタイムアウ

ト値の効果を無効にし、SPS が接続を閉じないようにします。 

 Enable pre channel check：サーバー側の接続を確立する前に、接続、およびチャネル

ポリシーを評価するにはこのオプションをチェックします。これにより、接続のすべてが

許可されない場合に、SPS はサーバー側の接続を確立しません。 

 Cipher strength：OpenSSL では、さまざまなタイプの暗号化強度が定義されています。

暗号化強度はサーバー側、およびクライアント側の接続で個別に設定することができ

ます。以下の暗号化強度設定が利用可能です。 

 High：128 ビット超の暗号の使用のみを許可します。この設定は OpenSSL 暗号化

スイートの“high”に対応します。 

 Medium：少なくとも 128 ビットの暗号の使用のみを許可します。この設定は

OpenSSL 暗号化スイートの“medium”に対応します。 

 Low：すべての暗号化を許可します。この設定は OpenSSL 暗号化スイートの“low”

に対応します。 

 Custom：openSSL 標準に対応する暗号化強度です。カスタムのデフォルトの設

定は、すべての暗号化を許可し、より強力な暗号を優先します。 

 Enable SSLv3：デフォルトでは、SPS は TLS 暗号化接続のみ許可します。SSLv3 プロ

トコルの使用を許可するには、このオプションを有効にします。SSLv3 プロトコルは安

全でないとされています。 

4. をクリックします。 

5. 認証前にクライアントにバナーメッセージを表示するには、[Banner]フィールドにメッセージ

を入力します。例えば、このバナーは接続が監査されていることをユーザーに通知できま
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す。 

6. 接続の[TELNET settings]フィールドで、この設定プロファイルを選択します。 

12.5 Telnet接続でのインバンド宛先選択 

インバンド宛先選択を使用する場合、ユーザーは以下の方式を使用してサーバーアドレスとユー

ザー名を提供できます。 

 server:port 形式で SERVER 環境変数を使用して、TELNET ENVIRON オプションを設定

する。 

 user@server:port 形式で USER 環境変数を使用して、TELNET ENVIRON オプションを設

定する。 

 SERVER および USER 環境変数のどちらも存在しない場合、SPS は、ユーザー名とサー

バーアドレスを入力できるターミナルプロンプトを表示します。 

13 VMware Horizon View接続 

以下のセクションでは VMware Horizon View（以前は、VMware View と呼ばれていました）接続を

制御および監査するのに、SPS をどのように使用するかを説明します。VMware Horizon View 接

続を制御および監査するのに SPS を使用する場合、以下の要件、および制限が適用されます。 

 リモートデスクトップ(RDP)表示プロトコルを使用した接続のみサポートされます。PCoIP ま

たは HP リモートグラフィックソフトウェアディスプレイプロトコルはサポートされていません。 

 ダイレクト接続およびトンネル接続の両方がサポートされます。 

 VMware Horizon View 接続は、SPS に直接接続する必要があります。VMware Horizon 

View 接続で仮想デスクトップにアクセスする前に直接 SPS を配置し、トランスペアレントモ

ードで設定します。 

このように SPS をデプロイすると、View Connection サーバーを使用しないで、クライアント

が直接、仮想デスクトップにアクセスする場合にも、接続を監査できるという利点がありま

す。 

 注釈： 

VMware Horizon View トラフィックが外部デバイス（例、ファイアウォール）により SPS に
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ルーティングされている場合、ノントランスペアレントモードを使用することも可能です。 

SPS はこれらの基準を満たす VMware Horizon View 接続を、一般的な RDP 接続として取り扱い

ます。RDP 接続で利用可能な SPS のすべての機能は VMware Horizon View 接続でも使用するこ

とができます。例えば、4-eyes 認証、監査および再生、記録された監査証跡のインデックス付けな

ど。RDP 固有の設定の詳細については、「10 RDP 固有の設定」を参照してください。 

13.1 VMware環境での SPSのデプロイシナリオ 

SPS は、さまざまなデプロイシナリオをサポートしており、デプロイ時にフレキシブルにすることが

できます。以下のネットワークトポロジーは、典型的な SPS の VMware Horizon View のデプロイシ

ナリオを説明しています。 

クライアント－ブローカー－SPS－サーバー 

SPS はブローカーと仮想デスクトップの間に配置され、RDP トラフィックはクライアントとブローカー

の間で HTTPS トンネル内に埋め込まれます。 

Figure 13-1 クライアント－ブローカー－SPS－サーバー 

 

クライアント－SPS－サーバー 

SPS はクライアントと仮想デスクトップの間に配置され、クライアントは、ブローカーを経由するトン

ネリングをしないでサーバーに直接 RDP 接続します。 
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Figure 13-2 クライアント－SPS－サーバー 

 

14 VNC固有の設定 

以下のセクションではバーチャルネットワーク（VNC）プロトコルのみに利用可能な設定について説

明します。誰が、いつ、どのように VNC 接続にアクセスできるかを制御するために以下のポリシー

を使用します。サポートするクライアントアプリケーションについては、「2.6 サポートプロトコルとク

ライアントアプリケーション」を参照してください。 

 注意： 

VNC 接続を監視するには、VNC サーバーでユーザー認証を有効にします。SPS は認証され

ていない接続を自動的に終了します。 

 チャネルポリシー：VNC プロトコルは特別な設定オプションはありません。1 つのチャネルタ

イプのみ存在します。利用可能なチャネルポリシーオプションは次の通りです。[Type]、

[From]、[Target]、[Time]、[4 eyes]、[Audit]、[Gateway groups]、[Remote groups]、および

[Content policy]。これらのオプションの設定の詳細については、「7.5 チャネルポリシーの

作成と変更」を参照してください。 

 TLS サポート：VNC 接続で TLS 暗号を有効にするには、「14.1 VNC 接続での TLS 暗号化

の有効」を参照してください。 

 VNC 設定：VNC 設定は、タイムアウト値などを含む、プロトコルレベルでの接続のパラメー

ターを決定します。詳細については、「14.2 プロトコルレベルの VNC 設定の作成と変更」を

参照してください。 

 チャネルポリシーのユーザーリスト：ユーザーリストは、ゲートウェイ認証と一緒に使用した

場合にのみ効果があります。詳細については、「17.2 ゲートウェイ認証設定」を参照してく

ださい。 
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 コンテンツポリシー：コンテンツポリシーは、さまざまなテキストパターンで接続の内容を検

査し、そのパターンを発見した場合にアクションを実行することができます。例えば、SPS

は、RDP および VNC 接続に特定のウィンドウタイトルが現れた場合に e-mail アラートを送

信できます。詳細については、「7.6.1 新しいコンテンツポリシーの作成」を参照してください。 

14.1 VNC接続での TLS暗号化の有効 

VNC 接続ポリシーで TLS 暗号化を有効にするには、以下の手順を実行します。 

 注釈： 

一部のベンダーではカスタマイズされたプロトコル要素を使用して TLS 暗号化しています。こ

れらについて利用可能なドキュメントが存在しません。その為、SPS によって監査することがで

きません。ベンダーから独立した RFC6143(英文)に記述されているカスタム機能のみがサポ

ートされます。暗号化に関しては、完全に TLS カプセル化されたストリームのみ、TLS 暗号化

処理が VNC プロトコルハンドシェイク前に開始され場合に処理することができます。 

前提条件： 

環境に応じて、以下の内 1 つ以上が必要です。 

 X.509 証明書および秘密鍵。SPS はクライアント、およびサーバー側のピアに証明書を提

示します。クライアント、およびサーバー側で異なる証明書を使用することもできます。SPS

で作成することはできないため、これらの証明書を生成するのに、独自の PKI システムを

使用してください。証明書のコモンネームに SPS のドメイン名、あるいは IP アドレスが含ま

れている必要があります。さもないと、クライアントは証明書を拒否します。 

 接続にオンザフライで証明書を生成するには、署名用 CA が必要です。署名用 CA を作成

する方法の詳細については、「7.11 認証局による証明書の検証」を参照してください。 

 SPS のピアに特定の認証局によって署名された X.509 証明書を要求するには、信頼され

た認証局が必要です。信頼された CA を作成する方法の詳細については、「7.11 認証局に

よる証明書の検証」を参照してください。 

2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します。 

手順： 

1. [VNC Control]>[Connections]に移動し、TLS を有効にする接続ポリシーを選択します。 

https://tools.ietf.org/html/rfc6143
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Figure 14-1 VNC Control > Connections —VNC 接続の TLS 暗号化の有効 
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2. [Client-side transport security settings]セクションで、クライアントと SPS 間で使用する暗

号化設定を設定します。 

暗号化を要求するには、[TLS]を選択します。接続が暗号化された場合、SPS はピアに証

明書を提示します。 

3. ピアに提示する証明書を選択します。 

 すべてのピアに同じ証明書を使用するには、以下の手順を実行します。 

a. PKI システムで SPS 用の証明書を生成し署名して、証明書および秘密鍵をエク

スポートします。 

b. [Use the same certificate for each connection]を選択します。 

c. [Private key for host certificate]の をクリックし、秘密鍵をアップロードします。 

d. [X.509 host certificate]の をクリックし、証明書をアップロードします。 

 すべての接続で別々の証明書を使用するには、以下の手順を実行します。このオプ

ションを使用する場合、クライアントは SPS に証明書を提示する必要があり、[Client-

side transport security settings]>[Peer certificate validation]>[Only accept certif

icates authenticated by the trusted CA list]オプションを設定する必要があります。 

a. SPS がピアに提示する証明書を署名するのに使用する認証局を作成します。詳

細については、「7.12 オンザフライでの証明書署名」を参照してください。 

b. [Generate certificate on-the-fly]を選択します。 

c. [Signing CA]フィールドで、使用する認証局を選択します。 

4. SPS がピアを認証する方法を選択します。 

 証明書を要求しないでピアからの接続を許可するには、[No certificate is required.]を

選択します。 

 特定の CA によって署名された有効な証明書を持つピアからのみの接続を許可する

には、以下の手順を実行します。 

a. ピアの証明書を検証するのに使用される信頼された認証局を作成します。信頼

された CA を作成する方法の詳細については、「7.11 認証局による証明書の検

証」を参照してください。 

b. [Only accept certificates authenticated by the trusted CA list]を選択します。 
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c. [Trusted CA]フィールドで、使用する認証局を選択します。 

5. [Server-side transport security settings]セクションで、SPS とサーバー間で使用する暗号

化設定を設定します。 

暗号化を要求するには、[TLS]を選択します。接続が暗号化された場合、SPS はピアに証

明書を提示します。 

6. サーバーに提示する証明書を選択します。 

 サーバーが SPS からの証明書を要求しない場合、[None]を選択します。 

 すべてのピアに同じ証明書を使用するには、以下の手順を実行します 

a. PKI システムで SPS 用の証明書を生成し署名して、証明書および秘密鍵をエク

スポートします。 

b. [Use the same certificate for each connection]を選択します。 

c. [Private key for host certificate]の をクリックし、秘密鍵をアップロードします。 

d. [X.509 host certificate]の をクリックし、証明書をアップロードします。 

 すべての接続で別々の証明書を使用するには、以下の手順を実行します。このオプ

ションを使用する場合、サーバーは SPS に証明書を提示する必要があり、[Server-si

de transport security settings]>[Peer certificate validation]>[Only accept certific

ates authenticated by the trusted CA list]オプションを設定する必要があります。 

a. SPS がピアに提示する証明書を署名するのに使用する認証局を作成します。詳

細については、「7.12 オンザフライでの証明書署名」を参照してください。 

b. [Generate certificate on-the-fly]を選択します。 

c. [Signing CA]フィールドで、使用する認証局を選択します。 

7. SPS がピアを認証する方法を選択します。 

 証明書を要求しないでピアからの接続を許可するには、[No certificate is required.]を

選択します。 

 特定の CA によって署名された有効な証明書を持つピアからのみの接続を許可する

には、以下の手順を実行します。 

a. ピアの証明書を検証するのに使用される信頼された認証局を作成します。信頼
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された CA を作成する方法の詳細については、「7.11 認証局による証明書の検

証」を参照してください。 

b. [Only accept certificates authenticated by the trusted CA list]を選択します。 

c. [Trusted CA]フィールドで、使用する認証局を選択します。 

8. をクリックします。 

期待される結果： 

暗号化設定が接続ポリシーに適用されます。 

14.2 プロトコルレベルの VNC設定の作成と変更 

VNC 設定は、タイムアウト値などを含むプロトコルレベルの接続パラメーターを決定します。新しい

VNC 設定プロファイルの作成、あるいは既存の設定を変更するには以下の手順を実行します。 

 注意： 

VNC 設定の変更は上級ユーザーのみに推奨されます。何を行っているか確実にわからない

限り、これらの設定を変更しないでください。 

手順： 

1. [VNC Control]>[Settings]に移動し、 をクリックして VNC 設定プロファイルを作成します。

プロファイルの名前を入力します（例、vnc_special）。 

2. をクリックして接続のパラメーターを表示します。 

3. 必要に応じてパラメーターを変更します。以下のパラメーターが利用可能です。 

 Idle timeout：セッションのタイムアウト値(秒)。早くタイムアウトするのを避けるには、大

きい値に設定します。例えば、1 週間（604800 秒）。 

 注意： 

接続のアイドルの判断は接続によって生成されたネットワークトラフィックに基づ

いています、ユーザーのアクティビティに依りません。例えば、1 分毎に時間が表

示されるグラフィカルデスクトップのアプリケーションまたはタスクバーの場合、1

分ごとにネットワークトラフィックが生成されます。これは、1 分を超えるタイムアウ

ト値の効果を無効にし、SPS が接続を閉じないようにします。 

 Enable pre channel check：サーバー側の接続を確立する前に、接続およびチャネル
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ポリシーを評価するにはこのオプションをチェックします。これにより、接続のすべてが

許可されない場合に、SPS はサーバー側の接続を確立しません。 

 Cipher strength：OpenSSL では、さまざまなタイプの暗号化強度が定義されています。

暗号化強度はサーバー側およびクライアント側の接続で個別に設定することができま

す。以下の暗号化強度設定が利用可能です。 

 High：128 ビット超の暗号の使用のみを許可します。この設定は OpenSSL 暗号化

スイートの“high”に対応します。 

 Medium：少なくとも 128 ビットの暗号の使用のみを許可します。この設定は

OpenSSL 暗号化スイートの“medium”に対応します。 

 Low：すべての暗号化を許可します。この設定は OpenSSL 暗号化スイートの“low”

に対応します。 

 Custom：openSSL 標準に対応する暗号化強度です。カスタムのデフォルトの設

定は、すべての暗号化を許可し、より強力な暗号を優先します。 

 Enable SSLv3：デフォルトでは、SPS は TLS 暗号化接続のみ許可します。SSLv3 プロ

トコルの使用を許可するには、このオプションを有効にします。SSLv3 プロトコルは安

全でないとされています。 

4. をクリックします。 

5. 接続の[VNC settings]フィールドで、この設定プロファイルを選択します。 

15 監査証跡のインデックス 

SPS は自身のインデクササービス、あるいは外部インデクサを使用して監査証跡のコンテンツに

インデックス付けできます。インデックス付けは、監査証跡からテキストを抽出し、トークンにセグメ

ント化します。トークンは空白を含まないテキストのセグメントです。例えば、日付（2009-03-14）、

MAC あるいは IP アドレスなどの単語です。インデクサは抽出されたトークンを SPS に返します。

SPS は処理された監査証跡のトークンから包括的なインデックスを構築します。 

インデックス付けされると、監査証跡のコンテンツを web インターフェースから検索することができ

ます。SPS はターミナルセッションでタイプされたコマンドや表示されたテキスト、RDP、Citrix ICS

および VNC のグラフィカルプロトコルからテキストを抽出できます。ウィンドウタイトルもまた検知で

きます。 
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SPS は内部インデクサを持ち SPS アプライアンス上で実行されます。内部インデクサに加えて、外

部インデクサは Linux ホスト上で実行できます。 

監査証跡のインデックス付け処理は多くのコンピューティングリソースを必要とします。多くの接続

を監査する必要がある場合、あるいは多数のカスタムレポートを設定する場合は SPS の負荷を軽

減するために外部インデクサの使用を検討してください。推奨されるサイジングについては、弊社

カスタマーポータルまでお問い合わせください。 

 内部インデクササービスは SPS アプライアンス上で実行されます。ラテン語、ギリシャ語、

およびキリルアルファベット、同様に中国語、日本語、および韓国語に基づいた言語をサ

ポートしており、100 以上の言語でグラフィカルな監査証跡からテキストを認識します。コン

テンツの検索結果のスクリーンショットを生成することもできます。 

CJK（中国語、日本語、および韓国語）言語を認識し OCR 処理するには別途ライセンスが

必要になります。 

 外部インデクサは Linux ホスト上で実行されます。SPS の内部サービスとして同じエンジン

を使用し、内部インデクサと同じ性能と制限があります。 

SPS は監査証跡を処理するのに複数の外部インデクサと連携して動作できます。 

 注釈： 

テキストが 1 秒未満で表示されている場合、インデックス付けされません。 

証跡をインデックス付けしている場合は、インデックス自体もアーカイブされます。 

[Indexer service]を使用する場合は、インデックスのアーカイブは、[Backup & Archive/Cleanup]

>[Archive/Cleanup policies]>[Retention time in days]が 30 日を超える発生頻度に設定してい

ない限り、30 日毎に行われます。例えば、[Retention time in days]が 60 日に設定されている場

合、インデックスは 60 日毎にアーカイブされます。アーカイブされたインデックスはアーカイブ日の

X（X は[Retention time in days]フィールドに数値）日前の内容が利用可能になります（ただし、X

が 30 を越えない場合は、30 日前の内容が利用可能になります）。 

 

警告： 

データ損失の危機！ 

アーカイブの他にデータのバックアップ（詳細については、「4.7 データとコンフィグレ

ーションのバックアップ」を参照してください。）も行ってください。システムがクラッシュ

した場合、インデックスは最短で 30 日毎にアーカイブされるのみなので、30 日以下

（最大で 30 日分）のインデックスが損失します。 

 監査された接続のコンテンツ全体をインデックス付けするように SPS を設定するには、

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
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「15.1 内部インデクサの設定」を実行します。 

監視される接続の接続ポリシーで、インデックスを有効にする必要があります。 

 外部インデクサを設定するには、「15.2 外部インデクサの設定」を実行します。 

 監査証跡をインデックス付けしているサーバーのステータスを監視するには、「15.3 インデ

クササービスのステータス監視」参照してください。 

 監査証跡のコンテンツからカスタムレポートを作成するには、「18.3 監査証跡のコンテンツ

からのレポート作成」を実行します。 

15.1 内部インデクサの設定 

監査証跡をインデックス付けするように SPS を設定するには、以下の手順を実行します。 

インデックス付けは集中的にリソース（主に CPU とハードディスク）を消費する処理であり、処理さ

れる監査証跡の数、および SPS を通過する並列した接続の数に依存して SPS のパフォーマンス

に影響します。負荷の高い実環境で有効にする前にテストしてください。SPS が接続およびインデ

ックス付けを処理できない場合、SPS の負荷を軽減するため外部インデクサ（「15.2 外部インデク

サの設定」を参照してください）を検討してください。推奨されるサイジングについては、弊社カスタ

マーポータルまでお問い合わせください。 

インデクササービスを使用する場合の[Backup & Archive/Cleanup]>[Archive/Cleanup policies]

>[Retention time in days]の最小値は 30 日です。これより短く設定した場合、インデクササービ

スを使用した時から 30 日後にインデックスはアーカイブされます。 

 注釈： 

接続ポリシーでインデックスを設定した後に作成された監査証跡のみが処理されます。既存

の監査証跡を処理することはできません。 

 

 注釈： 

コンテンツポリシーを使用すると接続は大幅（約 1/5）に遅くなり、インデクササービスを使用す

る場合に、パフォーマンスの問題の原因になる場合があります。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Local Services]>[Indexer service]に移動します。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
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Figure 15-1 Basic Settings > Local Services > Indexer service－インデクササービスの設定 

 

2. [Maximum parallel audit trails to index on box]の定義。 

このオプションは、SPS アプライアンスが実行する並列インデックス処理数、およびスクリー

ンショットを生成するタスクの最大数を決定します。デフォルト値は検出された CPU コア数

が設定されます。監査証跡のインデックス処理は、ターミナルセッション（SSH、Telnet、

TN3270）で 50～100Mbyte、グラフィカルセッション（RDP、 ICA、VNC、X11）で 150～

300Mbyte のメモリが要求です。この値を変更する前に SPS ホストのメモリ使用量を考慮し

てください。 

3. オプション手順：暗号化された監査証跡にインデックス付けするには、必要な RSA 鍵（PEM

エンコードの X.509 証明書）をアップロードします。 

 注釈： 

証明書はコンテナと配信メカニズムとして使用されます。暗号化と復号には、鍵のみ使

用されます。 

a. をクリックし、新しい証明書をアップロードするには、最初の アイコンをクリックし

ます。ポップアップウィンドウが表示されます。 

[Browse(参照)]をクリックして、証明書が含まれるファイルを選択して[Upload]をクリッ

クします。あるいは[Certificate]フィールドに証明書をコピー＆ペーストして[Set]をクリ

ックすることでもできます。 

b. 証明書に対応した秘密鍵をアップロードするには、2 番目の アイコンをクリックしま
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す。ポップアップウィンドウが表示されます。 

[Browse(参照)]をクリックして、秘密鍵が含まれるファイルを選択し、鍵がパスワード

で保護されている場合は[Password]フィールドにパスワードを入力して[Upload]をクリ

ックします。あるいは[Certificate]フィールドに秘密鍵をコピー＆ペーストして[Set]をク

リックすることでもできます。 

c. さらに、証明書と鍵のペアを追加するには、 をクリックして手順 3a から 3b を繰り返

します。 

 注釈： 

暗号化された監査証跡から生成されたスクリーンショットを表示するには、必要な証明

書をプライベートキーストアにアップロードする必要もあります。詳細については、「16.3

ブラウザでの暗号化された監査証跡の再生」を参照してください。 

4. をクリックします。 

5. [Policies]>[Indexer Policies]に移動します。 

6. 新しいインデクサポリシーを作成するには、 をクリックします。 

 注意： 

デフォルトの OCR 設定は自動言語検出です。つまり、OCR エンジンは自動的にインデ

ックス付けされた監査証跡の言語を検出します。ただし、使用される言語が事前にわ

かっている場合には、新しいインデクサポリシーを作成してください。 

Figure 15-2 Policies > Indexer Policies > 手動言語選択 

 

7. 検出する言語を設定するには、[Select languages manually for character recognition]をチ
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ェックします。検出する言語を選択します。以下の点に注意してください。 

 1 つの言語のみを指定すると、パフォーマンスと解析精度の点で最適な結果が提供さ

れます。 

 英語は、設定した他の言語と連動して検出されます。ただし、OCR に英語のみを認識

させる場合には、言語リストから英語を選択する必要があります。 

 非常に異なる文字セットで言語を認識する場合、OCR エンジンにいくつかの制限があ

ります。そのため、以下の点を考慮してください。 

 アジア言語（簡体字中国語、繁体中国語、韓国語）を選択した場合は、ラテンア

ルファベットを使用する言語を追加しないでください。 

 アラビア語を選択した場合は、他の言語を選択しないでください。 

 タイ語は現在サポートされていません。 

8. トラフィックタイプの[Control]>[Connections]（例、[SSH Control])ページに移動し、インデッ

クス付けする接続ポリシーを選択します。 

9. [Enable indexing]をチェックします。 

Figure 15-3 <Protocol name> Control > Connections > Enable indexing — インデックスポリシーの選択 

 

10. この接続のインデックスプライオリティレベルを決定します。[Priority]フィールドで適切なレ

ベルを選択します。高いプライオリティレベルを選択すると、この接続の証跡は最初にイン

デックス処理されます。低いプライオリティレベルを選択すると、この接続の証跡はインデッ

クス処理されますが、インデックス処理を待っている高いプライオリティの接続がある場合、

インデックス処理が遅延されます。 

11. [Indexing Policy]に使用するインデックスポリシーを選択します。自動言語検出には、

default を選択します。特定の言語検出設定を指定するには、手順 6 で作成したインデック

スポリシーを選択します。 

12. をクリックします。 

13. 接続で使用するチャネルポリシーを確認して、[<Protocol name> Control]>[Connections]
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に移動します。インデックス付けする接続で使用するチャネルポリシーを選択します。 

14. [<Protocol name> Control]>[Channel Policies]ページで、[Audit]オプションがインデックス

付けするチャネル（例えば、SSH の Session shell チャネル、あるいは RDP の Drawing チャ

ネル）で選択されていることを確認します。 

15. をクリックします。 

 ヒント： 

インデックス処理が設定どおり動作するか確認するには、この接続ポリシーを使用す

るセッション（クライアントからサーバーに接続）を開始します。 

セッションが終了した時に、インデクササービスが監査証跡を処理していることを確認

するために[Indexer]>[Indexer status]ページに移動します。 

監査証跡が暗号化されている場合、必要な復号キーが[Basic Settings]>[Local Servi

ces]>[Indexer service]>[Indexer keys]でアップロードされていることを確認してくださ

い。 

15.2 外部インデクサの設定 

SPS が多くの接続を監査する場合、作成された監査証跡の処理とインデックス付けに、SPS アプ

ライアンスで利用することができないような多くのコンピューティングリソースが必要となります。

SPS アプライアンスの負荷を軽減するために、外部の Linux ホストにインデクササービスをインス

トールできます。これらの外部インデクサホストは、SPS アプライアンスと同じインデクササービス

を実行し、監査証跡をインデックス処理し、あるいは必要に応じて、監査証跡からスクリーンショッ

トと再生可能なビデオファイルを生成できます。外部インデクサは SPS で登録し、SPS が処理する

監査証跡を送信するのを待って、監査証跡を処理し、SPS に処理したデータを返します。外部イン

デクサホストはデータを保存しないため、機密データは処理中のホスト上で利用可能です。 

監査証跡を処理するのに外部インデクサを使用するには、以下の手順を実行します。 

 外部インデクサに関連した条件と制限について確認します。「15.2.1 前提条件と制限」を参

照してください。 

 外部インデクサを実行する（物理または仮想）ホストをインストールおよび設定します。外

部インデクサホストのハードウェア要件の詳細については、「15.2.2 外部インデクサホスト

のハードウェア要件」を参照してください。 

 外部インデクサを使用するように SPS を設定します。詳細については、「15.2.3 外部インデ

クサを使用する SPS の設定」を参照してください。 
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 外部ホストにインデクサアプリケーションをインストールおよび設定します。詳細について

は、「15.2.5 外部インデクサの設定」を参照してください。 

 SPS で監査証跡の暗号化を有効にした場合、暗号化された証跡にインデックス付けできる

ように外部インデクサに必要な証明書をアップロードする必要もあります。詳細については、

「15.2.6 外部インデクサへの暗号化キーのアップロード」を参照してください。 

15.2.1 前提条件と制限 

外部インデクサで SPS の使用を開始する前に、以下の点を考慮してください。 

 外部インデクサホストと SPS の間にファイアウォールがある場合、双方向の通信を有効に

します。 

デフォルトのポートは TCP/12345 です。ポート番号を変更するには、SPS のインデクサ設

定を変更し、新しい設定を外部インデクサにアップロードする必要があります。 

 監査証跡の機密データを保護するには、監査証跡が暗号化されていることを確認します。

監査証跡を暗号化する方法の詳細については、「7.10.1 監査証跡の暗号化」を参照してく

ださい。 

 SPS の web インターフェースの[Basic Settings]>[Local Services]>[Indexer service]で外部

インデクサが実際に実行しているホストへのインデクサアクセスのみ許可するようにしてく

ださい。 

 アジア系の文字を含むグラフィカルな監査証跡を処理するには、アジア系の文字のインデ

ックス付けを有効にする SPS のライセンスがアップロードされているか確認してください。 

 外部インデクサは、次の 64-bit オペレーティングシステムにインストールすることができま

す。：Red Hat Enterprise Linux Server 6.7、Red Hat Enterprise Linux Server 7、CentOS 6.7、

および CentOS 7。インストーラーは、インデクサの必要な依存関係をすべて含む自己完結

型のパッケージです。 

セキュリティポリシーで上記の制限が許可されない場合、あるいは環境がこれらを満たすことがで

きない場合は、SPS で外部インデクサを使用しないでください。 

15.2.2 外部インデクサホストのハードウェア要件 

 CPU：インデクサホストが同時に処理する監査証跡の数を設定できます。最適なパフォー
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マンスのためには、各インデクサプロセスに専用の CPU コアが必要です。 

 メモリ要件：ホストのオペレーティングシステムのメモリ要件に加えて、インデクサは、イン

デックス付けされる監査証跡のプロトコルに応じて、各動作プロセスに約 300MBのメモリが

必要です。ターミナル接続の監査証跡はより少ないメモリで済みます。 

 Disk：インデクサは小さいチャンクで SPS からデータを要求します。監査証跡全体または一

時ファイルを保存しません。オペレーティングシステムに要求されるディスク容量、およびロ

グを保存する数 GB のディスク容量のみが必要です。 

例えば、同時に 6 つの監査証跡を処理できるホストが必要な場合は、インデクササービスには 6

つの CPU コア、1.8GB のメモリが必要です。最小のオペレーティングシステムと外部インデクサの

みをインストールする場合は、6GB のディスク容量で十分です。 

15.2.3 外部インデクサを使用する SPSの設定 

外部インデクササービスから接続を許可するように SPS を設定するには、以下の手順を実行しま

す。 

手順： 

1. SPS の web インターフェースにログインして、[Basic Settings]>[Local Services]>[Indexer 

service]に移動します。 

2. [Indexer service]をチェックします。 

3. [Enable remote indexing]をチェックします。 

Figure 15-4 Basic Settings > Local Services > Indexer service > Enable remote indexing — 外部インデクサの設
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定 

 

4. [Listening addresses]>[Address]フィールドに、SPS が外部インデクサ接続を許可するネッ

トワークインターフェースを選択します。必要に応じて他のインターフェースを追加するには

この手順を繰り返します。 

利用可能なアドレスは[Basic Settings]>[Network]>[Interfaces]で設定されているインター

フェースアドレスに対応しています。IPv4 アドレスのみ選択することができます。 

5. [Restrict clients]をチェックし、外部インデクサホストの IP アドレスとネットマスクを入力しま

す。 

IPv4 アドレスを使用します。 

6. をクリックします。 

15.2.4 外部インデクサのインストール 

前提条件： 
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外部インデクサは次に 64-bit オペレーティングシステムにインストールすることができます。：Red 

Hat Enterprise Linux Server 6.7、Red Hat Enterprise Linux Server 7、CentOS 6.7、および CentOS 

7。インストーラーは、インデクサの必要な依存関係をすべて含む自己完結型のパッケージです。 

手順： 

1. 監査証跡をインデックス付けするのに使用するホストに root でログインします。 

2. インストーラパッケージをホストにコピーします。 

3. オペレーティングシステムのパッケージマネージャーを使用してパッケージをインストール

します。 

yum install external-indexer-standalone-<version-number>.x86_64.rpm 

インストーラーは以下の手順を自動的に実行します。 

 /opt/external-indexer/ディレクトリにインデクサファイルを解凍します。 

 関連したｉｎｉｔスクリプトをインストールします（etc/init.d/external-indexer init スクリプト、

および/etc/sysconfig/external-indexer に init スクリプト設定を追加します）。 

 Indexer ユーザーとユーザーグループを作成します。これはインデクサアプリケーショ

ンを実行するのに使用される権限を持たないユーザーです。 

 システムのブート時に、サービスを自動的に起動するように登録します。インデクサの

init スクリプトは bind マウントポイントを使用します。 

4. TCP/12345 ポートで SPS からの接続を許可するためにホストのファイアウォールルールを

変更します。 

iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 12345 --jump ACCEPT 

 

 注釈： 

インデクサホストと SPS の間にファイアウォールが存在する場合、TCP/12345 ポートを

それらの間で双方向通信を有効にしてください。 

5. インデクサを設定します。詳細については、「15.2.5 外部インデクサの設定」を参照してくだ

さい。 
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15.2.5 外部インデクサの設定 

SPS に接続し、監査証跡をインデックス付けするには、外部インデクサを設定する必要があります。

以下の手順を実行します。 

 注意： 

何を行っているか確実にわからない限り、指示されたパラメーターのみ変更してください。 

手順： 

1. SPS の web インターフェースにログインして、[Basic Settings]>[Local Services]>[Indexer 

service]に移動します。 

2. 外部インデクサ用の設定ファイルをエクスポートします。 [Export]をクリックします。

（[Export]ボタンは、リモートインデクサを使用するように SPS を有効にした設定がコミットさ

れた後のみ表示されます。） 

設定ファイルは SPS のリスニングアドレス（とポート）、OCR ライセンス、および SSL 認証に

必要な鍵が含まれています。 

外部インデクサのホストにファイルをアップロードします。 

3. 外部インデクサホスト上で、以下のコマンドを実行して設定ファイルをインポートします。 

indexer-box-config <configuration-file>.config 

4. 外部インデクササービスを設定します。/opt/external-indexer/etc/indexer/indexerworker.

cfg 設定ファイルを開いて変更します。 

5. 特定のワーカープロセスタイプに割り当てられたワーカーグループ数を変更するには、

worker_groups 行で行います。 

ワーカーグループは以下のパラメーターを持ちます。 

 name：ワーカーグループの名前です。 

 count：プロセスで使用するワーカースレッド数です。 

 capabilities：このプロセスで実行するジョブのタイプ（index, screenshot, video）です。 

ワーカー数の合計が、ホストの CPU コア数（または、他のタスクにリソースを保持する場合

は、CPU コア数の-1）と同じであることを確認してください。 

外部インデクサは専用ホストを使用することを推奨します。ホストが外部インデクサに独占
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的に占有されていない場合、それに応じてワーカー数を減少してください。 

6. オプション手順：パフォーマンスを調整するには、ocr_thread_count キーを使用して、各ワー

カーが起動できる OCR スレッド数を設定できます。 

デフォルトの設定は 3 です。この設定を変更する場合、利用可能な CPU コア数に注意して

ください。可能なスレッド数を引き上げすぎると、パフォーマンスが低下します。 

7. オプション手順：ベンダーの指示がある場合は、OCR エンジンを設定します。 

engine キーを、以下のオプションの 1 つに値を変更します。 

 omnipage-external はデフォルの設定です。複数の OCR スレッドを起動することをワ

ーカーに許可することで、ベストなパフォーマンスと安定性を提供します。 

この設定は、OCR を実行できなかった画像を検索することもできます。SPS の検索ユ

ー ザ ー イ ン タ ー フ ェ ー ス で 、 そ の よ う な 画 像 の す べ て の リ ス ト に 対 し て

“OOCCRRCCRRAASSHH”検索文字列を入力します。このような場合、弊社カスタマ

ーポータルまでお問い合わせください。OCR エンジンの改善につながります。 

 omnipage ワーカーごとに 1 つの OCR スレッドのみサポートします。 

このオプションを使用する場合、ocr_thread_count を 0 に設定します。 

 tesseract は代替エンジンです。トラブル―シューティングの目的で提供されています。 

8. 変更を保存します。復号鍵（暗号化された監査証跡をインデックス付けするのに）のアップ

ロードを続けて行うには、「15.2.6 外部インデクサへの暗号化キーのアップロード」を参照し

てください。 

インデクササービスを起動するには、「15.2.8 外部インデクサの開始」を参照してください。 

15.2.6 外部インデクサへの暗号化キーのアップロード 

インデックス付けする監査証跡が暗号化されている場合は、以下の手順を実行してインデクサが

復号鍵を利用できるようにします。 

手順： 

1. PKCS-1 PEM 形式の RSA 秘密鍵と対応する x.509 証明書を入手し、外部インデクサホス

トにコピーします。他の証明書形式はサポートしていません。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/ticket_details_techsupport.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/ticket_details_techsupport.php


 

 

 

 

  Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS 

管理者ガイド 

Rev. 1.0 

 380 / 577 

2. indexer-keys-json ユーティリティを使用して、証明書と秘密鍵を必要な JSON 形式に変換

します。実行すると、スクリプトは証明書と秘密鍵のパス、および秘密鍵のパスワードを聞

いてきます。変換後、パスワードは削除されます。 

ユーティリティは、/opt/external-indexer/etc/indexer/indexer-certs.cfg キーストア

ファイルに証明書および秘密鍵を自動的に追加します。別のキーストアファイルを使用す

るには、--keystore 引数を使用して別のファイルを指定します。キーストアに追加する証

明書および秘密鍵が含まれている場合は、それらは無視されます。 

a. /opt/external-indexer/usr/bin/フォルダで、次のコマンドを実行します。：indexer-

keys-json 

b. X.509 証明書への絶対パスを入力します。あるいは、この情報をパラメーターに含め

ることができます。：indexer-keys-json --cert <path-to-certificate> 

c. 対応する秘密鍵への絶対パスを入力します。あるいは、この情報をパラメーターに含

めることができます。：indexer-keys-json --private-key <path-to-private-key> 

d. 鍵がパスワードで保護されている場合、秘密鍵のパスワードを入力します。 

e. 追加の証明書を追加するには、indexer-keys-json コマンドを再実行します。 

3. インデクササービスを開始できます。詳細については、「15.2.8 外部インデクサの開始」を

参照してください。 

15.2.7 HTTP トラフィックインデックスのカスタマイズ 

SPS が HTTP トラフィックをインデックス付けする方法をカスタマイズするには、以下の手順を実行

します。 

前提条件： 

外部インデクサの設定のみカスタマイズできます。SPS ホストで実行しているインデクサは、次の

デフォルトの HTTP 設定を常に使用します。 

{ 
  "General": { 
    "Whitelist": ["text/.*", ".*json.*", "application/x-www-form-urlencoded", 
"multipart/.*"], 
    "Blacklist": ["text/css", "application/javascript", "text/xslt", ".*xml.*"] 
  }, 
  "Form": { 
     "Blacklist": ["password", "pass"] 
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  }, 
  "Html": { 
    "Attributes": ["href", "name", "value", "title", "id", "src"], 
    "StrippedTags": ["script", "object", "style", "noscript", "embed", "video", 
"audio", "canvas", "svg"] 
  } 
} 

手順： 

1. テキストエディタを使用して HTTP インデクサ用の設定ファイルを作成します。設定ファイル

は JSON 形式を使用します。設定の形式の詳細については、「15.4 HTTP インデクサの設

定フォーマット」を参照してください。 

 注釈： 

HTTP POST メッ セ ージ を イ ン デックス 付 け する 場 合 、 [General]>[WhiteList] に

"application/x-www-form-urlencoded"コンテンツタイプを含めます。インデクサはURL

エンコード（パーセントエンコード）をデコードします。フォームフィールドと値から

key=value ペアを作成します。この値では、インデクサはアンダースコア文字(_)で空白

を置き換えます。機密情報（例えば、ログインフォームのパスワード）をインデックス付

けするのを防ぐには、[Form]>[Blacklist]オプションを使用します。 

2. 設定ファイルを外部ホスト（/opt/external-indexer/usr/share/adp/httpconfig.json

ファイル）にコピーします。 

3. インデクササービスを再起動します。：systemctl restart external-indexer.service 

4. 他の外部インデクサホストで上記の手順を繰り返します。さもないと、特定の監査証跡が

異なるインデクサ設定を使用してインデックス付けされる可能性があります。 

5. SPS ホスト上で実行しているインデクサを無効にします。さもないと、特定の監査証跡が異

なるインデクサ設定を使用してインデックス付けされる可能性があります。 

[Basic Settings]>[Local Services]>[Indexer service]に移動し、[Maximum parallel audit 

trails to index on box]オプションを 0 に設定します。 

15.2.8 外部インデクサの開始 

外部インデクサを設定し、すべての復号鍵を追加すると、サービスを開始できます。 

手順： 

1. 次のコマンドを使用してインデクササービスを開始します。 
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 Red Hat または CentOS 6.5： 

service external-indexer start 

 Red Hat または CentOS 7： 

systemctl start external-indexer.service 

2. インデクササービスが実行されていることを確認します。ps aux コマンドを実行します。出

力に workercontroller および 1 つ以上の indexerworker プロセスが表示されているはずで

す。indexerworkerの数は/opt/external-indexer/etc/indexer/indexerworker.cfgファイルの

number_of_workers キーに設定した数と同じになります。 

3. indexer-certs.cfg 設定ファイルを確認します。 

外部インデクサホストのシステムログをチェックします。"Error loading key store"ログは

indexer-certs.cfg 設定ファイルに問題があることを示しています。 

4. インデクサホストが、SPS の web インターフェースの[Indexer]>[Indexer status]ページのイ

ンデクサリストに表示されていることを確認します。 

15.2.9 SPS上のインデックス付けの無効化 

SPS の負荷を軽減するために、ボックス上での監査証跡のインデックス付けを無効にできます。こ

れにより、監査証跡を検索するために、オンデマンドでスクリーンショットを生成する時に遅延が発

生することに注意してください。 

前提条件： 

外部インデクサが利用可能な場合にのみ SPS ボックスのインデックス付けを無効にします。SPS

が外部インデクサの存在を検知できない場合（例えば、ネットワークの停止のため）、インデックス

付けは 1 つのインデックス処理が自動的に SPS 上で再有効になります。 

手順： 

1. SPS の web インターフェースで、[Basic Settings]>[Local Services]>[Indexer service]に移

動します。 

2. [Maximum parallel audit trails to index on box]を 0 に設定します。 

3. をクリックします。 
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15.2.10 インデクサの管理 

外部ホスト上で実行されるインデクサは、外部ホストの標準的なシスログサーバーにログメッセー

ジを送信します。これらのログメッセージは SPS 上で表示されません。 

インデクサはホストの標準的な init.d フレームワークを使用します。/etc/init.d/indexerworker 

restart コマンドを使用してインデクサプロセスを、/etc/init.d/external-indexer restart コマンドを使

用してインデクササービス全体を、それぞれ再起動できます。インデクササービスを再起動すると

ワーカープロセスも自動的に再起動します。 

インデクサが実行しているホストが、SPS の web インターフェースの[Indexer]>[Indexer status]ペ

ージのインデクサリストに表示されている必要があります。 

15.2.11 外部インデクサのトラブルシューティング 

外部ホスト上で実行されるインデクサは、外部ホストの標準的なシスログサーバーにログメッセー

ジを送信します。これらのログメッセージは SPS 上で表示されません。問題が発生した場合、問題

の原因がどのホストの、どのコンポーネントか調べるために SPS と外部インデクサのログをチェッ

クします。問題が外部インデクサホストにある場合、要求されている復号鍵がホストで利用可能か

どうか確認し、次のコマンドを使用してインデクササービスを再起動します。 

 Red Hat または CentOS 6.5： 

service external-indexer restart 

 Red Hat または CentOS 7： 

systemctl restart external-indexer.service 

問題が継続する場合、弊社カスタマーポータルまでお問い合わせください。 

15.3 インデクササービスのステータス監視 

監査証跡のプロセスのステータスは、[Indexer]>[Indexer status]ページに表示されます。 

インデクササービスを使用している場合： 

 Worker status：ワーカーグループに関するさまざまなデータを表示します。 

 Capabilities：このワーカーが実行するジョブのタイプ。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/ticket_details_techsupport.php
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 Capacity：インデクサの利用可能容量とトータル容量（最大並列監査証跡処理数）。 

 Indexing：監査証跡をインデックス付けしているアクティブなプロセス数。 

 Generating video：ビデオを生成しているアクティブなプロセス数。 

 Generating screenshot：スクリーンショットを生成しているアクティブなプロセス数。 

 Processing：接続ポリシー毎の処理中の監査証跡。 

 Waiting for processing：処理待ちの監査証跡。 

[queued]フィールドには、使用可能な監査証跡の総数([all])のうち、現在、処理に選択され

た監査証跡が表示されます。[Indexing (queued / all)]カラムに監査証跡が表示された場合、

以下のいずれかを表します。 

 最大キューサイズは 1000 です。多くの証跡がインデクス待ちの場合、SPS はキュー

に多くの証跡を保持します。例えば、すべての値が 1000 を超えている場合、[queued]

フィールドの値は 900 以上に高い値になります。これは正常な値です。 

 復号のための適切なキーを持つワーカーが現時点で利用可能ではなく、他のワーカ

ーは必要な鍵を持っていません。 

 必要な Capability を持つ利用可能なワーカーがありません。 

インデックス付けされない監査証跡の場合：接続ポリシー毎に処理待ちの監査証跡がリストされ

ます。 
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Figure 15-5 Indexer > Indexer status — インデクサのステータス監視 

 

[Indexing history]セクションはインデックス付けされた監査証跡の数、および SPS がインデックス

付けするのに失敗した監査証跡の数も表示します。SPS がインデックス付けに失敗した監査証跡

を発見するには、[Search]>[Search]に移動し、[Channel's indexing status]>[Indexing failed]を選択

します（[Channel's indexing status]列が表示されていない場合は、[Customize columns]をクリック

します）。 

[Indexer Status]ページを 5 秒毎に自動的にリフレッシュするには、[Auto refresh]をチェックします。

直ぐにページをリフレッシュするには、[Refresh now]をクリックします。 

15.4 HTTP インデクサの設定フォーマット 

このセクションでは、ＨＴＴＰインデクサ（つまり、ＨＴＴＰ監査証跡のどのフィールドに、どうやってイ

ンデックス付けするか）の設定フォーマットとオプションを説明します。ＨＴＴＰインデックスをカスタ

マイズする方法の詳細については、「15.2.7 HTTP トラフィックインデックスのカスタマイズ」を参照
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してください。 

 注釈： 

HTTP POST メッセージをインデックス付けする場合、[General]>[WhiteList]に"application/x-

www-form-urlencoded"コンテンツタイプを含めます。インデクサは URL エンコード（パーセント

エンコード）をデコードします。フォームフィールドと値から key=value ペアを作成します。この値

では、インデクサはアンダースコア文字(_)で空白を置き換えます。機密情報（例えば、ログイ

ンフォームのパスワード）をインデックス付けするのを防ぐには、[Form]>[Blacklist]オプション

を使用します。 

 

ＨＴＴＰインデクサ 

設定オプション 
タイプ 説明 

General  
Top level 

item 

インデックス付けされるＨＴＴＰコンテンツタイプを決定します。コ

ンテンツタイプがホワイトリストにリストされていて、ブラックリス

トにリストされていない場合にのみＨＴＴＰメッセージはインデック

ス付けされます。 

例： 

"General": { 

    "Whitelist": ["text/.*", ".*json.*", 

"multipart/.*", "application/x-www-form-

urlencoded"], 

    "Blacklist": ["text/css", 

"application/javascript", "text/xslt", ".*xml.*"] 

  }, 
 

 Whitelist list 

インデックス付けするＨＴＴＰコンテンツタイプのリスト。リストの

各エントリは正規表現として扱われます。 

例： 

"Whitelist": ["text/.*", ".*json.*", 

"multipart/.*", "application/x-www-form-

urlencoded"], 
 

 Blacklist list 

インデックス付けしないＨＴＴＰコンテンツタイプのリスト。リストの

各エントリは正規表現として扱われます。 

例： 

"Blacklist": ["text/css", 

"application/javascript", "text/xslt", ".*xml.*"] 
 

Form  Top level ＨＴＴＰ ＰＯＳＴメッセージのどのフィールドにインデックス付けす
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item るか決定します。 

例： 

"Form": { 

    "Blacklist": ["password", "pass"] 

  }, 

 

 

注意： 

HTTP POST メッセージをインデックス付けする

場 合 、 [General]>[WhiteList] に "application/x-

www-form-urlencoded"コンテンツタイプを含め

ます。インデクサは URL エンコード（パーセントエ

ンコード）をデコードします。フォームフィールドと

値から key=value ペアを作成します。この値で

は、インデクサはアンダースコア文字(_)で空白を

置き換えます。機密情報（例えば、ログインフォ

ームのパスワード）をインデックス付けするのを

防ぐには、[Form]>[Blacklist]オプションを使用し

ます。 
 

 Blacklist list 

HTTP POST メッセージでインデックス付けしないフィールドのリ

スト（例えば、ログインフォームなどのフォームサブミット時）。リ

ストの各エントリは正規表現として扱われます。 

例： 

"Blacklist": ["password", "pass"] 
 

Html  
Top level 

item 

text/html プロセスの設定に、このセクションを含めます。HTML

タグはテキストから取り除かれ、そのコンテンツのみにインデッ

クス付けされます（例えば、<html><title>Title</title></html> 

は Title になります）。 

例： 

"Html": { 

    "Attributes": ["href", "name", "value", 

"title", "id", "src"], 

    "StrippedTags": ["script", "object", "style", 

"noscript", "embed", "video", "audio", "canvas", 

"svg"] 

  } 
 

 Attributes list key=value ペアで抽出され、インデックス付けされた HTML 属性
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のリスト。この値では、インデクサはアンダースコア文字(_)で空

白を置き換え、URL エンコードをデコードします。 

"Attributes": ["href", "name", "value", "title", 

"id", "src"], 

meta name="description" 、 meta name="keywords" 、 meta 

name="author"、および meta name="application-name"のコン

テンツ属性は常にインデックス付けされます。 

監査証跡に以下の HTML が含まれている場合の例： 

<head> 

<meta name="description" content="Web page 

description"> 

<meta name="keywords" 

content="HTML,CSS,XML,JavaScript"> 

<meta name="author" content="Balabit SA"> 

<meta charset="UTF-8"> 

</head> 

インデックスは以下のテキストが含まれます。 

description=Web_page_description 

keywords=HTML,CSS,XML,JavaScript author=Balabit_SA 
 

 
StrippedT

ags 
list 

インデックス付けされない HTML タグのリスト。 

例： 

"StrippedTags": ["script", "object", "style", 

"noscript", "embed", "video", "audio", "canvas", 

"svg"] 
 

16 監査証跡の閲覧および SPSの接続データベース 

SPS は監査証跡を閲覧するための検索インターフェースを持ちます。この接続データベースには

接続および接続要求に関するさまざまなメタ情報も含みます。検索クエリには、英数字のみ含む

ことができます。 

検索インターフェースにアクセスするには、[Search]>[Search]に移動します。以下の権限を持つユ

ーザーのみが[Search]ページにアクセスできます。 

 接続ポリシーの[Access Control]フィールドで[Audit]または[Audit&Authorize]権限に設定

された[Authorizers]に設定されているグループのメンバー。これらのユーザーは、各接続

の監査証跡のみアクセスできます。 
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接続の承認者の設定の詳細については、「17.3.1 4-eyes 認証設定手順」を参照してくださ

い。 

 [Search]権限が設定されているグループのメンバー。 

[AAA]ページでユーザーに[Search]権限を割り当てると、[Search in all connections]権限

が自動的に有効になり、ユーザーが、特定の接続ポリシーの[Access Control]オプション

にリストされているグループのメンバーではなくても、すべての監査証跡へのユーザーアク

セスが許可されます。 

ユーザー権限の設定方法の詳細については、「5.7 ユーザー権限とユーザーグループの管

理」を参照してください。 

 admin ユーザー。 

Figure 16-1 Search > Search — 接続データベースの閲覧 

 

時間間隔の変更： 

グラフの棒には選択された間隔の結果の数が表示されます。ズーム/ズームアウトするには と

アイコンを使用し、前あるいは次の間隔を表示するには矢印を使用します。日時を明確に選

択するには、[Jump to]を選択するか、カレンダーで日時を設定します。[Scale]オプションで表示さ
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れる間隔の期間を変更できます。 

グラフの棒の上にマウスを置くと、データ数と期間の開始と終了日時が表示されます。グラフの棒

をクリックするとテーブルにその期間のデータが表示されます。Shift+Click で複数の棒が選択され

ます。 

接続の検索： 

 注釈： 

この機能は、接続に監査とコンテンツのインデックス付けが要求された場合にのみ利用可能

です。詳細については、「15.1 内部インデクサの設定」を参照してください 

インデックス付けされた監査証跡のコンテンツを検索するには、[Screen content]フィールドに検索

キーワードを入力して[Filter]をクリックします。検索は大文字小文字を区別しません。式と論理演

算子を使用できます。詳細については、「16.4 コンテンツ検索の使用」を参照してください。 

検索結果のフィルタリング： 

接続メタデータは、カスタマイズされた列に表示され、任意のパラメーターまたはパラメーターの組

み合わせでフィルターできます。検索結果のリストをフィルターするには、適切な列のインプットフィ

ールドにフィルター式を入力し、Enter を押します。あるいは、テーブルのデータをクリックします。 

利用可能な列の詳細については、「16.5 接続のメタデータ」を参照してください。 

フィルターを使用方法と保存方法の詳細については、「16.6 検索フィルターの使用と管理」を参照

してください。 

 注釈： 

フィルターを使用した場合、グラフの棒はフィルター結果の統計情報を表示します。 

フィルターは部分一致も表示されます。 アイコンで一致を検索し、 で逆フィルタ（含まない）を

実行することができます。行のフィルター条件をクリアするには をクリックします。 

元のテーブルの戻すには、[Clear conditions]をクリックします。 

 注釈： 

1 つのプロトコルのリストを直ぐにフィルターするには、[Protocol]列のドロップダウンメニューを

使用します。 

検索結果のエクスポート： 

カンマ区切りのテキストファイルに検索結果をエクスポートするには、[Export format]>[CSV]を選

択して、[Export]をクリックします。 
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検索結果に関する統計情報を表示する方法については、「16.9 検索結果の統計情報の表示」を

参照してください。 

接続の詳細表示： 

接続の概要を表示するには、 をクリックするか、 を使用して対応する接続の詳細（例、Events）

を表示します。概要は接続の詳細ポップアップウィンドウに表示されます。詳細については、「16.1

接続の詳細」を参照してください。 

セッションの監査証跡をダウンロードするには、[Audit-trail]列の アイコンをクリックします。 

16.1 接続の詳細 

詳細ポップアップウィンドウは、接続のデータベースに保存されているインデックス付けされた監査

証跡の詳細な情報を表示します。インデックス付けされたセッションとそのイベントについて概要を

得ることができます。 

ポップアップウィンドウは 2 つの主要部分（ヘッダー、および証跡の詳細）で構成されています。ヘ

ッダー部分では、以下のことができます。 

 および ボタンで検索ページにリストされている前後の証跡に移動します。 

 現在の証跡を検索します。検索は表示されている監査証跡のみに実行されます。証跡間

を移動すると、検索ページで使用しているクエリ（入力している場合）はリセットされます。

ボタンを使用してクエリを戻すこともできます。検索式の使用方法の詳細については、

「16.4 コンテンツ検索の使用」を参照してください。 

 証跡をエクスポート/追随します。 ボタンをクリックして証跡をエクスポートします。あるい

は、現在進行中の接続を追随するには をクリックします。証跡データは、Safeguard 

Desktop Player アプリケーションで開くことができる.srs 形式でエクスポートされます。 
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Figure 16-2 監査証跡の詳細 

 

証跡の詳細： 

詳細セクションはタブ(左側)とスクリーンショット(右側)で構成されています。詳細タブは常に表示さ

れます。証跡に一致するコンテンツが存在する場合は、[All results]、[Events]、および[Alerts]の

各タブが動的に表示されます。 

Details タブ：接続の詳細の概要（ユーザー、サーバー、時間など）です。 

 ユーザー情報：リモートおよびゲートウェイユーザー名。接続のメタデータ・データベースの

[Username]フィールドに対応するゲートウェイユーザー名です。以下の点に注意してくださ

い。 

 ユーザーが接続でインバンドゲートウェイ認証を実行している場合、フィールドに、ゲ

ートウェイ認証のユーザー名（ゲートウェイユーザー名）が含まれます。 

 さもなければ、フィールドに、リモートサーバー上で使用されたユーザー名が含まれま

す。 

 接続情報：接続の結果、プロトコル、接続ポリシー、クライアントおよびサーバーアドレス。 

 セッション時間：接続の開始および終了時間。 

 証跡情報：インデックス付けされているか、アーカイブされているかなどの情報。 

 Link：この接続のみを表示するように、フィルターされた検索ページへのリンクです。このリ

ンクを共有した場合、他のユーザーは必要な権限を持っている場合にのみ監査証跡にア
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クセスでき、リンクの IP アドレス（SPS は複数の IP アドレスを使用してアクセスするように

設定することができます）を使用して SPS にアクセスできます。 

Figure 16-3 Details タブ 

 

All results タブ：検索ページ（または、証跡コンテンツ）で検索した、一致する結果の時系列の表示。 

 一致したイベントの日付と時間。 

 検索ランク。検索クエリに一致した結果の関連の度合いを表すランクが表示されます。 

 スクリーンショット。スクリーンショットが証跡で利用可能な場合、各検索結果をクリックする

と対応するスクリーンショットが表示されます。 

Figure 16-4 All results タブ 

 

Events タブ：接続のイベントの時系列の表示。 

 イベントの日付と時刻。 
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 イベントタイプ（コマンド、スクリーンコンテンツ、ウィンドウタイトル）。 

 イベントの詳細。 

Figure 16-5 Events タブ 

 

Alerts タブ：セッションでトリガーされたコンテンツポリシーアラートの時系列の表示。 

セッションを処理するのに使用されているコンテンツポリシーで[Actions]>[Store in Connection 

Database]オプションが選択されている場合にのみ、イベントはアラートとして表示されます。 

 アラートの日付と時刻。 

 アラートのタイプ（コマンド、スクリーンコンテンツ、クレジットカード、ウィンドウタイトル） 

 一致したコンテンツ。 

 ターミナルバッファコンテンツ。アラートがスクリーンショットに表示されない場合、 アイコ

ンをクリックすると、すべてのターミナルバッファのコンテンツを表示できます。 

 スクリーンショット。スクリーンショットが証跡で利用可能な場合、各検索結果をクリックする

と対応するスクリーンショットが表示されます。 
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Figure 16-6 Alerts タブ 

 

スクリーンショット：証跡を開いた時やその後に検索した時に、検索結果とアラートのスクリーンショ

ットが生成されます。カルーセルを使用してスクリーンショット間をスクロールでき、各スクリーンシ

ョットをフルサイズで表示できます。スクリーンショットを選択すると対応する検索結果またはアラ

ートが強調表示されます。 

スクリーンショットは次の場合に利用できません。 

 現在進行中の接続。 

 インデックス付けされていない証跡。 

 HTTP 接続の証跡。 

 （必要な証明書なしで）暗号化された証跡。 

 注釈： 

SSH および Telnet の証跡では、証跡データは 1 秒ごとに集計されます。表示されるスクリーン

ショットは、その秒の最後に表示されたターミナルバッファが反映されています。データがこの

秒の間に画面外に出されても、検索はデータを検知できますが、生成されたスクリーンショット

には表示されません。 
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16.2 ブラウザでの監査証跡の再生 

 注意： 

ブラウザ、あるいは Safeguard Desktop Player アプリケーションで監査証跡を再生できます。こ

れらのソリューションには違いがありますので注意してください。 

 Browser Safeguard Desktop Player 
インストールせずに動作 ✓ - 
動作 OS ✓ Windows 

, Linux 
,MacOS 

TN5250 セッションの再生 ✓ ✓ 
SCP と SFTP セッションからのファイル抽出 - ✓ 
HTTP セッションの再生 - コマンドラインで raw ファイル

のみエクスポート可 

レタリング中の再生 ✓ ✓ 
4-eyes 接続対応 - ✓ 
ライブストリーム再生 - ✓ 

PCAP エクスポート - ✓ 
証跡コンテンツ検索 ✓ - 
キー入力表示 ✓ ✓ 

ビデオへの字幕表示 - ✓ 
ビデオへのエクスポート - ✓ 
スクリーンコンテンツのエクスポート - ✓ 

ブラウザで監査証跡を再生するには、「16.2 ブラウザでの監査証跡の再生」を参照してくださ

い。 

Safeguard Desktop Player アプリケーションの詳細については、「Safeguard Desktop Player ユ

ーザーガイド」を参照してください。 

 

 注意： 

SPS の web インターフェースは一般的に Internet Explorer および Microsoft Edge をサポート

していますが、監査証跡を再生するには Internet Explorer 11 を使用して Google WebM Video 

for Microsoft Internet Explorer プラグインをインストールする必要があります。Explorer 11 あ

るいはサポートされている他のブラウザをインストールできない場合は、Safeguard Desktop 

Player アプリケーションを使用してください。詳細については、「16.2 ブラウザでの監査証跡の

再生」または「Safeguard Desktop Player ユーザーガイド」を参照してください。 

ブラウザで監査証跡を再生するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Search]>[Search]で、再生する監査証跡を検索します。 

https://tools.google.com/dlpage/webmmf/
https://tools.google.com/dlpage/webmmf/
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Figure 16-7 Search > Search — 接続データベースの閲覧 

 

2. オプション手順：暗号化された監査証跡を再生するには、[User menu]>[Private keystore]

で鍵を[permanent]または[temporary]にアップロードします。詳細については、「16.3 ブラウ

ザでの暗号化された監査証跡の再生」を参照してください。 

3. をクリックして接続の詳細を表示します。 

4. をクリックして再生可能な監査証跡からビデオファイルを生成します。インデ

クサの負荷および監査証跡の長さおよび種類に応じて、これには数分かかることがありま

す（処理をキャンセルするには をクリックします）。[Video status]フィールドにプロセスの

進捗状況が表示されます。 

ビデオが利用可能になると、 は に変わります。 
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Figure 16-8 監査証跡の詳細 

 

5. ビデオを再生するには、 をクリックします。プレイヤーウィンドウが開きます。 

6. プレイヤーウィンドウでは以下の操作ができます。 

Figure 16-9 ブラウザでの監査証跡の再生 

 

1. ：再生、一時停止します。 

2. 、 ：前のイベントにジャンプ、次のイベントにジャンプします。 

3. ：再生スピードを調整します。 

4. ：監査証跡の開始されてからの時間/監査証跡の長さです。

監査証跡の日付（タイムスタンプ）を表示するには時間をクリックします。 
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5. ：キーボードイベントのリストです。Enter、F1 など

の特殊文字がボタンで表示されます。アップストリームが暗号化されている場合、キ

ーボードイベントを表示するには[User menu]>[Private keystore]で鍵を[permanent]ま

たは[temporary]にアップロードします。 

6. ：マウスボタンの操作を表します。 

7. ：スクリーンショットを撮ります。 

8. ：イベントの表示/非表示。表示するイベントのタイプを選択します。使用されてい

るプロトコルおよび監査証跡がどのように処理されたかに応じて、SPS はキーボード

イベント、コマンド、マウスイベント、およびウィンドウタイトルを表示できます。コマンド

とウィンドウタイトルは画面上部にサブタイトルとして表示されます。 

9. ：フルスクリーンモードにします。 

10. ：進捗バーです。 

11. ：イベントの発生

分布を表示します。青-コマンド、緑-キーボードイベント、黄色-マウスイベント、オレン

ジ-ウィンドウタイトル。 

12. ：プレイヤーを閉じて、接続の詳細ページに戻ります。 

16.3 ブラウザでの暗号化された監査証跡の再生 

暗号化された監査証跡のスクリーンショットを表示し、ブラウザで暗号化された監査証跡を再生す

るには、必要な証明書と対応する秘密鍵をプライベートキーストアにアップロードする必要があり

ます。暗号化に応じて、監査証跡のアップストリーム部分を復号するには、追加の証明書と鍵の

セットが必要になる場合があります。 

RSA 鍵（PEM エンコードされた X.509 証明書）のみがプライベートキーストアにアップロードするこ

とができます。 

 注釈： 

証明書は、コンテナと配信メカニズムとして使用されます。暗号化と復号では、鍵のみが使用

されます。 

2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します。 

監査証跡の暗号化の詳細については、「7.10.1 監査証跡の暗号化」を参照してください。 
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証明書を恒久的、あるいは一時的にアップロードできます。一時的な証明書は、SPS をログアウト

すると削除されます。 

キーストアの証明書と秘密鍵はパスフレーズで保護することができます。監査証跡を復号するの

にパスフレーズで保護されたキーストアの証明書と秘密鍵を使用するには、最初にセキュリティパ

スフレーズを入力してキーストアのロックを解除する必要があります。 

手順： 

1. [User menu]>[Private keystore]をクリックします。 

Figure 16-10 User menu > Private keystore — プライベートキーストア 

 

2. オプション手順：セキュリティパスフレーズを、まだ 1 度も設定していない場合は作成します。 

a. [Security passphrase]で[Change]をクリックします。 

b. [New]フィールドに、新しいセキュリティパスフレーズを入力します。[Confirm]フィール

ドに同じパスフレーズを入力します。 

 注釈： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用

することができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

c. [Apply]をクリックします。 
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もしパスワードを忘れた場合は、弊社カスタマーポータルまでお問い合わせください。 

3. をクリックして新しい証明書を追加します。 

Figure 16-11  証明書の追加 

 

4. 最初の をクリックして新しい証明書をアップロードします。ポップアップウィンドウが表示さ

れます。 

Figure 16-12 証明書のアップロード 

 

5. [Browse(参照)]をクリックし、証明書を含むファイルを選択して[Upload]をクリックします。あ

るいは、[Certificate]フィールドに証明書をコピー/ペーストして [Set]をクリックすることでも

できます。 

6. 証明書に対応する秘密鍵をアップロードするには、2 番目の アイコンをクリックします。ポ

ップアップウィンドウが表示されます。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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Figure 16-13 秘密鍵のアップロード 

 

7. [Browse(参照)]をクリックし、秘密鍵を含むファイルを選択し、パスワードで保護された鍵の

場合は[Password]フィールドにパスワードを入力して[Upload]をクリックします。あるいは、

[Key]フィールドに秘密鍵をコピー/ペーストし、[Password]フィールドにパスワードを入力し

て[Set]をクリックすることでもできます。 

8. さらに証明書-鍵ペアを追加するには、 をクリックして上述の手順を繰り返します。 

9. プライベートキーストアに証明書と鍵のアップロードを終了するには、[Apply]をクリックしま

す。 

16.4 コンテンツ検索の使用方法 

監査証跡のコンテンツを効率的に検索するには、以下の前提条件を満たしている必要があります。 

 セッション中の監査証跡に関連した接続ポリシーでインデックスが有効にされています。 

 かつ、監査証跡のインデックス付けが終了しています。 
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上述の前提条件を満たしている場合、コンテンツ検索に以下を使用できます。 

 ワイルドカード。 

 論理演算式。 

 ターミナル接続のコマンド検索。（例、command：”sudo su”） 

 グラフィカル接続のウィンドウタイトル検索。（例、title：settings） 

以下のセクションでは、さまざまな検索クエリの例を示しています。 

 完全一致の例については、「16.4.1 完全一致検索」を参照してください。 

 検索キーワードを組み合わせるために論理演算子を使用する例については、「16.4.2 キー

ワードの組み合わせ検索」を参照してください。 

 ワイルドカード検索の例については、「16.4.3 ワイルドカード検索」を参照してください。 

 特殊文字を検索する例については、「16.4.4 特殊文字の検索」を参照してください。 

 同様なスペルを持つ単語を検索する、あいまい検索の例については、「16.4.6 あいまい検

索」を参照してください。 

 特定の範囲内に出現する単語を検索する、範囲検索の例については、「16.4.7 近接検索」

を参照してください。 

 検索項目の関連性を変更する例については、「16.4.8 検索項目の関連性の変更」を参照し

てください。 

このドキュメントで記載されていない、より複雑なキーフレーズを使用する方法の詳細については、

「Apache Lucene documentation」（英文）を参照してください。 

16.4.1 完全一致検索 

デフォルトでは、SPS はキーワードを単語全体として検索し、完全一致のみ返します。検索キーワ

ードに特殊文字が含まれている場合、バックスラッシュ（\）でエスケープ処理する必要があります。

特殊文字の詳細については、「16.4.4 特殊文字の検索」を参照してください。次の文字は特殊文字

です。：+ - & | ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \ /。 

Example 16.1 完全一致検索 

検索式 example 

http://lucene.apache.org/core/4_7_0/queryparser/org/apache/lucene/queryparser/classic/package-summary.html#Term_Modifiers


 

 

 

 

  Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS 

管理者ガイド 

Rev. 1.0 

 404 / 577 

一致する文字列 example 

一致しない文字列 examples 

example.com 

query-by-example 

exam 

フレーズを検索するには、ダブルクォーテーション（”）で検索キーワードを囲みます。 

Web インターフェースでの検索式 "example command" 

REST API での検索式 %22example%20command%22 

一致する文字 example command 

一致しない文字列 example 

command 

example: command 

バックスラッシュ文字を含む文字列（例、Windows のパス）を検索するには、バックスラッシュを 2 つ使用します。 

Web インターフェースでの検索式 C\:\\Windows 

REST API での検索式 C%5C%3A%5C%5CWindows 

一致する文字列 C:\Windows 

16.4.2 キーワードの組み合わせ検索 

検索キーワードを組み合わせるために、論理演算子（AND、OR、NOT および+、–）を使用できます。

さらに複雑な検索式を丸括弧()を使用して組み立てることもできます。 

Example 16.2 キーワードの組み合わせ 

Web インターフェースでの検索式 keyword1 AND keyword2 

REST API での検索式 keyword1%20AND%20keyword2 

一致する文字列 両方のキーワードを含んだ文字列を返します。 

 

Web インターフェースでの検索式 keyword1 OR keyword2 

REST API での検索式 keyword1%20OR%20keyword2 

一致する文字列 少なくとも 1 つのキーワードを含んだ文字列を返します。 

 

Web インターフェースでの検索式 "keyword1 keyword2" NOT "keyword2 keyword3" 

REST API での検索式 %22keyword1%20keyword2%22%20NOT%20%22keyword2%20keyword3%2
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2 

一致する文字列 最初のフレーズを含み、かつ 2 番目のフレーズを含まない文字列を返

します。 

 

Web インターフェースでの検索式 +keyword1 keyword2 

REST API での検索式 %2Bkeyword1%20keyword2 

一致する文字列 キーワード 1 を必ず含むが、キーワード 2 も含まれる可能性のある文

字列を返します。 

論理演算子と解釈される式（例、AND）を検索するには、次の形式を使用します。：”AND” 

Example 16.3 検索の丸括弧の使用 

より複雑な検索式を作成するには丸括弧()を使用します。 

Webインターフェースでの検索式 (keyword1 OR keyword2) AND keyword3 

REST API での検索式 %28keyword1%20OR%20keyword2%29%20AND%20keyword3 

一致する文字列 Keyword1 と keyword3 または keyword2 と keyword3 のどち

らかを含む文字列を返します。 

16.4.3 ワイルドカード検索 

検索式に、?および*のワイルドカードを使用できます。 

Example 16.4 検索の?ワイルドカードの使用 

?（クエスチョンマーク）ワイルドカードは、任意の文字の 1 文字を意味します。非 UTF-8 またはマルチバイト文

字は検索できないことに注意してください。これらの文字を検索するには、??式が動作します、あるいは代わり

に*ワイルドカードを使用できます。 

検索の最初の文字として*または?シンボルを使用することはできません。 

Web インターフェースでの検索式 example? 

REST API での検索式 example%3F 

一致する文字列 example1 

examples 

example? 

一致しない文字列 example.com 

example12 

query-by-example 
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Web インターフェースでの検索式 example?? 

REST API での検索式 example%3F%3F 

一致する文字列 example12 

一致しない文字列 example.com 

example1 

query-by-example 

Example 16.5 検索の*ワイルドカードの使用 

?（クエスチョンマーク）ワイルドカードは、任意の文字の 0 文字以上を意味します。非 UTF-8 またはマルチバイ

ト文字も検索します。 

Web インターフェースでの検索式 example* 

REST API での検索式 example%2A 

一致する文字列 example 

examples 

example.com 

一致しない文字列 query-by-example 

example* 

Example 16.6 検索のワイルドカードを組み合わせた使用 

ワイルドカード文字は組み合わせることができます。 

Web インターフェースでの検索式 ex?mple* 

REST API での検索式 ex%3Fmple%2A 

一致する文字列 example1 

examples 

example.com 

exemple.com 

example12 

一致しない文字列 exmples 

query-by-example 

16.4.4 特殊文字の検索 

特殊文字（例、クエスチョンマーク(?)、アスタリスク（*）、バックスラッシュ（\）または空白文字）を検

索するには、バックスラッシュ（\）を、これらの文字の前につける必要があります。バックスラッシュ

の後の文字は検索される文字として処理されます。次の文字は特殊文字です。：+ - & | ! ( ) 

{ } [ ] ^ " ~ * ? : \ /。 
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Example 16.7 特殊文字の検索 

特殊文字を検索するには、バックスラッシュ(\)を使用します。 

Web インターフェースでの検索式 example\? 

REST API での検索式 example%5C%3F 

一致する文字列 example? 

一致しない文字列 examples 

example1 

バックスラッシュ(\)文字を含む文字列（例、Windows のパス）を検索するには、2 つのバックスラッシュ（\\）を使

用します。 

Web インターフェースでの検索式 C\:\\Windows 

REST API での検索式 C%5C%3A%5C%5CWindows 

一致する文字列 C:\Windows 

スラッシュ(/)文字を含む文字列（例、UNIX のパス）を検索するには、すべてのスラッシュをバックスラッシュで

エスケープ(\/)する必要があります。 

Web インターフェースでの検索式 \/var\/log\/messages 

REST API での検索式 %5C%2Fvar%5C%2Flog%5C%2Fmessages 

一致する文字列 /var/log/messages 

 

Web インターフェースでの検索式 \(1\+1\)\:2 

REST API での検索式 %5C%281%5C%2B1%5C%29%5C%3A2 

一致する文字列 (1+1):2 

16.4.5 コマンドおよびウィンドウタイトルの検索 

ターミナル接続では、コマンド（画面コンテンツは除く）のみを検索するのに command:プレフィックス

を使用します。グラフィカル接続では、ウィンドウタイトル（画面コンテンツは除く）のみを検索する

には title:プレフィックスを使用します。コマンドあるいはウィンドウタイトルの検索結果を除外す

るには、次の形式を使用します。：keyword AND NOT title:[* TO *]。 

他の式およびワイルドカードとこれらの検索フィルターを組み合わせることもできます。例、

title:properties AND gateway。 

Example 16.8 コマンドとウィンドウタイトルの検索 

特殊文字を検索するには、バックスラッシュ(\)を使用します。 

Web インターフェースでの検索式 command:"sudo su" 
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REST API での検索式 command%3A%22sudo+su%22 

一致する文字列 ターミナル接続の sudo su コマンド 

一致しない文字列 一般的な画面コンテンツでの sudo suコマンド 

 

Web インターフェースでの検索式 title:settings 

REST API での検索式 title%3Asettings 

一致する文字列 アクティブなウィンドウのタイトルに表示された settingsタイ

トル 

一致しない文字列 一般的な画面コンテンツでの settingsタイトル 

画面コンテンツでは式を検出し、コマンドまたはウィンドウタイトルの検索結果は除外するには、以下の例を参

照してください。 

Web インターフェースでの検索式 properties AND NOT title:[* TO *] 

REST API での検索式 properties%20AND%20NOT%20title%3A%5B%2A%20TO%20%2A%5D 

一致する文字列 画面コンテンツに propertiesが表示される場合、ただし、ウィ

ンドウタイトルではない 

一致しない文字列 ウィンドウタイトルの properties 

他の式およびワイルドカードとこれらの検索フィルターを組み合わせることもできます。 

Web インターフェースでの検索式 title:properties AND gateway 

REST API での検索式 title%3Aproperties%20AND%20gateway 

一致する文字列 ウィンドウタイトルに propertiesが表示され、画面コンテンツ

（または、ウィンドウタイトルの一部）に gatewayが表示されて

いる画面 

一致しない文字列 Properties と gateway の両方が画面に表示されているが、

propertiesはウィンドウタイトルではない画面 

16.4.6 あいまい検索 

あいまい検索は、キーワードに似ているスペルを持つ単語を検索するのに単一のキーワードの最

後にチルド(~)シンボルを使用します。 

Example 16.9 あいまい検索 

Web インターフェースでの検索式 roam~ 

REST API での検索式 roam%7E 

一致する文字列 roams 
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foam 

一致しない文字列 一般的な画面コンテンツでの sudo suコマンド 

16.4.7 近接検索 

近接検索は、各キーワードが指定された距離内にあるフレーズからキーワードを検索するのにフ

レーズの最後にチルド(~)シンボルを使用します。 

Example 16.10 近接検索 

Web インターフェースでの検索式 "keyword1 keyword2"~10 

REST API での検索式 %22keyword1%20keyword2%22%7E10 

一致する文字列 各キーワードから 10単語以内に keyword1 と keyword2がある場

合に一致します。 

16.4.8 検索項目の関連性の変更 

デフォルトでは、検索式のすべてのキーワードまたはフレーズは同等に取り扱われます。キーワ

ードあるいは式を、他のものより重要にするには、キャレット（＾）シンボルを使用します。 

Example 16.11 検索項目の関連性の変更 

Web インターフェースでの検索式 keyword1^4 keyword2 

REST API での検索式 keyword1%5E4%20keyword2 

一致する文字列 keyword1と keyword2を含む文字列を返しますが、keyword1は 4

倍関連性があります。 

 

Web インターフェースでの検索式 "keyword1 keyword2"^5 "keyword3 keyword4" 

REST API での検索式 %22keyword1%20keyword2%22%5E5%20%22keyword3%20keyword4%22 

一致する文字列 keyword1 keyword2と keyword3 keyword4を含む文字列を返しま

すが、, keyword1 keyword2は 5倍関連性があります。 

16.5 接続のメタデータ 

SPS は接続に関する以下のパラメーターを保持します。 

 Additional metadata：SPS のさまざまなプラグインによって記録された接続に関するデータ。

例えば、認証および承認プラグインを使用した場合。 
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 Alerting：接続でトリガーされた接続ポリシーアラートのリスト。すべてのアラートで、以下の

情報が表示されます。 

 アラートの日付：アラートの日付と時刻。 

 アラートタイプ：イベントのタイプ。（コマンド、画面コンテンツなど） 

 一致したルールの値：コンテンツに一致した式。 

 一致したコンテキスト：この列をクリックすると、一致したコンテンツのコンテキストが表

示されます。例えば、画面のコンテンツ、あるいはコマンドライン。トリガーされたアラ

ートの値は強調表示されます。 

例えば、SSH コマンドで sudo コマンドのすべての実行を検出したコンテンツポリシーは、次

のエントリを作成します。：2012-10-05 15:46:17.902004: (adp.event.command) 'sudo' 

 Application：シームレスな Citrix ICA 接続でアクセスされたアプリケーションの名前。 

 Archive date：接続がアーカイブまたはクリーンアップされた日付。 

 Archive path：リモートサーバーにアーカイブされた監査証跡へのパス。 

 Archive server：監査証跡がアーカイブされているリモートサーバーのホスト名または IP ア

ドレス。 

 Audit trail downloads：監査証跡がダウンロードされたかどうか。 

 Audit-trail：チャネルのトラフィックを保存している監査証跡の名前と ID。セッションに監査

証跡がある場合、 アイコンが表示されます。以下の文字が、ダウンロードアイコンに表

示される場合があります。 

 C：監査証跡はクリーンアップされていて、利用できません。 

 A：監査証跡はアーカイブされています。SPS はアーカイブサーバーから検索します。 

 X：監査証跡は何らかの理由で利用できません。 

以下の値で Audit-trail 列をフィルターできます。 

 no audit trail：監査証跡の無いチャネル。 

 has audit trail：監査証跡があるチャネル。 

 online：アクティブで進行中に属しているチャネル。すべての接続を監査している場合、

このリストには、[Active Connections]ページに表示されている接続も表示されます。 
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 archived：リモートサーバーにアーカイブされた監査証跡を持つチャネルですが、SPS

は監査証跡にアクセスできません。 

 Authentication method：接続で使用された認証方式。例えば、password 

 Channel policy：接続に適用されたチャネルポリシー。チャネルポリシーでは、接続で使用

することができるチャネル（例えば、SSH の terminal session や SCP、RDP の Drawing や

Clipboard）をリストし、チャネルが監査されるかどうかも決定します。チャネルポリシーはク

ライアントまたはサーバーの IP アドレス、ユーザーリスト、ユーザーグループ、あるいはタ

イムポリシーに基づいて、各チャネルへのアクセスを制限することもできます。 

 Channel type：チャネルのタイプ。 

 Channel's indexing status：チャネルがインデックス付けされているかどうか表示します。以

下の値が利用可能です。 

 Connection is active (0)：チャネルの接続はまだ開いています（インデクサは接続が閉

じるまで待機します）。 

 Not indexed (1)：接続に属するすべてのチャネルは閉じられています。監査証跡が

skipped_connections キューに置かれない限り、チャネルはインデックス処理の準備が

できています。 

 Indexing in progress (2)：インデックス処理が開始されているチャネル（インデックス付

けが進行中）。SPS は、チャネルの一部が既にインデックス付けされている検索結果

を戻すことができます。 

 Indexed (3)：チャネルのインデックス付けが終了しました。 

 Indexing not required (4)：インデックス付けが要求されていません（接続でインデックス

が有効になっていません）。 

 Indexing failed (5)：インデックス付けに失敗しました。インデクササーバーは、

indexer_jobs テーブルの error_message 列に対応するエラーメッセージを書き込みま

す。SPS は、エラーが発生する前にインデックス付けに成功したチャネルの一部の検

索結果を返すことができます。例えば、監査証跡の終わりにエラーが発生した場合で

も、監査証跡の最初の部分のコンテンツを検索できます。 

 No trail (6)：監査がチャネルで有効ではありません。 

 Client X.509 Subject：TELNET または VNC セッションのクライアント証明書です。SPS の

[Client-side transport security settings]>[Peer certificate validation]オプションが有効な
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場合のみ利用可能です。 

 Connection policy ID：接続ポリシーの ID です。 

 Connection policy：クライアントの接続要求を処理した接続ポリシー。 

 Destination IP：クライアントによって要求されたサーバーの IP アドレス。 

 Destination port：クライアントによって要求されたサーバーのポート番号。 

 Device name：RDP 接続で使用される共有デバイス（リダイレクト）の名前または ID。 

 Duration：セッションの時間。 

 Dynamic channel：RDP セッションで開かれたダイナミックチャネルの名前または ID。 

 End time：チャネルが閉じられた日付。 

 Events：ターミナルセッションでユーザーが実行したコマンドを表示したリスト。これらのコマ

ンドは、コマンドプロンプトと共に検索可能です。監査証跡がインデックス付けされている場

合、Telnet および SSH セッションシェル接続のみ利用可能です。インデックス付けの設定

の詳細については、「15 監査証跡のインデックス」を参照してください。 

 Exec command：[Session exec]チャネルで実行されたコマンド。 

 File operations：クライアントによって実行されたファイル操作（例えば、ファイルアップロー

ド、ディレクトリの作成）のリスト。接続のチャネルポリシーで[Log file transfers to database]

オプションが有効な場合に、SCP および SFTP セッション（SSH チャネルの[Session exec 

SCP]および[Session SFTP]）でのみ利用可能です。 

SCP および SFTP 接続の両方で、ファイル名は UTF-8 でエンコードされた文字のみが含ま

れている場合に、可読出来る形式に保存されます。ファイル名が有効な UTF-8 エンコード

されたファイル名ではない場合、非 ASCII 文字は 16 進数に変換されます。両方の場合で、

アスタリスク(*)文字は、アスタリスク(*)文字でエスケープされます。 

有効な UTF-8 でエンコードされたファイル名の場合： 

 ファイル名：ár*víz** 

 16 進数：C3 A1 72 2A 76 C3 AD 7A 2A 2A 

 接続のデータベースに保存される名前：ár**víz**** 

有効でない UTF-8 でエンコードされたファイル名の場合： 

 ファイル名：ár*víz**（ISO-8859-2 の場合） 
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 16 進数：E1 72 2A 76 ED 7A 2A 2A 

 接続のデータベースに保存される名前：*e1r**v*edz**** 

 注釈： 

SFTP 接続では、このフィールドにはパスとファイル名が含まれます。SCP 接続では、

ファイル名のみが含まれ、パスは[SCP Path]フィールドで利用可能です。 

Windows と UNIX システムでは、パス名にそれぞれ異なる区切り文字（バックスラッシュ

（\）とスラッシュ（/））を使用しています。SCP および SFTP プロトコルでは、使用される

区切り文字を指定していないので、SPS はスラッシュ（/）を使用します。例、

/var/log/messages 

 

 注釈ト： 

列のヘッダーのフィルターを使用して、特定のファイル（例えば、拡張子.gz のファイル

にアクセスしたセッションをリストするには.gz と入力します）が含まれたセッションを検

索します。現在、ファイル名とパスでのみ検索することが可能で、権限の変更ではでき

ません。 

 Four-eyes authorizer：セッションを承認したユーザーのユーザー名です。チャネルで 4-

eyes 認証が要求されている場合にのみ利用可能です。4-eyes 認証の詳細については、

「17.3 4-eyes 認証設定」を参照してください。 

 Four-eyes description：セッションの承認者によって提示された説明。 

 Hits and rank：インデックス付けされた証跡のみ利用可能で、監査証跡のコンテンツを検索

した時、この列は自動的に表示されます。 

 インデクササービスによってインデックス付けされたチャネルでは、監査証跡に検知さ

れたヒット数（検索結果）、および検索キーワードに関する監査証跡のランク（関連性）

が表示されます。[Rank]は 1～5 個の星マークで表示されます。[Hits]は監査証跡の

結果を最大 100 までの数を返します。100 を超えた場合、ヒットの正確な数は表示され

ません。 

 Audit Player インデクササーバーによってインデックス付けされたチャネルでは、ラン

クは利用可能ではありません。ヒットの正確な数は表示されず、検索キーワードが少

なくとも 1 回、証跡で検知されたかどうかを示します。この場合、[Hits and rank]列には

[1+]と表示されます。 

パフォーマンスの理由で、ヒット数は不正確になり、概算されることに注意してください。こ

の場合、SPS は、概算されたヒットカウントにチルダ（~）記号を表示します。 
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 Port-forward target IP：[Remote Forward]および[Local Forward]で、トラフィックがフォワー

ドされた IP アドレスです。 

 Port-forward target port：[Remote Forward]および[Local Forward]チャネルで、トラフィック

がフォワードされたポートです。 

 Port/X11 forward originator IP：[Remote Forward]および[Local Forward]チャネルで、チャ

ネルを開始するホストの IP アドレスです。このホストは、必ずしも SSH 接続のクライアント

およびサーバーではありません。 

 Port/X11 forward originator port：[Remote Forward]および[Local Forward]チャネルで、転

送されたポート番号です。 

 Protocol：接続で使用されたプロトコル（Citrix ICA、HTTP、RDP、SSH、Telnet、あるいは

VNC）です。 

 Rule number：チャネルに適用されたチャネルポリシーの行番号です。 

 SCP path：SCP 経由でコピーされたファイルの名前とパスです。接続のチャネルポリシーで

[Log file transfers to database]オプションが有効な場合で、SCP セッション（SSH チャネル

の[Session exec SCP]）のみで利用可能です。 

 注釈： 

このフィールドにはパスのみが含まれます、ファイ名は[File Operations]フィールドで利

用可能です。 

Windows と UNIX システムでは、パス名にそれぞれ異なる区切り文字（バックスラッシュ

（\）とスラッシュ（/））を使用しています。SCP および SFTP プロトコルでは、使用される

区切り文字を指定していないので、SPS はスラッシュ（/）を使用します。例、

/var/log/messages 

 Server IP：SPS によって接続されたサーバーの IP アドレスです。 

 注釈： 

HTTP の場合、セッションで最初に要求したターゲット IP になります。すべてのページコ

ンテンツが同じサーバーから取得することを保証することができないからです。 

 Server-local IP：サーバー側の接続で使用される SPS の IP アドレスです。 

 Server-local port：サーバー側の接続で使用される SPS のポート番号です。 

 Server port：SPS によって接続されたサーバーのポート番号です。 
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 Session ID：接続を識別するグローバルな一意な文字列です。セッション ID は次の形式に

なります。：svc/<unique-random-hash>/<name-of-the-connection-policy>:<session

-number-since-service-started>/<protocol>。例えば、svc/5tmEaM7xdNi1oscgVWpbZ

x/ssh_console:1/ssh。セッションに関連したログメッセージにはこの ID が含まれます。

例： 2015-03-20T14:29:15+01:00 spsdemo.example demo/sps_ssh[5594]: sps.audi

t(4): (svc/5tmEaM7xdNi1oscgVWpbZx/ssh_console:0/ssh): Closing connection; 

connection='ssh_console', protocol='ssh', connection_id='409829754550c1c7a

27e7d', src_ip='10.40.0.28', src_port='39183', server_ip='10.10.20.35', se

rver_port='22', gateway_username='', remote_username='example-username', v

erdict='ZV_ACCEPT' 

 Source IP：クライアントの IP アドレスです。 

 Source port：クライアントのポート番号です。 

 Start time：チャネルが開始された日付です。 

 Subsystem name：チャネルで使用された SSH サブシステムの名前です。 

 URLs：HTTP セッションでアクセスされた URL のリストです（リストはポップアップウィンドウ

に表示されます）。 

 Unique connection ID：接続の一意な ID です。 

 Username：セッションで使用されたユーザー名です。 

 ユーザーが接続でインバンドゲートウェイ認証を実行した場合、このフィールドにはゲ

ートウェイ認証（ゲートウェイユーザー名）のユーザー名が含まれます。 

 それ以外は、このフィールドにはリモートサーバーで使用されたユーザー名が含まれ

ます。 

 Username on server：リモートサーバーのログインに使用されたユーザー名です。このユー

ザー名は、ユーザーマッピングが接続で使用された場合、クライアント側のユーザー名と

異なるこがあります。ユーザーマッピングの詳細については、「17.1 ユーザーマッピングポ

リシー設定」を参照してください。 

 Verdict：SPS がチャネルについて決定した内容です。 

 ACCEPT：許可しました。 

 ACCEPT-TERMINATED：接続が受け入れられ確立しましたが、コンテンツポリシーに
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より接続を終了しました。コンテンツポリシーの詳細については、「7.6 コンテンツポリシ

ーによるリアルタイム接続監視」を参照してください。 

 CONN-AUTH-FAIL：ユーザー認証が失敗しました。 

 CONN-DENY：接続が拒否されました。 

 CONN-FAIL：接続に失敗しました。SPS を通過することは許可されましたが、サーバ

ー上でタイムアウトしました。 

 CONN-GW-AUTH-FAIL：ゲートウェイ認証が失敗しました。 

 CONN-KEY-ERROR：ホストキーの不一致。 

 CONN-USER-MAPPING-FAIL：ユーザーマッピングが失敗しました。 

 DENY：拒否されました。 

 FOUR-EYES-DEFERRED：リモートユーザー名を待機しています。 

 FOUR-EYES-ERROR：4-eyes 認証中に内部エラーが発生しました。 

 FOUR-EYES-REJECT：4-eyes 認証が拒否されました。 

 FOUR-EYES-TIMEOUT：4-eyes 認証がタイムアウトしました。 

 注釈： 

[Verdict]列は大文字のみ認識します。 

 

 注釈： 

拒否（CONN-DENY）された HTTP 要求は、データベースに多くのエントリができるのを

防ぐため 1 つのセッションに集約されます（例えば、ユーザーが禁止されたページを閲

覧し、複数回ページを再読み込みした場合、すべての個別の要求の代わりに 1 つのセ

ッションのみが表示されます）。拒否されたセッションには、タイムアウトとセッション ID

があります。 

16.6 検索フィルターの使用と管理 

 検索結果をフィルターするには、フィルターを設定して[Filter]をクリックします。 

 定義済みのフィルターを適用するには、[Predefined filter conditions]フィールドでフィルタ

ーを選択します。 
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 フィルターを作成および保存するには、「16.6.1 フィルターの作成と保存」を実行します。フィ

ルターの変更はできません。削除のみできます。 

 定義済みのフィルターを削除するには、[Predefined filter conditions]フィールドでフィルタ

ーを選択して[Delete]をクリックします。 

 注釈： 

グローバルフィルタを削除するには[Manage global filters]権限が必要です。ユーザー

権限の管理方法の詳細については、「5.7 ユーザー権限とユーザーグループの管理」

を参照してください。 

16.6.1 フィルターの作成と保存 

後で使用できるように、フィルターを作成して保存するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Search]>[Search]ページに移動します。 

2. 必要なフィルターを設定します。 

3. [Predefined filter conditions]>[Save As]をクリックします。ポップアップウィンドウが表示さ

れます。 

4. [Name]フィールドに、フィルターの名前を入力します。 

Figure 16-14  Search > Search > Save as — フィルター条件の保存 

 

5. フィルターを他の SPS ユーザーにも利用可能にするには、[Global]を選択します。設定した
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特定のユーザーにフィルターの使用を制限するには[Scope]>[Global]を選択して、 をク

リックし、メンバーがフィルターを使用するグループの名前を入力します。必要に応じて他

のグループを追加するには、この手順を繰り返します。[Local]フィルターは自分だけに表

示されます。 

 注釈： 

フィルターは後で変更できません、削除のみできます。フィルターは作成したユーザ

ー、および[Search]>[Manage global filters]権限を持つグループのユーザーによって削

除することができます。ユーザー権限の管理方法の詳細については、「5.7 ユーザー権

限とユーザーグループの管理」を参照してください。 

6. 検索の時間枠を変更するには、[Interval]を選択し、検索の開始および終了の日時を設定

します。これは、特定のイベントの接続のみ表示する場合に有用です。グローバルフィルタ

では、期間は常にセットする必要があります。 

7. [OK]をクリックします。 

16.7 検索とフィルタプロセス 

画面コンテンツが最初にインデックス付けされ、検索のバックエンドで処理されます。最後にフィル

ター式が適用されます。このプロセスは以下のセクションで詳細に説明します。 

Figure 16-15 検索とフィルタプロセス 
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インデックス付けフェーズ 

まず、検索プロセスの前提条件として、画面コンテンツがインデックス付けされます。インデックス

付けフェーズでは、検索およびフィルタプロセスで実行されるデータベースが生成されます。 

インデクサは監査証跡ファイルのコンテンツを解析し、画面に表示された内容に基づいて特権ユ

ーザーのアクティビティデータの"inventory"を構築します。 

1. ターミナルセッションでは、画面コンテンツは、ターミナルウィンドウでキャプチャされたアク

ティビティデータに対応します。グラフィカルプロトコルでは、画面コンテンツは、ユーザーが

インタラクティブで操作しているアプリケーションのグラフィカルユーザーインターフェースに

表示されているものになります。後者の場合、インデクサの OCR エンジンが、画面上に表

示されたテキスト（例、ウィンドウタイトル）を抽出します。 

 注釈： 

テキストが 1 秒未満で表示されている場合、インデックス付けされません。 

2. インデクサは、解析された監査証跡ファイルから抽出された情報を SPS に返します。ターミ

ナルセッションでは、テキストは、画面コンテンツの 1 秒毎に 1 ドキュメントとしてバックエン

ドのデータベースに置かれます。このため、検索されたコンテンツが、スクリーンショットに

一部のみしか表示されない可能性があります。グラフィカルプロトコルでは、テキストは、ス

クリーンショット毎に 1 ドキュメントとしてバックエンドのデータベースに置かれます。 

3. 検索プロセスで、このデータベース上でクエリが実行されます。 

インデックス処理の詳細については、「15 監査証跡のインデックス」を参照してください。 

検索とフィルタプロセスフェーズ 

検索とフィルタプロセスには、3 つの主なフェーズが含まれています。 

 Query フェーズ 

 Grouping フェーズ 

 Filter フェーズ 

Query フェーズ 

Query フェーズでは、バックエンドはランク処理して結果の数を制限します。 
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1. 1 つのクエリの結果は、バックエンドのデフォルトのランキングシステムによって順序付けさ

れた、上位 3,000 ドキュメントです。 

これは、3,000 を超える結果がある場合、これより低いランクの結果は、以下のフェーズに

引き渡されないことを意味します。 

ランキングシステムは変更することはできないので、ランクの低い結果を上げる方法はあり

ません。 

すべての重要な結果を Grouping フェーズに引き渡すようにするには、クエリが実行される

時間の範囲を小さくします。 

3,000 未満の結果の場合は、すべてのイベントは Grouping フェーズに含まれることになり

ます。 

2. Grouping フェーズは、結果を受信します。 

Grouping フェーズ 

Grouping フェーズは、Query フェーズから引き渡された結果をグルーピングします。 

1. 最初に、同じ証跡 ID の結果を併せてグループ化します。証跡 ID グループには、証跡内の

すべての検索ヒットが含まれています。 

2. 証跡 ID グループは、さらに検索式および時間範囲によってグループ化されます。このグル

ープは、基本的に式の結果が画面上に表示されている間の時間範囲です。（例えば、テキ

スト rootが00:00:12から00:01:45まで表示されている場合に、1つのグループになります）。 

3. グループ化された結果は、検索画面に 1 行として表示されます。 

Filter フェーズ 

Filter フェーズは、グループ化された結果にフィルター式を適用します。 

 注釈： 

画面に、Query フェーズで除外された検索結果が含まれる場合、検索式は、それらに適用され

ることはありません。 

Example 16.12 Query フェーズで除外された検索結果のフィルター 

例えば、テキスト root が表示された Telnet 接続をフィルターする場合、以下のことが起こります。 

3,050 の SSH 接続と 50 の Telnet 接続を含む 3,100 の検索結果があり、[Screen content]で root を検索したと

します、この例では、Telnet 接続がなんらかの理由で低いランクで受信すると、低いランクで受信された 100 つ

の結果（つまり、すべての Telnet 接続を意味します）は除外されます。 
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ここで、プロトコル Telnet をフィルターした場合、何も結果が表示されません。 

この状況を改善するには、検索結果が 3,000 未満になるように、より短い時間範囲で検索します。時間範囲が

不明確な場合は、バックエンド検索を手動で調整することが可能です。詳細については、「バックエンド検索の

手動調整」を参照してください。 

16.8 バックエンド検索の手動検索 

コマンドラインユーティリティ lucenectl を使用して検索を手動で調整できます。これを行うには、

core シェルにログインします。詳細については、「6.5 SPS のコンソールアクセス」を参照してくださ

い。 

 より正確な時間範囲の指定（Unix タイムスタンプを使用） 

例えば、時間範囲を 2016/6/30(木) AM 11:39:51 から 2016/11/3(木) PM 2:44:46 にするに

は、以下のコマンドを入力します。 

lucenectl search --from-to 1467286791 1478184286 --text <your-screen-

content-search-expression> --limit 3000 --aggregate-by-trail --normalize-

rank 

 

 注釈： 

Unix タイムスタンプに変換するには、https://www.epochconverter.com/が使用できま

す。 

 3,000 のクエリ制限を指定値まで増加 

例えば、3,000 のクエリ制限を 4,500 に増加するには、以下のコマンドを入力します。 

lucenectl search --from-to 1467286791 1478184286 --text <your-screen-

content-search-expression> --limit 4500 --aggregate-by-trail --normalize-

rank 

 

 注釈： 

クエリ制限を大きくしても、結果がより多くの受信しない場合は、検索式のすべての結

果が検出されたことを意味します。 

ただし、lucenectl 使用して検索を微調整する欠点は、CLI での検索後に、metadb を使用して検索

する証跡を手動で抽出する必要があることです。 

lucenectl 検索の出力は以下の例ようになります。 

https://www.epochconverter.com/
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{ 
 "hits": [ 
   { 
     "hits_count": 1,  
     "channel_id": 1,  
     "trail_id": "58",  
     "rank": 0.4068610216585047 
   },  
   { 
     "hits_count": 7,  
     "channel_id": 761,  
     "trail_id": "12",  
     "rank": 1.0 
   },  
   { 
     "hits_count": 2,  
     "channel_id": 1,  
     "trail_id": "139",  
     "rank": 0.5923645275802537 
   } 
 ] 
} 

 rank：ランクです。より高い番号が高いランクになります。 

 hits_count：画面コンテンツ検索式が監査証跡で表示された回数。 

 trail_id：証跡 ID。 

 channel_id：チャネルの ID。 

最も関連性のある監査証跡は、一番高いランクの監査証跡になります。 

検索する監査証跡を決定したら、以下のコマンドを入力します。_connection_channel_id の値は、最

も関連性のあると決定した lucenectl で出力した trail_id の値になります。 

psql -U sps sps -c "select audit from channels where _connection_channel_id = 12;" 

このコマンドの出力は以下のようになります。 

/<audittrailpath>/audit-sps_rdp-1467274538-0.zat:2 

/<audittrailpath>/audit-sps_rdp-1467274538-0.zat:1 

この出力から、監査証跡ファイル名のパスは次になります。 /<audittrailpath>/audit-

sps_rdp-1467274538-0.zat。 

 注釈： 

パスにファイルが見つからない場合は、以下のコマンドを入力して、アーカイブされているかど
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うかを確認して、アーカイブパスでファイルを検索してください。 

psql -U sps sps -c "select audit, _archive_path  from channels where 

_connection_channel_id = 12;" 

このコマンドの出力は以下のようになります。 

                    audit                         | _archive_path  

--------------------------------------------------+--------------- 

/<audittrailpath>/audit-sps_rdp-1467274538-0.zat:2 | /<myarchive/path>/ 

/<audittrailpath>/audit-sps_rdp-1467274538-0.zat:1 | /<myarchive/path>/ 

                                                   |  

上述の手順でも監査証跡が見つからない場合は、弊社カスタマーポータルまでご連絡くださ

い。 

16.9 検索結果の統計情報の表示 

SPS は、検索結果に関するさまざまな情報から統計情報（棒グラフ、円グラフおよびリスト）を作成

できます。例えば、ターゲットホストの分布など。接続に関する統計情報を表示するには、以下の

手順を実行します。 

手順： 

1. [Search]>[Search]ページに移動します。 

2. 必要なフィルターを設定します。 

3. テーブルヘッダの アイコンをクリックします。ポップアップウィンドウが表示されます。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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Figure 16-16 Search > Search — 統計情報の表示 

 

4. [Statistics based on]フィールドから統計情報を作成するメタデータのタイプを選択します。

例、[Source IP]。 

5. 表示するチャートのタイプ（[Bar]、[Pie],または[List]）を選択します。チャートは同じポップア

ップウィンドウ内に表示されます。 

6. デフォルトで、統計情報はエントリの最大数から開始されます。エントリの最小数から開始

するには、[Least]を選択します。 

7. [Number of entries]フィールドで表示するデータグループの数を選択します。例えば、最も

多くの接続を開始した 10 のホスト（top talkers）の統計情報を表示する場合は、[10]を選択

します。そうすると、トップ 10 のトーカーは個別に表示され、他のホストによって開始された

接続数は集約され、[Others]とラベルされます。 

 注釈： 

円と棒グラフは 5、10 および 15 が選択でき、リストでは 5、10、15、50、および 100 を選

択できます。 
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Figure 16-17 Search > Search — 表示タイプの選択 

 

8. オプション手順：統計情報を CSV ファイルにエクスポートするには、[List]を選択し[Number 

of entries]を設定し[Export all to CSV]をクリックします。SPS は選択されたデータを

results.csv ファイルに抽出します。 

 注釈： 

この動作は、現在表示されている行のみではなく、すべての行をエクスポートします。 

9. オプション手順：これらの統計情報を保存して、レポートのサブチャプターとしてレポートに

含めることもできます。[Reports]>[Configuration]メニューでレポートにこれらのサブチャプ

ターを含めることができます。 

a. レポート用のカスタム統計情報として統計情報を保存するには、[Save As Custom 

Statistics For Reporting]をクリックします。 

b. [Name]フィールドに統計情報の名前を入力します。 

c. [Groups]フィールドに既存のグループからグループを選択します。オートコンプリート

機能は選択に役立ちます。 
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d. オプション手順：選択されたレポートにサブチャプターとして、この統計情報を直ぐに追

加するには、[Add to report as a subchapter]機能を有効にします。 

e. [Save]をクリックします。このアクションで、[Reporting]>[Configuration]に選択可能な

サブチャプターとして保存した統計情報を含めます。選択したレポートに、このサブチ

ャプターを追加する方法の詳細については、「18.2 カスタムレポートの設定」を参照し

てください。 

17 高度な認証および承認技術 

このセクションでは、SPS の高度な認証および承認技術について説明します。 

 ユーザーマッピングポリシーの作成方法の詳細については、「17.1 ユーザーマッピングポリ

シー設定」を参照してください。 

 ゲートウェイ認証の設定方法の詳細については、「17.2 ゲートウェイ認証設定」を参照して

ください。 

 4-eyes 認証およびリアルタイム監視の設定方法の詳細については、「17.3 4-eyes 認証設

定」を参照してください。 

 資格情報ストアの設定方法の詳細については、「17.4 サーバー側の認証での資格情報の

使用」を参照してください。 

17.1 ユーザーマッピングポリシー設定 

SSH、RDP、Telnet、および Citrix ICA 接続では、ユーザーマッピングポリシーを定義することがで

きます。ユーザーマッピングポリシーは、リモートサーバーにアクセスするための、特定のユーザ

ー名を使用できるユーザーを記述します。特定のローカルあるいは LDAP ユーザーグループ（例、

administrators）のメンバーのみが、サーバー上の特定のユーザー名（例、root）を使用できます。

ユーザーマッピングを設定するには、以下の手順を実行します。 

 注意： 

SSH 接続では、ユーザーはユーザー名として次のような形式を使用する必要があります。

gu=username@remoteusername、ここで username は LDAP ディレクトリで使用されるユーザー

名 で 、 SPS は こ の ユ ー ザ ー 名 を 使 用 し て グ ル ー プ メ ン バ ー シ ッ プ を 決 定 し ま す 。

remoteusername は リ モ ート サ ー バ ーで 使 用 す る ユ ー ザ ー 名 で す 。 例 え ば 、 root で
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example.com にアクセスするには、以下のようにします。 

gu=yourldapusername@root@example.com 

SSH ユーザーのユーザー名には、有効な UTF-8 文字列のみが使用できます。 

 

 注意： 

Telnet 接続では、ユーザーマッピングポリシーは[Extract username from the traffic]が有効の

場合のみ動作します。詳細については、「12.3 Telnet 接続からのユーザー名の抽出」を参照し

てください。 

ICA 接続を設定する場合には、以下についても考慮してください。 

 注意： 

クライアントが、Anonymous ユーザーに共有されたリモートアプリケーション、またはデスクトッ

プにアクセスしている（つまり、Citrix Delivery Services Console で、アプリケーションの[Users]

プロパティが“Allow anonymous users”に設定されている）場合、実際のリモートセッションは

Anonymous アカウント名（例、Anon001、Anon002 など）で実行され、リモートサーバーへのアク

セスに使用されたユーザー名ではありません。したがって、Anon*ユーザー名のユーザーマッ

ピングを有効にする必要があります。 

これを実現するには、ユーザーマッピングポリシーを作成して、[Username on the server]オプ

ションに“Anon*”、[Groups]オプションに“*”を設定します。それから、ICA 接続でユーザーマッ

ピングポリシーを使用します。ユーザーマッピングポリシーの使用方法の詳細については、こ

の章を参照してください。 

 

 注釈： 

SPS バージョン 3.2 以降で、ユーザーマッピングは、ゲートウェイ認証を使用する場合のみ利

用可能です。 

手順： 

1. [Policies]>[Usermapping Policies]に移動します。 
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Figure 17-1 Policies > Usermapping Policies — マッピングポリシーの設定 

 

2. をクリックして新しいポリシーを作成して、ポリシーの名前を入力します。 

3. をクリックして[Username on the server]フィールドにリモートサーバーへのアクセスに使

用することができるユーザー名（例、root）を入力します。SPS はサーバー側接続にこのユ

ーザー名を使用します。サーバー上で任意のユーザー名を許可するには、アスタリスク（*）

を入力します。 

4. [Groups]の をクリックして[Username on the server]フィールドで設定したリモートユーザ

ー名の使用を許可するユーザーを指定します。 

 ユーザーマッピングを使用する接続ポリシーに LDAP サーバーが設定されている場

合、メンバーがリモートユーザー名の使用を許可されるローカルまたは LDAP ユーザ

ーグループの名前を入力します。LDAP 認証の詳細については、「7.9 LDAP サーバー

へのユーザー認証」を参照してください。 

 注意： 

接続ポリシーで設定された LDAP サーバーは、SPS の web インターフェースにア

クセスするユーザーの認証に使用する LDAP サーバーと必ずしも同じではありま

せん。 

 LDAP サーバーに接続の認証をさせない場合は、メンバーがリモートユーザー名の使

用を許可されるユーザーリストの名前を入力します。 

必要に応じて、さらにグループを追加するには、この手順を繰り返します。 

5. 必要に応じて、さらにユーザー名を追加するには、手順 2～4 を繰り返します。 

6. ユーザーマッピングポリシーに明示的にリストされていない他のユーザーに、リモートサー

バーへのアクセスを許可するには、[Allow other unmapped usernames]オプションをチェッ

クします。ユーザーは SPS ゲートウェイとリモートサーバーで同じユーザー名を使用する必

要があります。 
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7. をクリックします。 

8. トラフィックの[Connections]ページに移動して、変更する接続ポリシーを選択します。 

9. [Usermapping policy]フィールドで手順．2 で作成したユーザーマッピングポリシーを選択し

ます。 

10. をクリックします。 

 注釈： 

RDP 接続では、ユーザーマッピングはゲートウェイ認証が使用されている場合のみ利

用可能です。RDP 接続用にユーザーマッピングを設定する場合は、「17.2.1 アウトバン

ドゲートウェイ設定」を参照して、ゲートウェイ認証を設定してください。 

17.2 ゲートウェイ認証設定 

接続でゲートウェイ認証が必要な場合、ユーザーは SPS 上でも認証する必要があります。この追

加の認証は、以下を実行することができます。 

 アウトバンドは、すべてのプロトコル（HTTP は除く）で SPS の web インターフェース上で認

証します。 

 インバンドは、SSH、Telnet、および RDP プロトコルで着信接続を使用して認証します。 

ゲートウェイ認証の概念に関する詳細については、「2.13 ゲートウェイ認証のプロセス」を参照して

ください。ユーザーがターゲットサーバーへのアクセスに共有アカウントを使用する場合に、ユー

ザー本人を認証するのにゲートウェイ認証を使用することができます。 

 注釈： 

SSH、Telnet、および RDP 接続では、ゲートウェイ認証は、SPS の web インターフェースへの

アクセスなしにインバンドでも実行することができます。 

 SSH および Telnet 接続では、クライアント側の認証が設定されている場合、インバンドゲ

ートウェイ認証を実行する必要があります。クライアント側の認証を設定する詳細につい

ては、「11.3.2 クライアント側の認証設定」を参照してください。 

 RDP 接続では、SPS がリモートデスクトップゲートウェイ（または RD ゲートウェイ）として

動作している場合、インバンドゲートウェイ認証を実行する必要があります。この場合、ク

ライアントはドメインコントローラーまたはローカルユーザーデータベースに認証します。

詳細については、「10.6 リモートデスクトップゲートウェイとしての SPS の使用」を参照して

ください。 
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RDP 接続の場合、インバンドゲートウェイ認証は、AA プラグインが設定されている場合

でも実行することもできます。 

 

 注釈： 

ゲートウェイ認証は、4-eyes 認証、クライアント側およびサーバー側の認証などの、他の高度

な認証および認証技術と併用して使用することができます。 

 

 注意： 

リモートサーバーへのアクセスにプロトコルで使用されるユーザー名と、ゲートウェイ認証を実

行するのに使用されるユーザー名が異なる場合（例えば、ユーザーがリモートサーバーで共

有アカウントを使用しますが、ゲートウェイ認証では個人アカウントになります）は、接続でユー

ザーマッピングポリシーを設定する必要があります。ユーザーマッピングの詳細については、

「17.1 ユーザーマッピングポリシー設定」を参照してください。 

 

 注釈： 

ゲートウェイ認証用に資格情報ストアを設定するには、「17.4 サーバー側の認証での資格情報

の使用」を参照してください。 

17.2.1 アウトバンドゲートウェイ設定 

ゲートウェイ認証を設定するには、以下の手順を実行します。 

 注意： 

 admin ユーザーは特別な SPS ユーザーで、いかなるユーザーグループのメンバーでもな

く、どのグループにも属することができません。ユーザーマッピングポリシーはユーザー

グループに基づいているため、admin ユーザーでゲートウェイ認証を実行すると、ユーザ

ーマッピングエラーが発生します。 

 SSL で暗号化された RDP 接続あるいは、CredSSP(Credential Security Service Provider）

認証方式を使用する場合、一部の Microsoft RDP クライアントは認証プロセス中に接続

をリスタートします。これにより、ユーザーは SPS の web インターフェースでゲートウェイ

認証を 2 回実行する必要があります。この状況を避けるために、SPS は、クライアントが

接続の確立中に特定の段階で接続を終了した場合に、成功したゲートウェイ認証の結果

を一時的にキャッシュします。キャッシュは、ユーザーとのやり取りなしにリスタートされた

接続を自動的に認証するために使用されます。 

この場合、同じ送信元 IP から着信し、同じ接続先 IP とポートのペアをターゲットとするリ

スタートされた接続はキャッシュから認証されます。キャッシュは 3 分後、あるいは接続が
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キャッシュから認証された時に削除されます。 

ただし、認証結果をキャッシュすることには次の副作用があります。SPS が元の接続を再

確立しようとする場合で、（表面上は）同じ送信元 IP アドレスから、同じ接続先 IP とポート

ペアを、別の接続が短時間の間にターゲットにする場合、新しい接続は SPS ゲートウェイ

の認証なしにターゲットサーバーにアクセスできてしまします。一般的に、これは、クライ

アントが NAT の後ろにある場合にのみ発生します。 

 クライアントが NAT（Network Address Translation）を実行するデバイスの後ろにある場

合、SPS からは、すべての接続が同じ IP アドレスから開始されることになります。したが

って、このような場合は、特に RDP 接続ではセキュリティ上の理由でアウトバンドゲートウ

ェイ認証を使用することを推奨しません。可能であれば、代わりにインバンドゲートウェイ

認証を使用してください。 

手順： 

1. トラフィックの[Connections]ページ（例、[SSH Control]>[Connections]）に移動し、変更する

接続ポリシーを選択します。 

2. [Gateway authentication]オプションをチェックします。これは SPS の web インターフェース

によるゲートウェイ認証を設定するオプションです。 

Figure 17-2 <Protocol name> Connections > Gateway Authentication — ゲートウェイ認証設定 

 

3. 接続を開始したホストからのみゲートウェイ認証を許可するには、[Require same IP]をチェ
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ックします。 

 注釈： 

このオプションは、NAT(network address translation)を実行しているデバイスの後ろに

クライアントがある場合は効果がありません。このような場合、代わりにインバンドゲー

トウェイ認証を使用してください。 

4. デフォルトでは、任意のユーザーが接続にゲートウェイ認証を実行できます。この接続ポリ

シーの接続を特定のグループのメンバーのみに認証を許可するには、[Groups]で をク

リックし、メンバーが接続の認証をできるグループの名前を入力します。このグループは

[AAA]>[Group Management]ページに存在している必要があります。ユーザーグループの

作成および管理の詳細については、「5.7 ユーザー権限とユーザーグループの管理」を参

照してください。必要に応じてさらにグループを追加するには、この手順を繰り返します。 

5. SSH、RDP、Telnet、および Citrix ICA 接続では、[Usermapping policy]フィールドにユーザ

ーマッピングポリシーを設定できます。ユーザーマッピングポリシーの詳細については、

「17.1 ユーザーマッピングポリシー設定」を参照してください。 

6. をクリックします。その後、これらの接続にアクセスするユーザーは、「17.2.2 

SPS でのアウトバンドゲートウェイ認証の実行」に記述されているゲートウェイ認証を行う

必要があります。 

7. オプション手順：ゲートウェイ認証で使用されているユーザー名に基づいて接続で選択され

たチャネルのアベイラビリティを制限するには、接続で使用するチャネルポリシーを変更し

ます。 

a. 接続で使用されているチャネルポリシーに移動します。（例、[SSH Control]>[Channel 

Policies]） 

b. [Gateway Group]の をクリックし、このチャネルタイプを使用することができるユーザ

ーグループの名前を入力します。ユーザーグループはゲートウェイ認証で使用されて

いるユーザー名に対応している必要があります。許可されたすべてのグループがリス

トされるまでこの手順を繰り返します。 

「7.8ユーザーリストの作成と変更」で定義されたローカルユーザー、あるいはLDAPグ

ループ（SPS から LDAP サーバーにアクセスする方法の詳細については、「7.9 LDAP

サーバーへのユーザー認証」を参照してください。）のリストが表示されます。SPS の

以下の動作に注意してください。 

 複数のグループをリストした場合、グループの任意のメンバーがチャネルにアク
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セスできます。 

 注釈： 

[Gateway Group]セクションでホワイトリストとブラックリストの両方がリストさ

れていて、ユーザー名が両方のリストに存在する場合、ユーザーはチャネル

にアクセスすることができます。 

 ローカルユーザーリストと LDAP グループが同じ名前で、LDAP サーバーがこの

接続ポリシーを使用する接続に設定されている場合、LDAP グループのメンバー

とローカルユーザーリストのメンバーの両方がチャネルにアクセスできます。 

c. をクリックします。 

8. オプション手順：ゲートウェイ認証および 4-eyes 認証のみを使用することができる限定され

た SPS の web インターフェースをユーザーに提供する場合、専用ユーザーだけの web ロ

グインアドレスを設定します。詳細については、「4.3.1 ユーザーと管理者のログインアドレ

スの設定」を参照してください。 

9. オプション手順：アウトバンド認証で SPS にアクセスするユーザーに対してメッセージを設

定できます。 

a. [Basic Settings]>[Management]>[Web gateway authentication]に移動します。. 

b. [Enable web gateway authentication banner]をチェックします。 
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Figure 17-3 Basic Settings > Management > Web gateway authentication — バナー設定 

 

c. [Banner]フィールドにメッセージを入力します。次のテキスト形式オプションを使用でき

ます。 

== Title == 
=== Subtitle === 
 
This is plain text. 
[http://address.to/ Link text] 
 
# First numbered list item. 
# Second numbered list item. 
 
* First bulleted list item. 
* Second bulleted list item. 

d. をクリックします。 

10. オプション手順：ユーザーが、複数のリモートサーバーへのセッションを持つ、あるいは 1 日

に何度かサーバーにアクセスする場合、すべてのセッションでゲートウェイ認証を実行する

のは不便です。ユーザーが SPS の web インターフェースで 1 度認証し、ゲートウェイ認証

を繰り返さずにセッションを開くことができるようにするには、[Enable auto-assign]をチェッ

クし、 をクリックします。ユーザーは SPS のブラウザウィンドウ（またはタブ）を開

いたままにしておく必要があることに注意してください。 
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17.2.2 SPSでのアウトバンドゲートウェイ認証の実行 

手順： 

1. クライアントから接続を開始します。ゲートウェイ認証が接続で要求される場合、SPS は接

続を一時停止します。 

 注釈： 

SSH および Telnet 接続では、接続の開始時に、ユーザー名に次のような形式を使用

できます。：gu=gatewayusername@remoteusername、ここで gatewayusername は SPS

の web インターフェースにログインするために使用するユーザー名（ゲートウェイユー

ザーとも呼ばれる）で、remoteusername はリモートサーバー上で使用するユーザー名

です。 

2. なるべくなら接続を開始した同じホスト上でブラウザを起動して、SPS のログインページを

開きます。 

 注意： 

プロトコルで使用するユーザー名が、ゲートウェイ認証を実行するために SPS の web

インターフェースにアクセスするのに使用したユーザー名と異なる場合は、ユーザーマ

ッピングを接続で設定する必要があります。ユーザーマッピングの詳細については、

「17.1 ユーザーマッピングポリシー設定」を参照してください。 

3. SPS にログインして、メインメニューの[Gateway Authentication]を選択します。ゲートウェイ

認証待ち接続のリストが表示されます。 

 注釈： 

 SPS の web インターフェースにアクセスするユーザーが LDAP サーバーで認証さ

れる場合、ユーザーは、[AAA]>[Settings]ページで設定された LDAP サーバーに

正常に認証される必要があります。 

 このページにアクセスするために他の SPS 権限は必要ありません。 

Figure 17-4  Gateway Authentication — ゲートウェイ認証の実行 

 

4. 開始された接続を選択し、[Assign]をクリックします。 
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5. 続いて、サーバーでの認証を行います。 

6. 他のセッションを認証するには、以下のいずれかを行う必要があります。 

 この手順を繰り返します。 

 SPS 管理者が auto-assign 機能を有効にしている場合は、SPS で認証されたブラウザ

のタブを開いている限り、この手順を繰り返す必要はありません。 

17.2.3 SSHおよび Telnet接続でのインバンドゲートウェイ認証の実行 

手順： 

1. クライアントから接続を開始します。ゲートウェイ認証が接続で要求されている場合、SPS

は接続を一時停止します。 

2. SPS はゲートウェイに認証に使用するユーザー名を要求します。[Gateway username]プロ

ンプトにゲートウェイユーザー名を入力します。パスワード認証を使用している場合は、ゲ

ートウェイユーザーのパスワードも入力します。 

3. リモートサーバーのログインプロンプトが表示されます。[Username]プロンプトにリモートサ

ーバーで使用するユーザー名を入力します。パスワード認証を使用している場合、ユーザ

ー名のパスワードも入力します。 

 注意： 

プロトコルで使用するユーザー名が、ゲートウェイ認証を実行するために SPS の web

インターフェースにアクセスするのに使用したユーザー名と異なる場合は、ユーザーマ

ッピングを接続で設定する必要があります。ユーザーマッピングの詳細については、

「17.1 ユーザーマッピングポリシー設定」を参照してください。 

 

 注釈： 

接続の開始時に、ユーザー名に次のような形式を使用できます。：gu=gatewayuserna

me@remoteusername、ここで gatewayusername は SPS 上で認証するために使用する

ユーザー名で、remoteusername はリモートサーバー上で使用するユーザー名です。こ

れで、プロンプトにユーザー名を入力する必要はなくなり、パスワード認証が使用され

ている場合はパスワードのみ入力します。 

SPS がクライアント側認証を要求するように設定されている場合、gatewayusername ユ

ーザーはクライアント側で認証する必要があります。 
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17.2.4 RDP接続でのインバンドゲートウェイ認証の実行 

手順： 

1. クライアントから接続を開始します。 

2. グラフィカルなログインウィンドウが表示されます。 

 リモートデスクトップアプリケーションの[Advanced(詳細設定)]>[Remote Desktop Gat

eway]>[Logon Settings(ログオン設定)]>[Use my Remote Desktop Gateway crede

ntials for the remote computer(リモートコンピューターに RD ゲートウェイの資格情

報を使用する)]オプションが有効な場合、一般的な資格情報を使用してリモートサー

バーにログインします。SPS は、ドメインコントローラー上でもゲートウェイ認証にこれ

らの資格情報を使用します。 

 リモートデスクトップアプリケーションの[Advanced(詳細設定)]>[Remote Desktop Gat

eway]>[Logon Settings(ログオン設定)]>[Use my Remote Desktop Gateway crede

ntials for the remote computer(リモートコンピューターに RD ゲートウェイの資格情

報を使用する)]オプションが無効な場合、最初に SPS ゲートウェイ上で認証する必要

があります。ドメインコントローラーのユーザー名とパスワードを入力します。 

最初の認証が成功した場合、2 番目のログインウィンドウが表示されます。アクセスす

るリモートサーバーのユーザー名とパスワードを入力します。 

 SPS が、ターゲットサーバーへのログインに資格情報ストアを使用するように設定され

ている場合、以下を入力します。 

 [Username]フィールドに、ドメイン名、-AUTO サフィックス、およびユーザー名を

入力します。例、EXAMPLEDOMAIN-AUTO\Administrator。 

 注釈： 

-AUTO サフィックスは、SPS の[RDP Control]>[Settings]>[Autologon doma

in suffix]オプションのデフォルト値です。SPSの管理者がこのオプションを変

更した場合、-AUTO の代わりに適切なサフィックスを使用してください。 

 [Password]フィールドにユーザー名（ドメイン無しのユーザー名のみ、例、

Administrator）を入力します。 

3. 認証に成功した場合、リモートサーバーのデスクトップが表示されます。 
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17.2.5 ゲートウェイ認証のトラブルシューティング 

ユーザーが接続を開始してから SPS の web インターフェースにログインした時に、接続が

[Gateway Authentication]ページに表示されない場合があります。SPS は、ペンディングしている

接続をユーザーにリストするか判断するために以下の点をチェックします。 

 注意： 

admin ユーザーは特別な SPS ユーザーで、いかなるユーザーグループのメンバーでもなく、ど

のグループにも属することができません。ユーザーマッピングポリシーはユーザーグループに

基づいているため、admin ユーザーでゲートウェイ認証を実行すると、ユーザーマッピングエラ

ーが発生します。 

 SPS の web インターフェースにアクセスするのに使用されるユーザー名は、接続ポリシー

の[Gateway authentication]>[Groups]フィールドにリストされているグループのメンバーで

す。 

 ゲートウェイ認証を実行するために SPS の web インターフェースへのアクセスに使用され

るユーザー名を、SPS がプロトコルから検知している場合、接続はこのユーザーにのみ表

示されます。 

SSH 接続では、次の場合に SPS はユーザー名を判断します。 

 クライアントが、gu=webusername@server-side-username@server 形式を使用したプ

ロトコルで web インターフェースのユーザー名を指定します。 

 クライアントが、対話型のプロンプトを使用してプロトコルでユーザー名を指定します。 

 クライアントが上記のオプションを使用しない場合、SPS はリモートユーザー名を使用

します。この場合、web インターフェースのユーザー名はリモートユーザー名と同じに

する必要があります。さもないと接続は表示されません。 

 [Gateway authentication]>[Require same IP]オプションが有効な場合、ペンディングされた

接続は、ペンディングしている接続のクライアントと同じ IP アドレスから SPS の web インタ

ーフェースにアクセスするユーザーにのみ表示されます。 

 注釈： 

admin ユーザーは、すべてのペンディングしている接続を確認できます。 
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17.3 4-eyes認証設定 

4-eyse 認証が接続で要求されている場合、ユーザー（承認者）は SPS 上でも接続を承認する必

要があります。この承認は、任意の認証、あるいはユーザーがリモートサーバーにアクセスするた

めに必要なグループメンバーシップの要件に追加されます。4-eyes 認証の概要については、

「2.14 4-eyes 認証」を参照してください。 

17.3.1 4-eyes認証設定手順 

接続に 4-eyes 認証を要求するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. トラフィックの[Connections]ページ（例、[SSH Control]>[Connections]）に移動し、変更する

接続ポリシーを選択します。 

2.  

Figure 17-5 <Protocol name> Control > Connections > Access Control — 4-eyes 認証設定 

 

[Access Control]で をクリックします。 

3. [Authorizer]フィールドに、接続ポリシーのセッションを承認することを許可されているメン

バーが含まれるユーザーグループの名前を入力します。このグループは［AAA］>[Group 

Management]ページに存在している必要があります。ユーザーグループの作成および管理

の詳細については、「5.7 ユーザー権限とユーザーグループの管理」を参照してください。 

 注意： 

ユーザー名、ユーザーリストの名前、およびユーザーグループの名前は大文字小文

字を区別します。 

4. デフォルトでは、承認者は接続ポリシーの任意のセッションを承認できます。 

承認者が特定のユーザーグループのセッションのみを承認するように許可するには、
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[Subject]>[Only]を選択して、承認者が承認できるセッションを持つユーザーリストの名前

を入力します。ゲートウェイ認証を使用しないで 4-eyes 認証を使用する場合、ユーザーリ

ストの代わりに LDAP グループを指定できます。 

 注意： 

ユーザー名、ユーザーリストの名前、およびユーザーグループの名前は大文字小文

字を区別します。 

 

 注意： 

ゲートウェイ認証と 4-eyes 認証が接続ポリシーで併用して使用される場合、リモートユ

ーザー名のグループではなく、ゲートウェイユーザー名のユーザーグループを指定す

る必要があります。指定されたグループはローカルあるいは LDAP グループにする必

要があります。 

5. [Authorizer]フィールドに設定されているユーザーグループのパーミッションを設定します。 

 [Authorizer]グループメンバーがセッションの承認およびの監査（リアルタイムで監視

し、監査証跡をダウンロード）をできるようにするには、[Permission]>[Audit&Authoriz

e]を選択します。 

 [Authorizer]グループメンバーがセッションの承認のみできるようにするには、

[Permission]>[Authorize]を選択します。 

 注意： 

このオプションは、HTTP 接続では有効ではありません。 

 [Authorizer]グループメンバーがセッションの監査（リアルタイムで監視し、監査証跡を

ダウンロード）のみをできるようにするには、[Permission]>[Audit]を選択します。 

 注意： 

[Subject]>[Only]フィールドを設定している場合、監査人は特定のユーザーグループの

セッションのみ監視できます。ただし、[Subject]>[Only]フィールドが設定されている場

合、監査人は[Search]ページにアクセスできません。この問題を回避するには、

[Subject]フィールドを設定しないで承認者のために別のアクセスコントロールルールを

追加します。 

SPS の admin ユーザーはすべての接続を監査し承認することができます。 

6. クライアントと承認者が異なる IP アドレスを使用するようにして、自己承認を防ぐには

[Require different IP]を有効にします。このオプションが有効で、クライアントと承認者が異

なる IP アドレスではない場合には、異なる IP アドレスになるまで、接続と 4-eyes 認証のす
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べてのアクションが無効になります。 

7. クライアントと承認者が異なるユーザー名を使用するようにして、自己承認を防ぐには

[Require different Username]を有効にします。このオプションが有効で、クライアントと承認

者が異なるユーザー名ではない場合には、異なるユーザー名になるまで、接続と 4-eyes

認証のすべてのアクションが無効になります。 

8. 必要に応じて、他の承認者またはユーザーグループを追加するには手順 2～6 を繰り返し

ます。 

9. をクリックします。 

10. トラフィックの[Channel Policies]ページ（例、[SSH Control]>[Channel Policies]）に移動し、

接続で使用するチャネルポリシーを選択します。 

Figure 17-6 <Protocol name> Control > Channel Policies — チャネルポリシーの 4-eyes 認証設定 

 

11. 4-eyes 認証を使用してアクセスさせるチャネルの[Four-eyes]オプションをチェックします。 

 注釈： 

接続が 4-eyes 認証を要求するセカンダリチャネルを使用している場合（例えば、リモ

ートデスクトップ接続では Drawing チャネルを許可するが Disk redirection チャネルに

は 4-eyes 認証を要求します）、接続は、承認者が SPS の[Four-Eyes]ページでチャネ

ルを承認するか、4-eyes リクエストがタイムアウトするまでロックされます。この間は、

クライアントアプリケーションは応答しなくなります。例えば、グラフィカルデスクトップは

表示されますが、マウスクリックには反応しません。 

 

 注釈： 

Citrix ICA 接続では、4-eyes 認証はユーザーが接続先サーバーにログインする前に

要求されます。サーバー側のユーザー名が既知である場合に 4-eyes 認証をログイン

後にのみ要求するようにするには、[Perform 4 eyes after user login]をチェックします。 

12. をクリックします。その後、変更されたチャネルポリシーを使用して接続にアクセ

スするユーザーを「17.3.2 SPS での 4-eyes 認証の実行」で説明している方法で、承認する

必要があります。 
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13. オプション手順：ゲートウェイ認証および 4-eyes 認証のみを使用することができるユーザ

ーに、制限された SPS の web インターフェースを提供するには、専用のユーザーだけの

web ログインアドレスを設定します。詳細については、「4.3.1 ユーザーと管理者のログイン

アドレスの設定」を参照してください。 

17.3.2 SPSでの 4-eyes認証の実行 

手順： 

1. ユーザーがクライアントから接続を開始し、4-eyes 認証が接続で要求される場合は、SPS

は接続を一時停止します。 

 注釈： 

4-eyes 認証はすべてのチャネルに別々に設定することができます。ただし、4-eyes 認

証を要求する新しいチャネルが既存の接続で開かれている場合、 

既に開かれているチャネルもまた 4-eyes 認証が正常に完了するまで一時停止しま

す。 

2. SPS にログインして、メインメニューの[Four-Eyes]を選択します。承認待ちの接続のリスト

が表示されます。 

Figure 17-7  Gateway Authentication — 4-eyes 認証の実行 

 

 注釈： 

ユーザーグループが Authorize または Audit&Authorize パーミッションを持つユーザー

にのみに、これらの接続はリストされます。このページにアクセスするのに他の SPS 権

限は必要ありません。 

3. 接続を選択し、接続を有効にするには[Accept]を、接続を拒否するには[Reject]を、あるい

は有効にしてリアルタイムで監視するには[Accept&Follow]をクリックします。 

 注意： 

セッションを監査するには以下が必要です。 
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 [Audit]オプションは接続のチャネルポリシーの特定のチャネルで有効にする必要

があります。 

 Safeguard Desktop Player アプリケーションは監査人のコンピューターにインスト

ールする必要があります。 

 接続の監査ポリシーに暗号化を使用する場合、適切な復号鍵が監査人のコンピ

ューターで利用可能にする必要があります。 

Safeguard Desktop Player は、 live モードではライブでストリームを再生します。

Safeguard Desktop Player を使用してリアルタイムで接続を監視する方法の詳細につ

いては、Safeguard Desktop Player ユーザーガイドの「7 フォローモードでの監査証跡

の再生」を参照してください。 

4. 表示されたダイアログボックスに、接続を承認/拒否した理由を入力します。この内容は、

接続に関連する他のメタデータと共に接続のデータベースに保存されます。 

Figure 17-8 接続の可否の入力 

 

5. 何らかの理由で進行中の接続を終了する場合は、メインメニューの[Active Connections]

を選択します。 

Figure 17-9 Active Connections — アクティブ接続の表示 

 

6. 停止する接続を選択して、[Terminate]をクリックします。 

 注釈： 

Safeguard Desktop Player アプリケーションで接続を監査している場合、監査人は

Safeguard Desktop Player から[Terminate]をクリックして接続を終了することもできま

す。 
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Figure 17-10 Safeguard Desktop Player で接続の終了 

 

17.4 サーバー側の認証での資格情報の使用 

資格情報ストアは、ユーザーの資格情報（例えば、パスワード、秘密鍵、証明書）を格納し、ユー

ザーが資格情報にアクセスすることなく、それらを使用してターゲットサーバーにログイン方法を

提供します。つまり、ユーザーがターゲットサーバーへのアクセスが許可されている場合、通常の

パスワード（または LDAP データベース）を使用して SPS 上でゲートウェイ認証を実行するだけで、

SPS は資格情報を使用してターゲットサーバーに自動的にログインします。ゲートウェイ認証の詳

細については、「17.2 ゲートウェイ認証設定」を参照してください。 

 注釈： 

キーボードインタラクティブ認証は、資格情報ストアを使用する場合にはサポートされていませ

ん。 
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Figure 17-11 資格情報ストアを使用した認証 

 

資格情報ストアは SPS のローカル、あるいはリモートデバイスに保存することができます。リモー

ト資格情報ストアは、SPS は現在 Lieberman Enterprise Random Password Manager (ERPM)をサ

ポートしています。 

 ローカル資格情報ストアを設定するには、「17.4.1 ローカル資格情報ストアの設定」を参照

してください。 

 ローカルのパスワードで保護された資格情報ストアを設定するには、「17.4.3 パスワードで

保護された資格情報ストアの設定」を参照してください。 

 ローカルのパスワードで保護された資格情報のロックを解除するには、「17.4.4 資格情報ス

トアのロック解除」を参照してください。 

 リモート資格情報ストアを設定するには、「17.4.5 ターゲットホストの認証に Lieberman 

ERPM を使用する」を参照してください。 

 カスタム資格情報ストアプラグインを設定するには、「17.4.6 ターゲットホストの認証にカス

タム資格情報ストアプラグインを使用する」を参照してください。 

 注釈： 

ゲートウェイ認証が正しく実行された後、資格情報にユーザーのパスワードが含まれていない

場合、フォールバックしてサーバー側のパスワードを求めるプロンプトが表示されます。 

NLA(Network Level Authentication)認証を使用して RDP サーバーに認証する場合、接続の最

初にサーバー側のパスワードのプロンプトが表示されます。ユーザーの資格情報にパスワー

ドが存在してなくて、サーバー側のパスワードが正しくない場合は、接続は終了します。 
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17.4.1 ローカル資格情報ストアの設定 

ターゲットホストへのログインに使用される資格情報を格納するローカル資格情報ストアを設定す

るには、以下の手順を実行します。 

前提条件： 

 

 

注釈： 

ターゲットサーバーの認証に資格情報ストアを使用する接続でアクセスするユーザーは、ゲー

トウェイ認証を使用して SPS で認証する必要があります。したがって、ゲートウェイ認証をこれ

らの接続で設定する必要があります。詳細については、「17.2 ゲートウェイ認証設定」を参照

してください。 

手順： 

1. [Policies]>[Credential Stores]に移動します。 

2. をクリックし、資格情報の名前を入力します。 

3. [Local]を選択します。 

4. [Encryption key]>[Built-in]を選択します。これで、資格情報は組込みパスワードで暗号化

され、SPS の起動時に、資格情報ストアに自動的にアクセス可能になります。カスタムパス

ワードを使用して資格情報を暗号化するには、「17.4.3 パスワードで保護された資格情報ス

トアの設定」を参照してください。 
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Figure 17-12 Policies > Credential Stores > Local — ローカル資格情報ストアの設定 

 

5. 資格情報ストアに資格情報を追加します。 

a. をクリックして、接続先ホストとユーザー名を入力します。接続先ホストには、ホスト

名、IP アドレス、あるいはサブネットも使用できます。すべての接続先ホストに同じ資

格情報を使用するには、0.0.0.0/0 サブネットを入力します。特定のドメインのホスト

のみに資格情報を使用するには、*.domain と入力します。以下の点に注意してくださ

い。 

 ユーザー名は大文字・小文字を区別します。 

 Windows ドメインのユーザーを認証するには、[Host]フィールドにドメイン名を入

力します。 

IPv4 アドレスを使用します。 

b. 資格情報を設定します。SPS は、資格情報ストアが接続ポリシーで選択されている場

合、接続先ホストにログインするのにこれらの資格情報を使用します。複数の資格情

報がホスト－ユーザー名のペアに指定されている場合、接続先ホストが資格情報を

要求した時に、資格情報の使用を試みます。 

 パスワードを追加するには、[Passwords]の をクリックしてユーザー名に対応し

たパスワードを入力します。 
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 秘密鍵をアップロードするには、[SSH Keys]の をクリックして をクリックしま

す。秘密鍵をペーストあるいはアップロードします。 

 注意： 

秘密鍵がパスフレーズで保護されている場合、パスフレーズを入力します。

パスフレーズはアップロード時に 1 度だけ必要になります。その後の資格情

報ストアの操作には必要ありません。 

 SPS で鍵ペアを生成するには、[SSH Keys]の をクリックして をクリックします。

鍵の長さとタイプを設定して[Generate]をクリックします。その後、鍵のフィンガー

プリントをクリックして、鍵ペアの公開部をダウンロードします。SPS の web インタ

ーフェースから秘密鍵をダウンロードする方法はありません。 

 注釈： 

2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します。 

 証明書と対応した秘密鍵をアップロードするには、[X509 Keys]の をクリックし

て をクリックします。証明書と秘密鍵をペーストまたはアップロードします。 

 注釈： 

秘密鍵がパスフレーズで保護されている場合、パスフレーズを入力します。

パスフレーズはアップロード時に 1 度だけ必要になります。その後の資格情

報ストアの操作には必要ありません。 

 

 注釈： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用

することができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | }  

c. 必要に応じて、ユーザー名にさらに資格情報を追加するには、前述の手順を繰り返し

ます。 

6. 必要に応じて、さらにホストまたはユーザー名を追加するには、前述の手順を繰り返します。 

 注釈： 

資格情報ストアは、ターゲットホストのユーザー管理を簡素化するのにユーザーマッピ

ングポリシーと併用して使用することができます。詳細については、「17.1 ユーザーマッ

ピングポリシー設定」を参照してください。 

7. をクリックします。 
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8. 資格情報ストアを使用する接続ポリシー（例、[SSH Control]>[Connections]）に移動し、

[Credential Store]フィールドで使用する資格情報ストアを選択して をクリックし

ます。 

 注釈： 

接続ポリシーは、資格情報ストアが接続ポリシーで使用されている場合、サーバー側

認証の設定（[Relayed authentication methods]の設定）を無視します。 

Figure 17-13 <Protocol name> Control > Connections — 資格情報ストアの選択 

 

17.4.2 ローカル資格情報ストアと NLA を使用した RPD サーバーへのゲー

トウェイ認証の実行 

ローカル資格情報ストアと NLA(Network Level Authentication)を使用して RDP サーバーへのゲー

トウェイ認証を実行するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. RDP 接続を開始します。 

2. ゲートウェイ認証中にゲートウェイの資格情報を入力します。これは web ゲートウェイ認証、

あるいは RD ゲートウェイを使用したインバンドゲートウェイ認証で行うことができます。 

3. 以下を入力します。 

 [Username]フィールドに、ドメイン名、-AUTO サフィックス、およびユーザー名を入力し

ます。例、EXAMPLEDOMAIN-AUTO\Administrator。 

 注釈： 

-AUTO サフィックスは、SPS の[RDP Control]>[Settings]>[Autologon domain su
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ffix]オプションのデフォルト値です。SPS の管理者がこのオプションを変更した場

合、-AUTO の代わりに適切なサフィックスを使用してください。 

 [Password]フィールドにユーザー名（ドメイン無しのユーザー名のみ、例、Adm

inistrator）を入力します。 

4. 認証に成功した場合、リモートサーバーのデスクトップが表示されます。 

17.4.3 パスワードで保護された資格情報ストアの設定 

ターゲットホストへのログインに使用される資格情報を格納するローカル資格情報ストアを設定す

るには、以下の手順を実行します。資格情報はカスタムパスワードで保護されます。このパスワー

ドは資格情報ストアを利用可能にするのに、SPS がリブートする度に入力する必要があります。 

前提条件： 

 注釈： 

ターゲットサーバーの認証に資格情報ストアを使用する接続でアクセスするユーザーは、ゲー

トウェイ認証を使用して SPS で認証する必要があります。したがって、ゲートウェイ認証をこれ

らの接続で設定する必要があります。詳細については、「17.2 ゲートウェイ認証設定」を参照し

てください。 

手順： 

1. [Policies]>[Credential Stores]に移動します。 

2. をクリックし、資格情報の名前を入力します。 

3. [Local]を選択します。 

4. [Encryption key]>[Password protected]を選択します。 

 注釈： 

資格情報ストアの内容およびパスワードは SPS のコンフィグレーションバックアップに

含まれます。コンフィグレーションバックアップは暗号化してください。 

5. [Master passwords]の をクリックします。 
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Figure 17-14 Policies > Credential Stores > Local > Password protected — マスターパスワードの設定 

 

 単一のパスワードで資格情報を保護するには、 [Single password]を選択して

[Password]と[Verify password]フィールドにパスワードを入力します。パスワードを知

っていて、資格情報ストアのロックを解除する権限を持つ誰でもが、資格情報を開くこ

とができます。パスワードで保護された資格情報は、SPS がリブートする度に SPS の

web インターフェースまたはコンソールでロックを解除する必要があります。 

 複数のパスワードで資格情報を保護するには、[Compound password]を選択して、

をクリックしパスワードを入力します。 をクリックして追加のパスワードを追加します。

すべてのパスワードを入力後、[Add]をクリックします。これらのパスワードのすべてが

資格情報のロックを解除するのに必要です。 

SPS は、aes-256-cbc 暗号を使用してマスターパスワードを暗号化し、ローカルデータベー

スに格納します。 

 注意： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用するこ

とができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | }  
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Figure 17-15 Policies > Credential Stores > Local > Password protected — 資格情報ストアの設定 

 

6. 他の単一または混合パスワードを追加するには、上述の手順を繰り返します。つまり、異

なるパスワードセットを資格情報ストアに定義することができます。例えば、単一および混

合パスワードを設定した場合、主管理者は単一パスワードで資格情報のロックを解除でき、

配下の 2 人の副管理者は、混合パスワードの各 1 つを知っている場合、合わせて資格情

報ストアを開くことができます。 

 注釈： 

パスワードを変更するには、 をクリックして古いパスワードを削除します。それから

必要な新しいパスワードを追加します。 

7. 資格情報ストアに資格情報を追加します。 

a. をクリックして、接続先ホストとユーザー名を入力します。接続先ホストには、ホスト

名、IP アドレス、あるいはサブネットも使用できます。すべての接続先ホストに同じ資

格情報を使用するには、0.0.0.0/0 サブネットを入力します。特定のドメインのホストの

みに資格情報を使用するには、*.domain と入力します。以下の点に注意してください。 

 ユーザー名は大文字・小文字を区別します。 

 Windows ドメインのユーザーを認証するには、[Host]フィールドにドメイン名を入

力します。 

IPv4 アドレスを使用します。 

b. 資格情報を設定します。SPS は、資格情報ストアが接続ポリシーで選択されている場
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合、接続先ホストにログインするのにこれらの資格情報を使用します。複数の資格情

報がホスト－ユーザー名のペアに指定されている場合、接続先ホストが資格情報を

要求した時に、資格情報の使用を試みます。 

 パスワード追加するには、[Passwords]の をクリックしてユーザー名に対応し

たパスワードを入力します。 

 秘密鍵をアップロードするには、[SSH Keys]の をクリックして をクリックしま

す。秘密鍵をペーストあるいはアップロードします。 

 注釈： 

秘密鍵がパスフレーズで保護されている場合、パスフレーズを入力します。

パスフレーズはアップロード時に 1 度だけ必要になります。その後の資格情

報ストアの操作には必要ありません。 

 SPS で鍵ペアを生成するには、[SSH Keys]の をクリックして をクリックします。

鍵の長さとタイプを設定して[Generate]をクリックします。その後、鍵のフィンガー

プリントをクリックして、鍵ペアの公開部をダウンロードします。SPS の web インタ

ーフェースから秘密鍵をダウンロードする方法はありません。 

 注意： 

2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します。 

 証明書と対応した秘密鍵をアップロードするには、[X509 Keys]の をクリックし

て をクリックします。証明書と秘密鍵をペーストまたはアップロードします。 

 注意： 

秘密鍵がパスフレーズで保護されている場合、パスフレーズを入力します。

パスフレーズはアップロード時に 1 度だけ必要になります。その後の資格情

報ストアの操作には必要ありません。 

 

 注意： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用

することができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | }  

c. 必要に応じて、ユーザー名にさらに資格情報を追加するには、前述の手順を繰り返し

ます。 

8. 必要に応じて、さらにホストまたはユーザー名を追加するには、前述の手順を繰り返します。 
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 注釈： 

資格情報ストアは、ターゲットホストのユーザー管理を簡素化するのにユーザーマッピ

ングポリシーと併用して使用することができます。詳細については、「17.1 ユーザーマッ

ピングポリシー設定」を参照してください。 

9. をクリックします。 

10. 資格情報ストアを使用する接続ポリシー（例、[SSH Control]>[Connections]）に移動し、

[Credential Store]フィールドで使用する資格情報ストアを選択して をクリックし

ます。 

Figure 17-16 <Protocol name> Control > Connections — 資格情報ストアの選択 

 

11. [Basic Settings]>[Alerting & Monitoring]>[Traffic related traps]に移動し、[Decryption 

of a credential failed(scbCredStoreDecrpytError)]と[The requested credential store is

 closed(scbCredStoreClosed)]イベントを有効にします。これで、資格情報のロックの解除

が必要な場合に、SPS は自動的にアラートを送信します。 

 注意： 

パスワードで保護された資格情報は、SPS がリブートする度にロックを解除する必要

があります。パスワードで保護された資格情報を使用する接続は、資格情報のロック

が解除されるまで自動的に失敗します。 

資格情報のロックを解除するには、ユーザーに[Unlock Credential Store]権限、あるい

は特定の資格情報ストアへの変更（read および write）権限が必要です。 

17.4.4 資格情報ストアのロック解除 

資格情報ストアのロックを解除して利用可能するには、以下の手順を実行します。 
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前提条件： 

資格情報のロックを解除するには、ユーザーに[Unlock Credential Store]権限、あるいは特定の

資格情報ストアへの変更（read および write）権限が必要です。 

手順： 

1. SPS の web インターフェースにログインします。 

2. [Unlock Credential Store]に移動し、ロックを解除する資格情報を選択します。 

3. 資格情報のパスワードを入力します。混合パスワードでは、正しい順番で混合パスワード

のすべての要素を入力します。 

 注釈： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用するこ

とができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | }  

4. [Unlock]をクリックします。 

5. 必要に応じて、他の資格情報についても前述の手順を繰り返します。 

 注釈： 

あるいは、資格情報は SPS のコンソールメニューからもロックを解除することもできま

す。 

17.4.5 ターゲットホストの認証に Lieberman ERPMを使用する 

ERPM(Lieberman Enterprise Random Password Manager)デバイスからターゲットホストへのログイ

ンに使用する資格情報を抽出するように SPS を設定するには、以下の手順を実行します。 

 注釈： 

SPS と ERPM 間の連携の現在の実装は、SSH のサーバー側の秘密鍵認証はサポートしてい

ません。 

前提条件： 

 注釈： 

ターゲットサーバーの認証に資格情報ストアを使用する接続でアクセスするユーザーは、ゲー

トウェイ認証を使用して SPS で認証する必要があります。したがって、ゲートウェイ認証をこれ
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らの接続で設定する必要があります。詳細については、「17.2 ゲートウェイ認証設定」を参照し

てください。 

手順： 

1. [Policies]>[Credential Stores]に移動します。 

2. をクリックし、資格情報の名前を入力します。 

3. [Lieberman]を選択します。 

Figure 17-17 Policies > Credential Stores > Lieberman — ターゲットホスト上の Lieberman ERPM での認証 

 

4. [ERPM address]フィールドに ERPM(Lieberman Enterprise Random Password Manager)サ

ーバーのホスト名あるいは IP アドレスを入力します。 
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IPv4 アドレスを使用します。 

ERPM の設定が外部の認証方式を使用するように設定されている場合は、[Authenticator]

フィールドに、ERPM サーバーで設定（[Delegation]>[Authentication Servers]）した認証サ

ーバー（Authenticator Source）の名前を入力します。 

例えば、SPS にドメインアカウント“LSC\Shell”を使用して ERPM に認証させるには、設定

値“LSC”を SPS の[Authenticator]フィールドに設定します。これは、“LSC”というオーセン

ティケータ（この場合、AD ドメイン）に接続（“Shell”）で使用されている ID が関連付けされて

いるということを ERPM に指示します。この情報により、ERPM は認証レスポンスを取得す

るために誰と対話するかを知ります。 

ドメインアカウントオーセンティケータが ERPM の[Delegation]>[Authentication Servers]に

設定されていない場合、SPS は[Explicit]オーセンティケータを使用します。 

5. SPS が ERPM サーバーにログインするのに使用するアカウントを指定します。 

 常に同じアカウントを使用するには、[Fixed username]を選択し、ユーザー名とパスワ

ードを入力します。 

 SSH 接続では、SPS は、ユーザーがゲートウェイ認証プロセス中に提示したユーザー

名とパスワードを使用できます。このアカウントを使用するには [Use credentials 

provided at gateway authentication]を選択します。 

 注釈： 

ゲートウェイ認証中に使用されたのと同じユーザーでの認証は SSH 接続のみで利用

可能で、RDP 接続の場合は利用できません。 

 

 注釈： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用するこ

とができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | }  

6. ERPM サーバーの証明書を検証するには、 [Verify server certificate]をチェックして

[Trusted CA list]に ERPM サーバーの証明書に署名した CA 証明書が含まれている CA リ

ストを選択します。信頼された CA リストの作成方法の詳細については、「7.11 認証局によ

る証明書の検証」を参照してください。 

7. [Default namespace]フィールドにアカウントのデフォルトのネームスペースを入力します。

例、[Linux]、[LDAP]、[IPMI]、W2003DOMAIN。 
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Lieberman をドメインなしの環境で使用する場合、以下のマクロを使用します。 

 ネームスペースとしてターゲットのホスト名（システム名）を使用するには、{HOST}を入

力します。 

このマクロはドメインの名前解決を実行しません。 

 ターゲットの IP アドレスを使用するには、{IP}を入力します。 

このマクロは逆引きを実行しません。 

 注釈： 

デフォルトのネームスペースに{HOST}と{IP}の両方を使用することはできません。 

8. [Primary DNS server]と[Secondary DNS server]フィールドに、ドメインを使用してホストの

名前解決に使用する DNS サーバーの IP アドレスを入力します。 

IPv4 アドレスを使用します。 

9. ドメインユーザーでコンピューターへの RDP 自動ログインを設定するには、この手順を実

行します。 

Lieberman ERPM からドメインユーザーのパスワードを抽出するために、SPS はドメインコ

ントローラーに直接問い合わせします。ドメイン無しの環境では、[Default namespace]が代

わりに使用されます。 

 注釈： 

[Domain/Host mapping]は RDP 接続のみの認証に使用されます。 

ドメイン名をドメインコントローラーのホスト名にマッピングします。 

a. [Domain/Host mapping]で をクリックします。 

b. [Domain]フィールドにドメイン名を入力します。 

c. [Host]フィールドにドメインコントローラーのホスト名を入力します。 

複数のドメインをドメインコントローラーにマッピングできます。 
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Figure 17-18  Policies > Credential Stores > Lieberman > Domain/Host mapping 

 

10. をクリックします。 

11. 資格情報ストアを使用する接続ポリシー（例、[SSH Control]>[Connections]）に移動し、

[Credential Store]フィールドで使用する資格情報ストアを選択して をクリックし

ます。 

17.4.6 ターゲットホストの認証にカスタム資格情報ストアプラグインを使用

する 

カスタムプラグインを使用してターゲットホストへのログインに使用する資格情報を抽出するように

SPS を設定するには、以下の手順を実行します 

前提条件： 

カスタム資格情報プラグインを使用するには、SPS に動作する資格情報ストアプラグインをアップ

ロードする必要があります。このプラグインは外部の資格情報ストアあるいはパスワードマネージ

ャーにアクセスするために SPS API を使用するスクリプトです。このようなプラグインを作成する場

合、弊社カスタマーポータルまでお問い合わせください。 

 注釈： 

ターゲットサーバーの認証に資格情報ストアを使用する接続でアクセスするユーザーは、ゲー

トウェイ認証を使用して SPS で認証する必要があります。したがって、ゲートウェイ認証をこれ

らの接続で設定する必要があります。詳細については、「17.2 ゲートウェイ認証設定」を参照し

てください。 

カスタム資格情報ストアプラグインをアップロードするには、[Basic Settings]>[Plugins]に移動し、

ファイルを選択して[Upload]をクリックします。SPSがシールドモードの場合、資格情報ストアプラグ

インをアップロードまたは削除することはできないことに注意してください。 

手順： 

1. [Policies]>[Credential Stores]に移動します。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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2. をクリックして、資格情報ストアの名前を入力します。 

3. [External Plugin]を選択して、使用するプラグインを選択します。 

4. をクリックします。 

5. 資格情報ストアを使用する接続ポリシー（例、[SSH Control]>[Connections]）に移動し、

[Credential Store]フィールドで使用する資格情報ストアを選択して をクリックし

ます。 

17.4.7 カスタム資格情報ストアプラグインの作成 

以下のセクションでは、外部の資格情報ストアサーバー（例、パスワードマネージャー）を使用して

ターゲットサーバー上で認証するために使用することができるカスタム資格情報ストアプラグイン

についての簡単な概要を説明します。既存のプラグインを使用方法の詳細については、「17.4.6 タ

ーゲットホストの認証にカスタム資格情報ストアプラグインを使用する」を参照してください。 

資格情報プラグインは Python スクリプトまたは Python バンドルです。バンドルは Python モジュー

ルを含む任意の数のファイルを含めることができますが、バンドルの非圧縮サイズは 20MB を越

えることはできません。プラグインは通信に標準入力と出力（stdin および stdout）を使用し、標準

出力に結果を出力した後にすぐに終了します。プラグインは同期、ブロッキングモードで動作しま

す。 

17.4.7.1 利用可能な Python環境 

プラグインは Python バージョン 2.6.5 互換で、以下の Python モジュールにアクセスできる必要が

あります。 

 dns 

 httplib 

 json 

 lxml 

 openssl 

 urllib 



 

 

 

 

  Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS 

管理者ガイド 

Rev. 1.0 

 461 / 577 

 urllib2 

 xml 

 xmllib 

 xmlrpclib 

17.4.7.2 プラグインのファイル構造 

プラグインは、ルートディレクトリに MANIFEST ファイルと main.pyという名前の実行可能な Python

ファイルが含まれる zip ファイルです。MANIFEST ファイルは YAML ファイルで、「version 1.2 of the 

YAML specification」に準拠している必要があります。このファイルには、プラグインに関する以下

の情報が含まれている必要があります。 

 name：プラグインの名前。 

 type：プラグインのタイプ。カスタム資格情報ストアプラグインでは、credentialstore にする

必要があります。 

 version：プラグインのバージョン番号。プラグインのバージョン管理の詳細については、

「17.4.7.3 プラグインのバージョン管理」を参照してください。 

 api：SPS API のバージョン番号。 

 description：プラグインの説明。この説明は SPS の web インターフェースに表示されます。 

17.4.7.3 プラグインのバージョン管理 

プラグインと SPS API のバージョン番号は<major number>.<minor number>形式にする必要が

あります。バージョン番号について以下のポイントに注意してください。 

 SPS はプラグイン API の単一のバージョンのみサポートします。 

 プラグインの api フィールドのメジャーバージョン番号は、SPS API のメジャーバージョン番

号と同じにする必要があります。 

 プラグインの api フィールドのマイナーバージョン番号は、SPS API のマイナーバージョン番

号より大きくすることはできません。 

例えば、SPS の API バージョンが 1.3 の場合、SPS はバージョン番号 1.0、1.1、1.2、および 1.3 の

http://yaml.org/spec/
http://yaml.org/spec/
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プラグインを使用できます。 

 注意： 

現在、API のバージョン番号は 1.0 です。 

17.4.7.4 プラグインのトラブルシューティング 

デフォルトのログレベルでは、SPS は、プラグインが stderr に書き込んだすべてを記録します。

SPS は、デバッグログレベルでプラグインの標準入力および出力を記録します。 

17.5 チケットシステムとの連携 

SPS は、外部のチケット（チケット発行）システムと SPS を連携するためのプラグインフレームワー

クを提供し、ターゲットサーバー上で認証する前にユーザーからチケット ID を要求することができ

ます。つまり、SPS は、ユーザーがサーバーにアクセスする正当な理由があることを検証できます。

正当な理由がない場合、接続をオプションで終了できます。チケット ID の要求は、現在以下のプ

ロトコルをサポートしています。 

 Remote Desktop (RDP) 

 Secure Shell (SSH) 

 TELNET 

 TN3270 

 お使いのチケットシステムと連携するプラグインについては、弊社カスタマーポータルまで

お問い合わせください。 

 SPS でプラグインを使用する設定の詳細については、「17.6.2 SPS プラグインでのターゲッ

トホストへの接続承認」を参照してください。 

17.5.1 ターミナル接続でのチケット連携による認証の実行 

チケット ID の入力を必要とするサーバーにターミナル接続（SSH、TELNET あるいは TN3270）を確

立するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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1. サーバーに接続します。 

ユーザー名の一部としてチケット ID を使用（id をチケット ID に置き換えます）するためのオ

プションがあります。 

ssh ticket_id=id@user@server 

2. チケット ID を入力しなかった場合、SPS は入力するようにプロンプトを出します。 

3. サーバー上で認証します。 

4. 認証に成功すると、サーバーにアクセスできます。 

17.5.2 リモートデスクトップ接続でのチケット連携による認証の実行 

チケット ID の入力を必要とするサーバーにリモートデスクトップ（RDP）接続を確立するには、以下

の手順を実行します。 

手順： 

1. リモートデスクトップクライアントアプリケーションを開きます。 

2. リモートデスクトップクライアントの[User name]フィールドにはチケット ID を、フィールドの通

常の内容（例、ユーザー名）の前後に入力します。次の形式で、フィールドの元の値の前に

チケット ID を入力します。<your-ticket-id>は実際のチケット番号に置き換えてください。：

ticket_id~<your-ticket-id>%。例、ticket_id~12345%Administrator 

追加のデータをエンコードするために、以下の特殊文字を使うことができます。 

 %：フィールドの区切りとして使用。 

 ~：等号記号として使用。 

 ^：コロンとして使用。（例、ポート番号あるいは IPv6 アドレスを指定する） 

例えば、ユーザー名の前にトークン ID を追加するには、フィールドの元の値の前に、次の

形式を使用します。 

domain\token_id~<your-token-id>% 

<your-token-id>は実際のトークン ID に置き換えてください。 
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例： 

domain\token_id~12345%Administrator 

ドメイン情報の入力方法について注意してください。サーバーがドメインに属している場合、

次の形式でドメインを指定します。ドメイン名を先頭におき、バックスラッシュ（\）が続きます。 

3. サーバーに接続します。 

4. サーバー上で認証します。 

5. 認証に成功すると、サーバーにアクセスできます。 

17.6 外部の認証および承認システムとの統合 

SPS は、ターゲットサーバー上で認証する前にユーザーを認証あるいは承認するために外部シス

テムと SPS を連携するプラグインフレームワークを提供します。このようなプラグインは、例えば、

複数要素で認証を実行するために、ユーザーから追加の情報を要求するためにも使用できます。

以下のプロトコルで認証および承認プラグイン（aa プラグイン）使用できます。 

 Remote Desktop (RDP) 

 Secure Shell (SSH) 

 TELNET 

 お使いの認証または承認システムと連携するプラグインについては、弊社カスタマーポー

タルまでお問い合わせください。 

 プラグインを使用するように SPS を設定する詳細については、「17.6.2 SPS プラグインでの

ターゲットホストへの接続承認」を参照してください。 

17.6.1 認証および承認プラグインの動作 

接続ポリシーに認証および承認プラグイン（AA プラグイン）が設定されている場合、SPS は、接続

認証のフェーズの最後のステップでプラグインを実行します。SPS はプラグインを実行する前に認

証の他のタイプを実行するようにクライアントに要求できます。接続ポリシーでの AA プラグインの

使用は、ゲートウェイ認証として扱われます。ゲートウェイ認証の他のタイプからの情報（例えば、

この認証のユーザー名あるいはユーザーグループ）はプラグインで使用することができます。認証

および承認プラグインを使用した場合、資格情報ストアを使用できます。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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SSH および Telnet プロトコルでは、プラグインはクライアントから追加情報を対話的に要求できま

す。 

オプションで、プラグインは gateway_user および gateway_groups 要素を返すことができます。SPS

は、プラグインが gateway_user および gateway_groups 要素を返した場合に、接続データベースの

[gateway username]および[gateway groups]フィールドのみをアップデートします。さもなければ返

された値は無視されます。返された gateway username および gateway groups は、接続に関する

SPS で既に利用可能な属性を上書きします。プラグインが適切に元の値（key_value_pairs 入力引

数を受信する）を使用していることを確認してください。 

プラグインが gateway_user および gateway_groups を返した場合、接続ポリシーに適切な

[Usermapping Policy]を設定する必要があります。ユーザーマッピングポリシーの詳細については、

「17.1 ユーザーマッピングポリシー設定」を参照してください。 

17.6.2 SPSプラグインでのターゲットホストへの接続承認 

ターゲットホストにアクセスする前に認証および承認プラグインを使用するように SPS を設定する

には、以下の手順を実行します。 

前提条件： 

 カスタムプラグインを使用するには、SPS に動作する AA プラグインをアップロードする必

要があります。このプラグインは、外部システムにアクセスするために SPS API を使用する

スクリプトです。このようなプラグインを作成する場合は、弊社カスタマーポータルまでお問

い合わせください。 

 SPS は、RDP、SSH、および Telnet プロトコルで認証および承認プラグインをサポートしま

す。 

 RDP では、接続ポリシーで AA プラグインを使用する場合には、ドメインメンバーシップなし

でネットワークレベル認証を使用するのと同じ制限があります。詳細については、「10.3.3 ド

メインメンバーシップ無しでのネットワークレベル認証(NLA)」を参照してください。 

 RDP で、AA プラグインを使用するには SSL 暗号化された RDP 接続が必要です。詳細に

ついては、「10.4 SSL 暗号化した RDP 接続の使用」を参照してください。 

手順： 

1. カスタマプラグインをアップロードするには、[Basic Settings]>[Plugins]に移動し、ファイル

を選択して[Upload]をクリックします。SPS がシールドモードの時はプラグインをアップロー

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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ドあるいは削除できないことに注意してください。 

2. プラグインを使用する接続ポリシーに移動（例、[RDP Control]>[Connections]）し、[AA 

plugin]で使用するポリシーを選択し をクリックします。 

3. プラグインが接続のユーザー名を設定あるいは上書きする場合、ユーザーマッピングポリ

シーを設定し、接続ポリシーでそれを使用します。詳細については、「4.1 サポートブラウザ

とオペレーティングシステム」を参照してください。 

4. 設定が正しく動作することを確認します。テスト接続の確立を試します。詳細については、

「17.6.4 リモートデスクトップ接続での AA プラグイン認証の実行」を参照してください。プラ

グインが接続に関するメタデータを保存するように設定されている場合、これらのデータは

SPS の検索インターフェースの[Additional metadata]で利用可能になります。 

17.6.3 ターミナル接続での AAプラグイン認証の実行 

サーバーにターミナル接続（SSH、TELNET あるいは TN3270）を確立するには、以下の手順を実

行します。 

手順： 

1. サーバーにへ接続します。 

ユーザー名の一部として追加のデータをエンコードするには、フィールド区切りとして@を使

用できます。例えば、 

ssh token_id=id@user@server 

id は実際のトークン ID に置き換えてください。 

2. SPS が、さらに情報のためのプロンプトを表示した場合、必要な情報を入力します。 

3. サーバー上で認証します。 

4. 認証に成功すると、サーバーにアクセスできます。 

17.6.4 リモートデスクトップ接続での AAプラグイン認証の実行 

AA プラグインが設定されている場合、サーバーにリモートデスクトップ（RDP）接続を確立するに

は、以下の手順を実行します。 
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手順： 

1. リモートデスクトップクライアントアプリケーションを開きます。 

2. リモートデスクトップクライアントの[User name]フィールドにはチケット ID を、フィールドの通

常の内容（例、ユーザー名）の前後に入力します。次の形式で、フィールドの元の値の前に

チケット ID を入力します。<your-ticket-id>は実際のチケット番号に置き換えてください。：

ticket_id~<your-ticket-id>%。例、ticket_id~12345%Administrator 

追加のデータをエンコードするために、以下の特殊文字を使うことができます。 

 %：フィールドの区切りとして使用。 

 ~：等号記号として使用。 

 ^：コロンとして使用。（例、ポート番号あるいは IPv6 アドレスを指定する） 

例えば、ユーザー名の前にトークン ID を追加するには、フィールドの元の値の前に、次の

形式を使用します。 

domain\token_id~<your-token-id>% 

<your-token-id>は実際のトークン ID に置き換えてください。 

例： 

domain\token_id~12345%Administrator 

ドメイン情報の入力方法について注意してください。サーバーがドメインに属している場合、

次の形式でドメインを指定します。ドメイン名を先頭に置き、バックスラッシュ（\）が続きます。 

3. サーバーに接続します。 

4. サーバー上で認証します。 

5. 認証に成功すると、サーバーにアクセスできます。 

18 レポート 

SPS は、管理者のアクティビティ、システムの情報、および処理されたトラフィックに関するレポート

を定期的に作成します。さらに、接続の統計情報からカスタムレポートを作成するために接続デー

タベースを使用できます。 
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これらのレポートは、メインメニューの[Reporting]>[Reports]を選択して PDF 形式で利用可能です。

レポートは検索インターフェース上で表示されます。このインターフェースの使用およびカスタマイ

ズ方法の詳細については、「5.8.1 内部検索インターフェースの使用」を参照してください。 

レポートは、レポートの設定で特に指定されていない限り、[Basic Settings]>[Management]>[Mail 

settings]>[Send reports to]で設定した e-mail アドレスにも送信されます。 

 

注意： 

[Basic Settings]>[Management]>[Mail settings]>[Send reports to]が設定されていな

い場合、システムレポートは SPS の管理者 e-mail アドレスに送信されます。 

Figure 18-1 Reporting > Reports — レポートの参照 

 

リポートは定期的に生成することができます。 

 Daily reports は毎日 00:01 に生成されます。 

 Weekly reports は毎週月曜日の 00:01 に生成されます。 

 Monthly reports は毎月 1 日の 00:01 に生成されます。 

必要に応じて部分レポートも生成できます。詳細については、「18.6 部分レポートの生成」を参照し

てください。 

SPS の web インターフェースからレポートにアクセスするには、ユーザーは適切な権限（カスタム

レポートでは、デフォルトの要件は search group のメンバーです）が必要になります。さらに、個々

のレポートに異なるアクセス要件を設定することもできます。ユーザー権限の設定方法の詳細に

ついては、「5.7 ユーザー権限とユーザーグループの管理」を参照してください。 

以下の情報がレポートに関して利用可能です。 

 Download：レポートのダウンロード先 URL。 
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 Name：レポートの名前。 

 Interval：レポートされている期間。、例、週、月など。 

 Report from：レポートされた期間の開始。 

 Report to：レポートされた期間の終了。 

 Generate time：レポートが作成された日付。 

 注釈： 

特定の期間に含まれるレポートを検索するにはタイムバーを使用します。期間を選択（例え

ば、バーをクリックする）した場合、選択された期間に関する情報を含む、これらのレポートの

みが表示されます。 

18.1 操作レポートの内容 

SPS の操作レポートは PDF 形式で利用可能で、以下の情報が含まれます。 

 Configuration changes：ページごとおよびユーザーごとの SPS の設定変更の回数がリスト

されます。設定変更の頻度もチャートに表示されます。 

 Main reports：クライアントおよびサーバー、使用したユーザー名、接続ポリシーを経由した

セッションの数などを含む、SPS を経由した全トラフィックに関する統計情報が含まれます。 

 注釈： 

レポートが生成される時に、まだ進捗中の接続はレポートから除かれます。インデック

ス付けが開始されているセッションとレポートジョブが開始されているセッションは、レ

ポートの Sessions with in progress indexing or reporting jobs セクションにリストされま

す。 

 Reports by connection：SPS で設定された接続ポリシーに関する個別の統計情報が含ま

れます。 

 System health information：SPS のファイルシステム、ネットワーク使用および平均負荷に

関する情報を表示します。 

18.2 カスタムレポートの設定 

レポートを設定するには、チャプターを作成して既存のサブチャプターを割り当てます。以下のソ
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ース（統計情報あるいは他のクエリ）がレポートのサブチャプターとして利用可能です。 

 監査証跡のインデックスされたコンテンツ。詳細については、「15 監査証跡のインデックス」

を参照してください。 

 監査証跡検索の統計情報。詳細については、「16.9 検索結果の統計情報の表示」を参照

してください。 

 接続データベースのカスタムクエリ。詳細については、「18.4 カスタムデータベースクエリか

らの統計情報作成」を参照してください。クエリできるフィールドとテーブルの詳細について

は、「18.5 カスタムクエリで利用可能なデータベーステーブル」を参照してください。 

カスタムレポートを作成するように SPS を設定するには、[Reporting]>[Content subchapters]への

読み込みと書き込み/実行権限あるユーザーで以下の手順を実行します。 

ユーザー権限の設定方法の詳細については、「5.7 ユーザー権限とユーザーグループの管理」を

参照してください。 

手順： 

1. SPS の web インターフェースにログインし、[Reporting]>[Configuration]に移動します。 
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Figure 18-2 Reporting > Configuration — カスタムレポートの設定 

 

2. をクリックして、カスタムレポートの名前を入力します。 

3. [Table of contents]>[Add Chapter]をクリックして、チャプターの名前を入力して[OK]をクリ

ックします。必要に応じてさらにチャプターを作成するにはこの手順を繰り返します。 

4. レポートのカバーページに組織のロゴ(One Identity ロゴの代わりに)を入れる場合は、

[Choose new logo]>[Browse（参照）]をクリックし、ロゴファイルを選択して[Upload]をクリッ

クします。GIF、JPEG、および PNG 画像をアップロードできます。SPS はカバーページに合

わせて画像を自動的に変更します。 

5. チャプターにさまざまなレポートと統計情報を追加するのに[Add Subchapter]をクリックしま

す。利用可能なレポートがポップアップウィンドウに表示されます。 

 監査証跡のインデックス付けされたコンテンツから作成されたサブチャプターは[Misc]

にリストされます。 

 カスタム統計情報から作成されたサブチャプターは[Search statistics]にリストされま

す。 
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 カスタムデータベースクエリから作成されたサブチャプターは[Advanced statistics]に

リストされます。 

Figure 18-3 Reporting > Configuration > Add Subchapter — レポートへのサブチャプターの追加 

 

 注釈： 

HTTP でキーワードを検索したサブチャプターを作成した場合、レポートに、データは

含まれず、結果のタイムスタンプのみ表示されます。 

6. 必要に応じてサブチャプターの順番を変更するには矢印を使用します。 

7. [Generate this report every]フィールドで、SPS がレポートを作成する頻度を選択します。

Weekly レポートは月曜日に、monthly レポートは月の 1 日に作成されます。手動のみでレ

ポートを作成するには、このフィールドは空白のままにしておきます。 

8. デフォルトでは、report グループのメンバーが、SPS の web インターフェースを経由してカ

スタムレポートにアクセスできます。これを変更するには、[Reports are accessible by the 

following groups]フィールドに異なるグループの名前を入力します。あるいは、 をクリック

して他のグループのアクセスを許可します。 

 注意： 

リストされているグループのメンバーが、[Reporting]>[Reports]ページへの読み取り権

限がない場合でも、これらのカスタムレポートのみにアクセスできます。ただし、グル

ープがアクセスできるレポートのみがリストされます。 

9. デフォルトで、SPS は[Basic Settings]>[Management]>[Mail settings]>[Send reports to]フ
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ィールドに設定された e-mail アドレスにレポートを送信します。 

 注釈： 

このアドレスが設定されていない場合、レポートは SPS の管理者 e-mail アドレスに送

信されます。 

 e-mail 送信を無効にするには、[Send reports in e-mail]オプションのチェックを外しま

す。 

 レポートを異なるアドレスに e-mail するには、[Recipient]>[Custom address]をチェック

し、レポートを送信する e-mail アドレスを入力します。必要に応じて複数の e-mail アド

レスを入力るには をクリックします。 

10. をクリックします。 

18.3 監査証跡のコンテンツからのレポート作成 

SPS は、自身のインデクササーバーあるいは外部インデクサを使用して監査証跡のコンテンツを

インデックスできます。インデックス処理は監査証跡からテキストを抽出して、トークンにセグメント

化します。トークンは空白を含まないテキストのセグメントです。例えば、単語、日付（2009-03-14）、

MAC または IP アドレスなどです。インデクサは抽出されたトークンを SPS に返します。SPS は処

理された監査証跡のトークンから包括的なインデックスを構築します。 

インデックス付けされると、監査証跡のコンテンツは web インターフェースから検索することができ

ます。SPS は、ターミナル接続でユーザーによってタイプされたコマンドや表示されたテキスト、お

よび RDP、Citrix ICA、および VNC のようなグラフィカルプロトコルからテキストを抽出できます。ウ

ィンドウタイトルも検知します。 

SPS には、SPS アプライアンス上で実行する内部インデクサがあります。内部インデクサに加えて、

外部インデクサは Linux ホスト上で実行できます。 

監査証跡のプロセスとインデックス処理は、多くのコンピューティングリソースを必要とします。多く

の接続を監査する場合、あるいは大量のカスタムレポートを設定する場合は SPS の負荷を軽減

するために外部インデクサの使用を検討してください。推奨されるサイジングについては弊社カス

タマーポータルまでお問い合わせください。 

SPS は、検索キーワードの出現頻度の統計情報、および監査証跡からスクリーンショットも作成し

ます。これらの統計情報およびスクリーンショットはサブチャプターとしてカスタムレポートに含める

ことができます。 

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

 検索結果から生成されたスクリーンショットには、最初の検索キーワードが含まれます。

検索キーワードが長時間、監査証跡に表示される場合には、最初の検索キーワードが

最も関連性がない可能性があります。 

 技術的な理由で、ターミナル接続の証跡データは、1 秒ごとに集計されます。レポートで

生成されたスクリーンショットには、ターミナルバッファが反映され、秒の最後に表示され

たように見えます。検索キーワードを含むデータが、この秒の間に画面外に出された場

合でも、検索は検知しますが、生成されたスクリーンショットには表示されません。同様に

複数のキーワードで検索した場合、同じ画面にすべてのキーワードが含まない結果が表

示される可能性があります。（ただし、1 秒の間隔で個別に表示されます。） 

監査証跡のコンテンツからレポートを作成するように SPS を設定するには、以下の手順を実行し

ます。 

 注釈： 

コンテンツサブチャプターが設定された後に作成された監査証跡のみが処理されます。既存

の監査証跡からレポートを作成することはできません。 

インデクササービスの前提条件： 

インデクササービスで監査証跡をインデックス付けする場合、レポートに含められる接続のインデ

ックスを有効にしてください。さもないと、監査証跡のコンテンツのレポートは動作しません。詳細

については、「15.1 内部インデクサの設定」を参照してください。 

手順： 

1. SPS の web インターフェースにログインして、[Reports]>[Content subchapters]に移動しま

す。 



 

 

 

 

  Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS 

管理者ガイド 

Rev. 1.0 

 475 / 577 

Figure 18-4 Reports > Content subchapters — 監査証跡のレポート設定 

 

2. をクリックして、サブチャプターの名前を入力します。 

3. [Search word(s)]フィールドに検索キーワード（またはワードの一部）を入力します。以下の

ポイントに注意してください。 

 検索式は 255 文字未満にする必要があります。 

 検索は大文字小文字を区別しません。 

 ワイルドカードおよび正規表現はサポートされません。 

 完全なフレーズあるいは式を検索するには、ダブルクォーテーション(“)でキーワードを

囲みます。例、"program files"。 

4. 監査証跡のインデックスを選択するためのフィルターを設定します。以下のフィルターが利

用可能です。 

 Protocol：指定したトラフィックタイプの監査証跡のみを処理します。（例、SSH）。 

 Connection：指定した接続ポリシーの監査証跡のみを処理します。 

 Channel policy：指定したチャネルポリシーの監査証跡のみを処理します。 
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 Username：指定したユーザー名が接続で使用されている監査証跡のみ処理します。

ユーザー名が分かっているプロトコル（例、SSH）のみで利用可能です。 

 Source：指定したクライアントの IP アドレス、あるいはポートを使用している監査証跡

のみ処理します。 

 Server：指定したサーバーの IP アドレス、あるいはポートを使用している監査証跡の

み処理します。 

 注釈： 

フィルターを設定しない場合、すべての利用可能な監査証跡が処理されます。監査証

跡は、チャネルポリシーで特定のチャネルの[Audit]オプションが有効になっているチ

ャネルのみに作成されます。 

5. をクリックします。 

6. [Reporting]>[Configuration]に移動し、既存のレポートに新しいサブチャプターを追加する

か、新しいレポートを作成します。監査証跡のコンテンツの検索から作成されたサブチャプ

ターが[Misc]にリストされます。詳細については、「18.2カスタムレポートの設定」を参照して

ください。 

Figure 18-5 Reporting > Configuration > Add Subchapter — レポートへのサブチャプターの追加 
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18.4 カスタムデータベースクエリからの統計情報作成 

SPS の接続データベースからカスタムクエリで統計情報を作成するには、以下の手順を実行しま

す。これらのカスタム統計情報は一般的なレポートに追加することができます。 

 注意： 

サービス妨害の危険（DoS）！SPS のこの機能は SPS のデータベース上で読み取りのみの権

限でクエリを実行することをユーザーに許可します。データベースが巨大（多くの接続のデータ

を保存している）で、クエリが適切でない場合、クエリを実行すると CPU とメモリは極端に消費

され SPS のパフォーマンスが著しく低下します。この機能は、SQL クエリに関する必要な知識

がある場合のみ使用してください。 

手順： 

1. [Reporting]>[Advanced statistics]ページに移動し、 をクリックします。 

2. 統計情報の名前を入力します。作成された統計情報はサブチャプターとしてこの名前で利

用可能になります。 

3. [Query]フィールドに必要なデータを返す SQL クエリを入力します。以下の重要ポイントに

注意してください。 

 クエリは完全 PostgreSQL クエリにする必要があります。 

 円および棒グラフで使用される SQL クエリは title と cnt をこの順番で返す必要があり

ます。例えば、 

select 

  remote_username as title, 

  count(*) as cnt 

from channels 

group by title 

 クエリは、監査された接続に関するメタデータ、およびインデックスが使用されている

場合は、監査された接続のコンテンツ（例えば、セッションで実行されたコマンド）を含

むデータベーステーブルとビューに対して実行することができます。これらのテーブル

にはアップストリームトラフィックのデータは含まれないことに注意してください。つまり、

ユーザーが入力したパスワードはデータベースで利用できません。 

 不必要に多くの結果にならないようにクエリを制限します。例、LIMIT=5000。SPS は、

10,000 エントリに結果を自動的に制限します（これはハードの制限で、増やすことはで
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きません）。 

 注意： 

数千のエントリを返すような[Advanced statistics]チャプターを含むレポートを生

成するには、SPS に多くの CPU とメモリリソースが必要になります。 

このようなレポートの生成中は、SPS の web インターフェースが遅くなるか、応答

しなくなります。 

 アクセス可能なテーブルの構造は、SPS の将来のバージョンで変更される場合があり

ます。テーブルとそのコンテンツに関する詳細については、「18.5 カスタムクエリで利

用可能なデータベーステーブル」を参照してください。 

クエリは次のマクロを含めることができます。:range_start、:range_end。レポートに統

計情報を含めた場合、これらのマクロはレポートされた期間の開始および終了日付

を参照します。[Preview]をクリックした場合、マクロは現在の日付の開始と終了を

参照します。 

例： 

以下のクエリは、レポートされた期間（標準日付形式を使用して）内の、管理者ダウンロー

ドは除く、監査証跡のダウンロードリストを生成します。 

select 

  to_timestamp(audit_trail_downloads.download_time), 

  audit_trail_downloads.username, 

  channels.channel_type, 

  channels.connection, 

  audit_trail_downloads.ip 

from audit_trail_downloads, 

     channels 

where channels._connection_channel_id = audit_trail_downloads.id 

and audit_trail_downloads.download_time >= :range_start 

and audit_trail_downloads.download_time < :range_end 

and audit_trail_downloads.username != 'admin' 

order by audit_trail_downloads.download_time; 
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Figure 18-6 Reporting > Advanced statistics — カスタムデータベースクエリの作成 

 

4. 表示するチャートのタイプを選択します、[Bar]、[Pie]、あるいは[List]。  

 棒グラフでは、[Y axis title]フィールドに Y 軸の名前を入力します。 

 リストでは、リストの列の名前をカスタマイズできます。 をクリックして、[Column 

titles]フィールドに列の名前を入力します。 

5. [Preview]をクリックしてクエリをテストします。 

6. オプション手順：デフォルトでは、[search]グループのユーザーがレポートにこれらの統計

情報を追加できます。他のグループを指定するには、[Subchapter is accessible by the 

following groups]の をクリックします。 

 注釈： 

高度な統計情報のサブチャプターにアクセスするには、[Reporting]>[Advanced statis

tics]権限が必要です。 
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7. をクリックしてクエリを保存します。 

8. レポートに新しいサブチャプターを追加します。選択したレポートにサブチャプターを追加す

る方法の詳細については、「18.2 カスタムレポートの設定」を参照してください。 

18.5 カスタムクエリで利用可能なデータベーステーブル 

このセクションでは、[Reporting]>[Advanced statistics]ページのカスタムクエリで使用することがで

きる SPS のデータベーステーブル、ビュー、および機能について説明します。一般的に、ビューは

より構造化されたデータセットを含み、一方テーブルは実データが含まれます。 

 注釈： 

これらのデータベーステーブルの構造は SPS の将来のバージョンで変更される場合がありま

す。 

 

Database table Type Description 

alerting table アラートイベントのリスト。詳細はについては、「18.5.1 alerting テー

ブル」を参照してください。 

aps table [廃止]SPS で利用可能な Audit Player インデクサービスのリスト。詳

細については、「18.5.2 aps テーブル」を参照してください。 

archives table アーカイブプロセスに関するデータ。詳細については、「18.5.3 

archives テーブル」を参照してください。 

audit_trail_download

s 

table 監査証跡のダウンロードに関するデータ。詳細については、「18.5.4 

audit_trail_downloads テーブル」を参照してください。 

channels table チャネルのオープンリクエストおよび開かれたチャネルに関するメタ

データが含まれています。これは接続に関するデータを格納するメ

インテーブルです。詳細については、「18.5.5 channels テーブル」を

参照してください。 

closed_connection_a

udit_channels 

view このビューは、接続が閉じられている、すべての監査されたチャネル

を返します。詳細については、「18.5.6 closed_connection_audit_chan

nels ビュー」を参照してください。 

closed_not_indexed_

audit_channels 

view このビューは、接続が閉じられているが、まだインデックス付けされ

ていないすべての監査されたチャネルを返します。詳細について

は、「18.5.7 closed_not_indexed_audit_channels ビュー」を参照してくだ

さい。 

connection_events view 接続で検知されたコマンドあるいはウィンドウタイトルのリストです。
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詳細については、「18.5.8 connection_events ビュー」を参照してくださ

い。 

connection_occurre

nces 

view コンテンツサブチャプターレポート（監査証跡コンテンツからのレポー

ト）で検索キーワードとして使用されたトークンおよびそれらのトーク

ンが監査証跡のどこに表示されたかが含まれます。詳細について

は、「18.5.9 connection_occurrences ビュー」を参照してください。 

connections view 接 続 の デ ー タ が 含 ま れ て い る ビ ュ ー で す 。 こ の デ ー タ は

[Search]>[Search]ページで利用可能な情報と同じです。詳細につい

ては、「18.5.10 connections ビュー」を参照してください。 

events table インデックス付けされた監査証跡から抽出されたコマンドあるいはイ

ベントです。詳細については、「18.5.11 events テーブル」を参照して

ください。 

file_xfer table 監査された接続（SCP、SFTP）で転送されたファイルに関するデータ

です。詳細については、「18.5.12 file_xfer テーブル」を参照してくださ

い。 

http_req_resp_pair table HTTP および HTTPS セッションのリクエストとレスポンスに関する情

報です。詳細については、「18.5.13 http_req_resp_pair テーブル」を参

照してください。 

indexer_jobs table インデクサジョブに関する情報および統計情報です。詳細について

は、「18.5.14 indexer_jobs テーブル」を参照してください。 

occurrences table コンテンツサブチャプターレポート（監査証跡コンテンツからのレポー

ト）で検索キーワードとして使用されたトークンおよびそれらのトーク

ンが監査証跡のどこに表示されたかが含まれます。詳細について

は、「18.5.15 occurrences テーブル」を参照してください。 

progresses table どの監査証跡が、処理のためにどの Audit Player に割り当てらえて

いるか。詳細については、「18.5.16 progresses テーブル」を参照して

ください。 

results table コンテンツサブチャプターレポート（監査証跡コンテンツからのレポー

ト）で検索キーワードとして使用されたトークンおよびそれらのトーク

ンが監査証跡のどこに表示されたかが含まれます。詳細について

は、「18.5.17 results テーブル」を参照してください。 

skipped_connection

s 

table 監査証跡の処理中に発生したエラーのリストです。詳細について

は、「18.5.18 skipped_connections テーブル」を参照してください。 
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usermapped_channe

ls 

view ユーザーマッピングが接続で実行されたセッションに関する情報で

す。詳細については、「18.5.19 usermapped_channels ビュー」を参照

してください。 

Table 18-1 カスタムクエリ用のデータベーステーブルおよびビュー 

インデックスを使用して処理された監査証跡のコンテンツを検索するには、lucene SQL 関数を使

用できます。詳細については、「18.5.20lucene-search 機能による証跡コンテンツの検索」を参照し

てください。 

18.5.1 alertingテーブル 

 注釈： 

これらのデータベーステーブルの構造は SPS の将来のバージョンで変更される場合がありま

す。 

 

Column Type Description 

alerting_time timestamp アラートのタイムスタンプ。 

alerting_type text アラートのタイプ。 

channel_id integer この値はイベントが発生したチャネルテーブルの ID への参照。 

matched_content text 一致したコンテンツ。 

matched_regexp text 一致した正規表現。 

rule_name text コンテンツポリシールールの名前。 

Table 18-2 alerting テーブルの列 

18.5.2 apsテーブル 

 注釈： 

これらのデータベーステーブルの構造は SPS の将来のバージョンで変更される場合がありま

す。 

このテーブルは Audit Player インデクサに関する情報のみ含まれます。インデクササーバーに関

する情報は含まれません。 

Column Type Description 

ap_id integer [廃止]監査証跡を処理する Audit Player インデクササーバーの

ID。 
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dead boolean ホストの Audit Player インデクササーバーが利用不可能とみな

された場合、1 がセットされます。 

id integer エントリの一意な ID 番号。 

last_poll integer ホストの Audit Player インデクササービスが SPS から監査証跡

を要求された、最終のタイムスタンプ。 

remote_addr text [廃止]Audit Player インデクササービスが実行しているホストの

アドレス。 

Table 18-3 aps テーブルの列 

18.5.3 archivesテーブル 

 注釈： 

これらのデータベーステーブルの構造は SPS の将来のバージョンで変更される場合がありま

す。 

 

Column Type Description 

id integer エントリの一意な ID 番号。 

orig_filename text SPS に保存されているファイルの元の名前。 

policy_id text ファイルをアーカイブしたアーカイブポリシーの ID。 

saved_filename text ファイルが含まれたアーカイブファイルの名前。 

server text ファイルがアーカイブされたサーバーのアドレス。 

type text ファイルのタイプ（audit あるいは index） 

Table 18-4 archives テーブルの列 

18.5.4 audit_trail_downloadsテーブル 

このテーブルはダウンロードされた監査証跡に関する情報が含まれます。 

 注釈： 

これらのデータベーステーブルの構造は SPS の将来のバージョンで変更される場合がありま

す。 

 

Column Type Description 

channel_id integer この値は、ダウンロードが発生したチャネルテーブルの ID への参

照。 
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download_time integer ダウンロードを開始された時間。 

from_api boolean (RPC)API 経由でダウンロードされた場合の値は true、web ユー

ザーインターフェース経由の場合 false。 

id integer エントリの一意な ID. 

ip text クライアント IP アドレス。 

username text Web ユーザーインターフェースでダウンロードしたユーザーの名

前。インデクサが使用されている場合はログインユーザー名。 

Table 18-5 audit_trail_downloads テーブルの列 

18.5.5 channelsテーブル 

各列の詳細については、「16.5 接続のメタデータ」を参照してください。 

 注釈： 

これらのデータベーステーブルの構造は SPS の将来のバージョンで変更される場合がありま

す。 

 

Column Type Description 

application text Application：シームレスな Citrix ICA 接続でアクセスされたアプリ

ケーションの名前。 

_archive_date date Archive date：接続がアーカイブまたはクリーンアップされた日付。 

_archive_path text Archive path：リモートサーバーにアーカイブされた監査証跡への

パス。 

_archive_policy text  

_archive_server text Archive server：監査証跡がアーカイブされているリモートサーバ

ーのホスト名または IP アドレス。 

audit text Audit-trail：チャネルのトラフィックを保存している監査証跡の名前

と ID。 

auth_method text Authentication method：接続で使用された認証方式。例えば、

password 

channel_policy text Channel policy：接続に適用されたチャネルポリシー。チャネルポ

リシーでは、接続で使用することができるチャネル（例えば、SSH

の terminal session や SCP、RDP の Drawing や Clipboard）をリス

トし、チャネルが監査されるかどうかも決定します。チャネルポリシ

ーはクライアントまたはサーバーの IP アドレス、ユーザーリスト、
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ユーザーグループ、あるいはタイムポリシーに基づいて、各チャネ

ルへのアクセスを制限することもできます。 

channel_type text Channel type：チャネルのタイプ。 

client_x509_subje

ct 

text Client X.509 Subject：TELNET または VNC セッションのクライアン

ト証明書。SPS の[Client-side transport security settings]>[Peer 

certificate validation]オプションが有効な場合のみ使用可能。 

_close_cleanup boolean  

command_extract

ed 

boolean ウィンドウタイトルおよびコマンドが、リアルタイム（アラート中）で

抽出された場合、インデクササーバーは再抽出する必要はない

ので、この値は true、インデックス付け中にのみ抽出する場合は

false。 

_connection_chan

nel_id 

integer Unique connection ID：接続の一意な ID。 

connection_id text Connection policy ID：接続ポリシーの ID。 

connection text Connection policy：クライアントの接続要求を処理した接続ポリシ

ー。 

device_name text Device name：RDP 接続で使用される共有デバイス（リダイレクト）

の名前または ID。 

dst_ip text Destination IP：クライアントによって要求されたサーバーの IP アド

レス。 

dst_port integer Destination port：クライアントによって要求されたサーバーのポー

ト番号。 

dynamic_channel text Dynamic channel：RDP セッションで開かれたダイナミックチャネル

の名前または ID。 

exec_cmd text Exec command：[Session exec]チャネルで実行されたコマンド。 

four_eyes_authori

zer 

text Four-eyes authorizer：セッションを承認したユーザーのユーザー

名です。チャネルで 4-eyes 認証が要求されている場合にのみ使

用可能です。4-eyes 認証の詳細については、「17.3 4-eyes 認証

設定」を参照してください。 

four_eyes_descrip

tion 

text Four-eyes description：セッションの承認者によって提示された説

明。 

id integer チャネルの一意な ID。 

index_status integer Channel's indexing status：チャネルがインデックス付けされている

かどうか表示します。以下の値が使用可能です。 

 Connection is active (0)：チャネルの接続はまだ開いていま
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す（インデクサは接続が閉じるまで待機します）。 

 Not indexed (1)：接続に属するすべてのチャネルは閉じられ

ています。監査証跡が skipped_connections キューに置かれ

ない限り、チャネルはインデックス処理の準備ができていま

す。 

 Indexing in progress (2)：インデックス処理が開始されている

チャネル（インデックス付けが進行中）。SPS は、チャネルの

一部が既にインデックス付けされている検索結果を戻すこと

ができます。 

 Indexed (3)：チャネルのインデックス付けが終了しました。 

 Indexing not required (4)：インデックス付けが要求されていま

せん（接続でインデックスが有効になっていません）。 

 Indexing failed (5)：インデックス付けに失敗しました。インデク

ササーバーは、indexer_jobs テーブルの error_message 列に

対応するエラーメッセージを書き込みます。SPS は、エラー

が発生する前にインデックス付けに成功したチャネルの一部

の検索結果を返すことができます。例えば、監査証跡の終

わりにエラーが発生した場合でも、監査証跡の最初の部分

のコンテンツを検索できます。 

 No trail (6)：監査がチャネルで有効ではありません。 

local_ip text Server-local IP：サーバー側の接続で使用される SPS の IP アドレ

ス。 

local_port integer Server-local port：サーバー側の接続で使用される SPS のポート

番号。 

originator_addr text Port/X11 forward originator IP：[Remote Forward]および[Local 

Forward]チャネルで、チャネルを開始するホストの IP アドレス。こ

のホストは、必ずしもSSH接続のクライアントおよびサーバーでは

ありません 

originator_port integer Port/X11 forward originator port：[Remote Forward]および[Local 

Forward]チャネルで、転送されたポート番号 

protocol text Protocol：接続で使用されたプロトコル（Citrix ICA、HTTP、RDP、

SSH、Telnet、あるいは VNC）。 

remote_username text Username on server：リモートサーバーのログインに使用されたユ

ーザー名です。このユーザー名は、ユーザーマッピングが接続で

使用された場合、クライアント側のユーザー名と異なるこがありま
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す。ユーザーマッピングの詳細については、「17.1ユーザーマッピ

ングポリシー設定」を参照してください。 

rule_num text Rule number：チャネルに適用されたチャネルポリシーの行番号。 

scp_path text SCP path：SCP 経由でコピーされたファイルの名前とパス。接続

のチャネルポリシーで[Log file transfers to database]オプションが

有効な場合で、SCP セッション（SSH チャネルの[Session exec 

SCP]）のみで使用可能です。 

server_ip text Server IP：SPS によって接続されたサーバーの IP アドレス。 

server_port integer Server port：SPS によって接続されたサーバーのポート番号。 

session_end integer End time：チャネルが閉じられた日付。 

session_id text Session ID：接続を識別するグローバルな一意な文字列です。セ

ッション ID は次の形式になります。svc/<unique-random-hash>/

<name-of-the-connection-policy>:<session-number-since-

service-started>/<protocol>。例えば、svc/5tmEaM7xdNi1osc

gVWpbZx/ssh_console:1/ssh。セッションに関連したログメッセー

ジにはこの ID が含まれます。例： 2015-03-20T14:29:15+01:00

 spsdemo.example demo/sps_ssh[5594]: sps.audit(4): (sv

c/5tmEaM7xdNi1oscgVWpbZx/ssh_console:0/ssh): Closing c

onnection; connection='ssh_console', protocol='ssh', c

onnection_id='409829754550c1c7a27e7d', src_ip='10.40.

0.28', src_port='39183', server_ip='10.10.20.35', serv

er_port='22', gateway_username='', remote_username='ex

ample-username', verdict='ZV_ACCEPT'。 

session_start integer Start time：チャネルが開始された日付。 

src_ip text Source IP：クライアントの IP アドレス 

src_port integer Source port：クライアントのポート番号。 

subsystem_name text Subsystem name：チャネルで使用された SSH サブシステムの名

前。 

target_addr text Port-forward target IP：[Remote Forward]および[Local Forward]

で、トラフィックがフォワードされた IP アドレス。 

target_port integer Port-forward target port ： [Remote Forward] お よ び [Local 

Forward]チャネルで、トラフィックがフォワードされたポート。 

username text Username：セッションで使用されたユーザー名。 

 ユーザーが接続でインバンドゲートウェイ認証を実行した場

合、このフィールドにはゲートウェイ認証（ゲートウェイユーザ
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ー名）のユーザー名が含まれます。 

 それ以外は、このフィールドにはリモートサーバーで使用さ

れたユーザー名が含まれます。 

verdict text Verdict：SPS がチャネルについて決定した内容。 

 ACCEPT：許可しました。 

 ACCEPT-TERMINATED：接続が受け入れられ確立しました

が、コンテンツポリシーにより接続を終了しました。コンテン

ツポリシーの詳細については、「7.6 コンテンツポリシーによ

るリアルタイム接続監視」を参照してください。 

 CONN-AUTH-FAIL：ユーザー認証が失敗しました。 

 CONN-DENY：接続が拒否されました。 

 CONN-FAIL：接続に失敗しました。SPS を通過することは許

可されましたが、サーバー上でタイムアウトしました。 

 CONN-GW-AUTH-FAIL：ゲートウェイ認証が失敗しました。 

 CONN-KEY-ERROR：ホストキーの不一致。 

 CONN-USER-MAPPING-FAIL：ユーザーマッピングが失敗

しました。 

 DENY：拒否されました。 

 FOUR-EYES-DEFERRED：リモートユーザー名を待機してい

ます。 

 FOUR-EYES-ERROR：4-eyes 認証中に内部エラーが発生し

ました。 

 FOUR-EYES-REJECT：4-eyes 認証が拒否されました。 

 FOUR-EYES-TIMEOUT：4-eyes 認証がタイムアウトしまし

た。 

window_title_extr

acted 

boolean ウィンドウタイトルおよびコマンドが、リアルタイム（アラート中）で

抽出された場合、インデクササーバーは再抽出する必要はない

ので、この値は true、インデックス付け中にのみ抽出する場合は

false。 

Table 18-6 Columns of the channels テーブルの列 

18.5.6 closed_connection_audit_channelsビュー 

 注釈： 

これらのデータベーステーブルの構造は SPS の将来のバージョンで変更される場合がありま
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す。 

このビューは、接続が閉じられたすべての監査されたチャネルを返します。ビューは以下のように

定義されています。 

create view closed_connection_audit_channels 

as 

select * 

from channels 

where audit is not null 

and index_status = 1; 

返される列の詳細については、「18.5.5 channels テーブル」を参照してください。 

18.5.7 closed_not_indexed_audit_channelsビュー 

 注釈： 

これらのデータベーステーブルの構造は SPS の将来のバージョンで変更される場合があり

ます。 

このビューは、接続は閉じられたが、まだインデックス付がされていないすべての監査されたチャ

ネルを返します。ビューは以下のように定義されています。 

create view closed_not_indexed_audit_channels 

as 

select * 

from channels 

where audit is not null 

and (index_status = 1 

or index_status = 2); 

返される列の詳細については、「18.5.5 channels テーブル」を参照してください。 

18.5.8 connection_events ビュー 

 注釈： 

これらのデータベーステーブルの構造は SPS の将来のバージョンで変更される場合がありま

す。 
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ターミナル接続では、このビューは接続で実行されたコマンドを収集します。グラフィカル接続では、

このビューは接続で検知されたウィンドウタイトルを収集します。ビューは以下のように定義されて

います。 

select 

  channels._connection_channel_id as id, 

  events.event, 

  events.printable 

from channels, 

     events 

where channels.id = events.channel_id; 

テーブルをクエリ（例、select * from connection_events limit 10;）すると、以下のような結

果が返されます。 

id  |                                         event               | printable 
----+-------------------------------------------------------------+----------- 
 1  | [user@exampleserver ~]$ ls                                  | t 
 1  | [user@exampleserver ~]$ exit                                | t 
 2  | [user@exampleserver ~]$ su -                                | t 
 2  | Password:                                                   | t 
 2  | [root@exampleserver ~]#                                     | t 
 2  | [root@exampleserver ~]# ifconfig                            | t 
 2  | [root@exampleserver ~]# ifconfig                            | t 
 2  | [root@exampleserver ~]# ifconfig                            | t 
 4  | [user@exampleserver ~]$                                     | t 
 4  | [user@exampleserver ~]$                                     | t 

connection_events ビューは以下の列があります。 

Column Type Description 

event text チャネルで実行されたコマンド、あるいは検知されたウィンドウタ

イトル。（例、ls、exit、あるいは Firefox） 

id integer エントリの一意な ID。 

printable boolean コマンドのすべての文字が表示できる場合、1 がセットされます。 

Table 18-7 connection_events テーブルの列 

18.5.9 connection_occurrencesビュー 

ビューは以下のように定義されています。 

select 
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  channels._connection_channel_id as id, 

  results.token, 

  occurrences.start_time, 

  occurrences.end_time, 

  occurrences.screenshot 

from channels, 

     results, 

     occurrences 

where channels.id = results.channel_id 

and results.id = occurrences.result_id; 

 

 注釈： 

これらのデータベーステーブルの構造は SPS の将来のバージョンで変更される場合がありま

す。 

 

Column Type Description 

end_time integer End time：チャネルが閉じられた日付 

id integer エントリの一意な ID。 

screenshot text 検索トークンの出現に関する PNG スクリーンショットのファイル名。 

start_time integer Start time：チャネルが開始された日付。 

token text スクリーンショットに表示された検索トークン。 

Table 18-8 connection_occurrences ビューの列 

18.5.10 connectionsビュー 

このビューは、接続のメタデータを収集します。ビューは以下で定義されています。 

select 

  channels."connection", 

  channels.protocol, 

  channels._connection_channel_id as id, 

  channels.connection_id, 

  min(channels.session_start) as session_start, 

  max(channels.session_end) as session_end, 

  max(channels.src_ip) as src_ip, 

  max(channels.src_port) as src_port, 
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  max(channels.server_ip) as server_ip, 

  max(channels.server_port) as server_port, 

  max(channels.username) as username, 

  max(channels.remote_username) as remote_username, 

  max(channels.channel_policy) as channel_policy, 

  sum(case 

    when channels.session_end is null then 1 

    else 0 

  end) as active 

from channels 

group by channels._connection_channel_id, 

         channels.protocol, 

         channels."connection", 

         channels.connection_id; 

テーブルをクエリ（例、select * from connections limit 10;）すると、以下のような結果が返さ

れます。 

connection  | protocol |   id   |      connection_id      | session_start | 

session_end |    src_ip     | src_port |  server_ip  | server_port | username  | 

remote_username | channel_policy | active 

-------------+----------+--------+-------------------------+---------------+------

-------+---------------+----------+-------------+-------------+-----------+-------

----------+----------------+-------- 

 SSH_Access2 | ssh      | 1      | 5516465814bc36d5570ec8  |    1271098736 |  

1271099582 | 192.168.0.62   |     4312 | 192.168.0.20 |          22 | joe  | joe        

| shell-only     |      0 

 SSH_Access  | ssh      | 10     | 20790868454bc33027964a0 |    1271258787 |  

1271259645 | 10.100.58.27   |     2298 | 192.168.0.20 |          22 | joe  | joe        

| shell-only     |      0 

 SSH_Access  | ssh      | 100    | 20790868454bc33027964a0 |    1272391671 |  

1272396886 | 10.100.58.14   |    51342 | 192.168.0.20 |          22 | phil      | 

phil            | shell-only     |      0 

 SSH_Access  | ssh      | 1000   | 20790868454bc33027964a0 |    1274450541 |  

1274475742 | 10.100.56.14   |     4633 | 192.168.0.20 |          22 | rick | rick       

| all            |      0 
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 SSH_Access2 | ssh      | 10000  | 5516465814bc36d5570ec8  |    1282753195 |  

1282764804 | 192.168.40.34  |    53097 | 192.168.0.20 |          22 | vivian  | 

vivian        | shell-only     |      0 

 SSH_Access2 | ssh      | 100000 | 5516465814bc36d5570ec8  |    1314979916 |  

1314986038 | 192.168.40.85  |    34743 | 192.168.0.20 |          22 | elliot | 

elliot       | Shell-SCP      |      0 

 SSH_Access2 | ssh      | 100001 | 5516465814bc36d5570ec8  |    1314979917 |  

1314984561 | 192.168.40.65  |    56405 | 192.168.0.20 |          22 | root      | 

root            | Shell-SCP      |      0 

 SSH_Access2 | ssh      | 100002 | 5516465814bc36d5570ec8  |    1314979940 |  

1314984171 | 192.168.40.100 |     1082 | 192.168.0.20 |          22 | allen  | 

allen        | Shell-SCP      |      0 

 SSH_Access2 | ssh      | 100003 | 5516465814bc36d5570ec8  |    1314979955 |  

1314981233 | 192.168.40.10  |    34263 | 192.168.0.20 |          22 | steve | 

steve       | Shell-SCP      |      0 

 SSH_Access2 | ssh      | 100004 | 5516465814bc36d5570ec8  |    1314980025 |  

1314991838 | 192.168.40.33  |    58500 | 192.168.0.20 |          22 | clark | 

clark       | Shell-SCP      |      0 

(10 rows) 

connections ビューは、以下の列があります。各列の詳細については、「16.5 接続のメタデータ」を

参照してください。 

 注釈： 

これらのデータベーステーブルの構造は SPS の将来のバージョンで変更される場合がありま

す。 

 

Column Type Description 

active bigint  

channel_policy text 接続の特定のチャネルに提供されたチャネルポリシーの名前。 

connection text SPS web インターフェースで設定された接続ポリシーの名前。 

connection_id text TCP 接続の一意な ID。 

id text Protocol：接続で使用されたプロトコル（Citrix ICA、HTTP、RDP、

SSH、Telnet、あるいは VNC）。 

protocol text ファイルのタイプ（audit あるいは ndex） 

remote_username text Username on server：リモートサーバーのログインに使用されたユ
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ーザー名です。このユーザー名は、ユーザーマッピングが接続で

使用された場合、クライアント側のユーザー名と異なるこがありま

す。ユーザーマッピングの詳細については、「17.1ユーザーマッピ

ングポリシー設定」を参照してください。 

session_end integer End time：チャネルが閉じられた日付。 

session_start integer Start time：チャネルが開始された日付 

src_ip text Source IP：クライアントの IP アドレス 

src_port integer Source port：クライアントのポート番号 

username text Username：セッションで使用されたユーザー名。 

 ユーザーが接続でインバンドゲートウェイ認証を実行した場

合、このフィールドにはゲートウェイ認証（ゲートウェイユーザ

ー名）のユーザー名が含まれます。 

 それ以外は、このフィールドにはリモートサーバーで使用さ

れたユーザー名が含まれます。 

Table 18-9 connections ビューの列 

18.5.11 eventsテーブル 

 注釈： 

これらのデータベーステーブルの構造は SPS の将来のバージョンで変更される場合がありま

す。 

 

Column Type Description 

id integer エントリの一意な ID。 

channel_id integer チャネルの ID。.この値は、実際にはチャネルテーブルの ID 列へ

の参照。 

printable boolean テキストに、出力または制御関数がない、制御文字あるいは文字

が含まれている場合、FALSE を返す。 

time timestamp コマンドが実行された時間。 

record_id bigint 監査証跡（.zat ファイル）のイベント内のイベントの ID。 

type adp_type イベントのタイプ。以下が可能な値。 

 adp.event.command：SSH あるいは Telnet で入力されたコマ

ンド。 

 adp.event.screen.content：画面コンテンツ。 

 adp.event.screen.creditcard：検知されたクレジットカード番
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号。alert テーブルにのみ表示され、Event フィールドには表

示されません。 

 adp.event.screen.windowtitle：グラフィカルプロトコル（RDP の

み）でのウィンドウタイトル。 

event text 画面コンテンツ、コマンド、あるいは検知されたウィンドウタイト

ル。 

Table 18-10 Columns of the events テーブルの列 

18.5.12 file_xferテーブル 

このテーブルには、接続で転送されたファイルに関する情報が含まれます。 

 注釈： 

これらのデータベーステーブルの構造は SPS の将来のバージョンで変更される場合がありま

す。 

 

Column Type Description 

channel_id integer この値は、ファイル転送が発生したチャネルテーブルの ID への参

照。 

details text ファイル転送の詳細な記述。このフィールドのコンテンツは、ファイ

ル転送に使用したプロトコルに依存します。 

event text 発生したファイル操作のタイプ、例えば、Create file。 

filename text ファイル操作によって影響されたファイルの名前。 

path text SCP path：SCP 経由でコピーされたファイルの名前とパス。接続

のチャネルポリシーで[Log file transfers to database]オプションが

有効な場合で、SCP セッション（SSH チャネルの[Session exec 

SCP]）のみで利用可能です。 

id integer エントリの一意な ID。 

start_time integer Start time：チャネルが開始された日付。 

Table 18-11 file_xfer テーブルの列 

18.5.13 http_req_resp_pairテーブル 

このテーブルには、HTTP および HTTPS のリクエストおよびレスポンに関する情報が含まれます。 
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 注釈： 

これらのデータベーステーブルの構造は SPS の将来のバージョンで変更される場合がありま

す。 

 

Column Type Description 

id integer エントリの一意な ID。 

url text HTTP リクエストの URL。 

channel_id integer チャネルの ID。この値は実際にはチャネルテーブルの id 列への

参照。 

response_code text HTTP レスポンスのステータスコード。 

request_time integer リクエストを受信したことを示す Unix タイムスタンプ。 

Table 18-12 http_req_resp_pair テーブルの列 

18.5.14 indexer_jobsテーブル 

 注釈： 

これらのデータベーステーブルの構造は SPS の将来のバージョンで変更される場合がありま

す。 

 

Column Type Description 

audit_trail_id integer イ ン デ ッ ク ス ジ ョ ブ が 作 成 す る た め に チ ャ ネ ル の

_connection_channel_id を使用した監査証跡の識別。 

id integer エントリの一意な ID。 

indexer_adp_version text インデクササーバーの ADP コンポーネントのバージョン番号。 

indexer_cpu_time integer インデックス付けの継続時間（CPU 時間）、ミリ秒。 

indexer_duration integer インデックス付けの継続時間（実際の時間）、ミリ秒。 

indexer_start_time timestamp インデックス付けが開始された時間。 

ndexer_version text インデクササーバーのバージョン番号。 

job_id text インデックス付け中のみにインデックスサービスのコンポーネント

によって使用された、インデックスジョブの一意な ID。 

error_message text インデクサジョブのエラーメッセージ。 
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trail_is_archived boolean 証跡が既にアーカイブされている場合、値は true。 

Table 18-13 http_req_resp_pair テーブルの列 

18.5.15 occurrencesテーブル 

 注釈： 

これらのデータベーステーブルの構造は SPS の将来のバージョンで変更される場合がありま

す。 

 

Column Type Description 

end_time integer 監査証跡にトークン（キーワード）が消えた時間。 

id integer エントリの一意な ID。 

result_id integer トークンの出現を示す ID。この値は results テーブルの id 列への

参照。 

screenshot text レポートで使用されたスクリーンショットのハッシュ。実際のスクリ

ーンショットはデータベースに保存されていません。 

start_time integer 監査証跡にトークン（キーワード）が現れた時間。 

Table 18-14 occurrences テーブルの列 

18.5.16 progressesテーブル 

 注釈： 

これらのデータベーステーブルの構造は SPS の将来のバージョンで変更される場合がありま

す。 

このテーブルには、Audit Player インデクサに関する情報のみ含まれます。インデクササービスに

関する情報は含まれていません。 

Column Type Description 

audit text Audit-trail：チャネルのトラフィックを保存している監査証跡の名前

と ID。 

ap_id integer [廃止]監査証跡を処理する Audit Player インデクササービスの

ID。 
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id integer エントリの一意な ID。 

Table 18-15 progresses テーブルの列 

18.5.17 resultsテーブル 

 注釈： 

これらのデータベーステーブルの構造は SPS の将来のバージョンで変更される場合がありま

す。 

 

Column Type Description 

channel_id integer トークンが検知されたチャネルの ID。この値は実際にはチャネル

テーブルの id 列への参照。 

id integer エントリの一意な ID。 

token text トークン（検索キーワード）。 

Table 18-16 progresses テーブルの列 

18.5.18 skipped_connectionsテーブル 

 注釈： 

これらのデータベーステーブルの構造は SPS の将来のバージョンで変更される場合がありま

す。 

 

Column Type Description 

channel_id integer チャネルの ID。この値は実際にはチャネルテーブルの id 列への

参照。 

id integer エントリの一意な ID。 

occasions integer  

Table 18-17  skipped_connections テーブルの列 

18.5.19 usermapped_channelsビュー 

このビューは、ユーザーマッピングポリシーを使用した接続に関するデータを収集します。ビュー

は以下のように定義されています。 

select 
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  channels.id, 

  channels.scp_path, 

  channels.subsystem_name, 

  channels.protocol, 

  channels.originator_port, 

  channels.channel_policy, 

  channels.target_addr, 

  channels._archive_path, 

  channels._close_cleanup, 

  channels.dynamic_channel, 

  channels.environment, 

  channels.session_start, 

  channels.remote_username, 

  channels.local_port, 

  channels.four_eyes_authorizer, 

  channels.src_ip, 

  channels.session_end, 

  channels._archive_server, 

  channels.server_port, 

  channels.username, 

  channels._archive_date, 

  channels.server_ip, 

  channels.exec_cmd, 

  channels._archive_policy, 

  channels.four_eyes_description, 

  channels.connection_id, 

  channels._connection_channel_id, 

  channels.rule_num, 

  channels.target_port, 

  channels.src_port, 

  channels.originator_addr, 

  channels.auth_method, 

  channels.audit, 

  channels.local_ip, 

  channels.session_id, 

  channels.device_name, 
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  channels.channel_type, 

  channels."connection", 

  channels.verdict, 

  channels.dst_port, 

  channels.dst_ip 

from channels 

where channels.remote_username is not null 

and channels.username <> channels.remote_username; 

usermapped_channels ビューは以下の列があります。各列の詳細については、「16.5 接続のメタデ

ータ」を参照してください。 

 注釈： 

これらのデータベーステーブルの構造は SPS の将来のバージョンで変更される場合がありま

す。 

 

Column Type Description 

_archive_date date Archive date：接続がアーカイブまたはクリーンアップされた日付。 

_archive_path text Archive path：リモートサーバーにアーカイブされた監査証跡への

パス。 

_archive_policy text  

_archive_server text Archive server：監査証跡がアーカイブされているリモートサーバー

のホスト名または IP アドレス。 

audit text Audit-trail：チャネルのトラフィックを保存している監査証跡の名前

と ID。 

auth_method text Authentication method：接続で使用された認証方式。例えば、

password 

channel_policy text Channel policy：接続に適用されたチャネルポリシー。チャネルポリ

シーでは、接続で使用することができるチャネル（例えば、SSH の

terminal session や SCP、RDP の Drawing や Clipboard）をリストし、

チャネルが監査されるかどうかも決定します。チャネルポリシーは

クライアントまたはサーバーの IP アドレス、ユーザーリスト、ユーザ

ーグループ、あるいはタイムポリシーに基づいて、各チャネルへの

アクセスを制限することもできます。 

channel_type text Channel type：チャネルのタイプ。 

_close_cleanup boolean  
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_connection_chan

nel_id 

integer Unique connection ID：接続の一意な ID。 

connection_id text Connection policy ID：接続ポリシーの ID。 

connection text Connection policy：クライアントの接続要求を処理した接続ポリシ

ー。 

device_name text Device name：RDP 接続で使用される共有デバイス（リダイレクト）

の名前または ID。 

dst_ip text Destination IP：クライアントによって要求されたサーバーの IP アド

レス。 

dst_port integer Destination port：クライアントによって要求されたサーバーのポート

番号。 

dynamic_channel text Dynamic channel：RDP セッションで開かれたダイナミックチャネル

の名前または ID。 

exec_cmd text Exec command：[Session exec]チャネルで実行されたコマンド。 

four_eyes_authori

zer 

text Four-eyes authorizer：セッションを承認したユーザーのユーザー名

です。チャネルで 4-eyes 認証が要求されている場合にのみ使用可

能です。4-eyes 認証の詳細については、「17.3 4-eyes 認証設定」

を参照してください。 

four_eyes_descrip

tion 

text Four-eyes description：セッションの承認者によって提示された説

明。 

id integer チャネルの一意な ID。 

local_ip text Server-local IP：サーバー側の接続で使用される SPS の IP アドレ

ス。 

local_port integer Server-local port：サーバー側の接続で使用される SPS のポート

番号。 

originator_addr text Port/X11 forward originator IP：[Remote Forward]および[Local 

Forward]チャネルで、チャネルを開始するホストの IP アドレス。この

ホストは、必ずしも SSH 接続のクライアントおよびサーバーではあ

りません 

originator_port integer Port/X11 forward originator port：[Remote Forward]および[Local 

Forward]チャネルで、転送されたポート番号 

protocol text Protocol：接続で使用されたプロトコル（Citrix ICA、HTTP、RDP、

SSH、Telnet、あるいは VNC）。 

remote_username text Username on server：リモートサーバーのログインに使用されたユ

ーザー名です。このユーザー名は、ユーザーマッピングが接続で
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使用された場合、クライアント側のユーザー名と異なるこがありま

す。ユーザーマッピングの詳細については、「17.1 ユーザーマッピ

ングポリシー設定」を参照してください。 

rule_num text Rule number：チャネルに適用されたチャネルポリシーの行番号。 

scp_path text SCP path：SCP 経由でコピーされたファイルの名前とパス。接続の

チャネルポリシーで[Log file transfers to database]オプションが有

効な場合で、SCP セッション（SSH チャネルの[Session exec SCP]）

のみで使用可能です。 

server_ip text Server IP：SPS によって接続されたサーバーの IP アドレス。 

server_port integer Server port：SPS によって接続されたサーバーのポート番号。 

session_end integer End time：チャネルが閉じられた日付。 

session_id text Session ID：接続を識別するグローバルな一意な文字列です。セッ

ション ID は次の形式になります。：svc/<unique-random-hash>/<n

ame-of-the-connection-policy>:<session-number-since-service-

started>/<protocol>。例えば、svc/5tmEaM7xdNi1oscgVWpbZx/ss

h_console:1/ssh。セッションに関連したログメッセージにはこの ID

が含まれます。例： 2015-03-20T14:29:15+01:00 spsdemo.exampl

e demo/sps_ssh[5594]: sps.audit(4): (svc/5tmEaM7xdNi1oscgVW

pbZx/ssh_console:0/ssh): Closing connection; connection='ssh_c

onsole', protocol='ssh', connection_id='409829754550c1c7a27e7d',

 src_ip='10.40.0.28', src_port='39183', server_ip='10.10.20.35', serv

er_port='22', gateway_username='', remote_username='example-us

ername', verdict='ZV_ACCEPT'。 

session_start integer Start time：チャネルが開始された日付。 

src_ip text Source IP：クライアントの IP アドレス 

src_port integer Source port：クライアントのポート番号。 

subsystem_name text Subsystem name：チャネルで使用された SSH サブシステムの名

前。 

target_addr text Port-forward target IP：[Remote Forward]および[Local Forward]

で、トラフィックがフォワードされた IP アドレス。 

target_port integer Port-forward target port：[Remote Forward]および[Local Forward]

チャネルで、トラフィックがフォワードされたポート。 

username text Username：セッションで使用されたユーザー名。 

 ユーザーが接続でインバンドゲートウェイ認証を実行した場

合、このフィールドにはゲートウェイ認証（ゲートウェイユーザ
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ー名）のユーザー名が含まれます。 

 それ以外は、このフィールドにはリモートサーバーで使用され

たユーザー名が含まれます。 

verdict text Verdict：SPS がチャネルについて決定した内容。 

 ACCEPT：許可しました。 

 ACCEPT-TERMINATED：接続が受け入れられ確立しました

が、コンテンツポリシーにより接続を終了しました。コンテンツ

ポリシーの詳細については、「7.6 コンテンツポリシーによるリ

アルタイム接続監視」を参照してください。 

 CONN-AUTH-FAIL：ユーザー認証が失敗しました。 

 CONN-DENY：接続が拒否されました。 

 CONN-FAIL：接続に失敗しました。SPS を通過することは許

可されましたが、サーバー上でタイムアウトしました。 

 CONN-GW-AUTH-FAIL：ゲートウェイ認証が失敗しました。 

 CONN-KEY-ERROR：ホストキーの不一致。 

 CONN-USER-MAPPING-FAIL：ユーザーマッピングが失敗し

ました。 

 DENY：拒否されました。 

 FOUR-EYES-DEFERRED：リモートユーザー名を待機していま

す。 

 FOUR-EYES-ERROR：4-eyes 認証中に内部エラーが発生し

ました。 

 FOUR-EYES-REJECT：4-eyes 認証が拒否されました。 

 FOUR-EYES-TIMEOUT：4-eyes 認証がタイムアウトしました。 

Table 18-18 usermapped_channels テーブルの列 

18.5.20 lucene-search機能による証跡コンテンツの検索 

 注意： 

この機能は、監査証跡にインデックスを有効にした場合のみ動作します。 

lucene_search 機能は、特定のキーワードでインデックス付けされた監査証跡のコンテンツを検索

し、検索キーワードを含むチャネルの ID を返すことができます。lucene_search 機能は以下の 3 つ

のパラメーターが必要です。 

 search phrase：検索キーワードあるいはキーフレーズです。例えば、SSH セッションで実行
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されたコマンド（exit）。キーフレーズは次の特殊演算子を含めることができます。：&(AND)、

|(OR)、!(NOT)。括弧はキーフレーズの一部をグループ化するために使用することができま

す。 

 beginning_timestamp：UNIX タイムスタンプ形式の日付です。この日付以降に作成された監

査証跡のみが検索されます。 

 ending_timestamp：UNIX タイムスタンプ形式の日付です。この日付以前に作成された監査

証跡のみが検索されます。 

例： 

select lucene_search 

from lucene_search('root', 1287402232, 1318938150); 

 

# Sample output: 

(1,2,3,1) 

(1 row) 

このクエリの出力は、以下のような形式になります。 

(<channel_id>,<trail_id>,<hits_count>,<rank>) 

あるいは、列を表示するヘッダーを返す以下のクエリ形式を使用できます。区切りにパイプ（|）が

使用されます。 

例： 

select * from lucene_search('tmp',1496885628,1496954028); 

channel_id | trail_id | hits_count | rank 

-----------------------------+----- 

1 | 2 | 3 | 1 

(1 row) 

出力は以下の列が含まれます。 

 channel_id：監査証跡のチャネル ID（監査証跡ファイルには複数のチャネルの監査証跡を

含めることができます）。 

 trail_id：セッションの一意の識別子を使用して監査証跡を識別します（監査証跡が作成され

たチャネルの_connection_channel_id）。 
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 hits_count：監査証跡のヒット数。 

 rank：0～1 の範囲で検索結果の関連性を示します。1 が最も関連性があります。SPS の検

索ページでは、この情報は 0～5（星マークでグラフィカルに表示されている）で範囲付けさ

れています。 

より複雑なキーフレーズを使用する方法の詳細については、「Apache Lucene documentation」（英

文）を参照してください。 

インデックスのコンテンツの詳細については、「15.1 内部インデクサの設定」を参照してください。 

18.6 部分レポートの生成 

自動レポートでまだカバーされていない期間のレポートを手動で生成するには、以下の手順を実

行します。 

 注意： 

数千のエントリを返すような[Advanced statistics]チャプターを含むレポートを生成するには、

SPS に多くの CPU とメモリリソースが必要になります。 

このようなレポートの生成中は、SPS の web インターフェースが遅くなるか、応答しなくなりま

す。 

手順： 

1. SPS の web インターフェースにログインし、[Reporting]>[Configuration]に移動します。 

http://lucene.apache.org/core/4_7_0/queryparser/org/apache/lucene/queryparser/classic/package-summary.html#Term_Modifiers
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Figure 18-7 Reporting > Configuration — カスタムレポートの設定 s 

 

2. 生成するレポートを選択します。 

3.    最後のデイリーレポートから現在までのレポートを作成するには、[Generate partial 

daily report]をクリックします。例えば、このボタンを 11:30AM にクリックした場合、レポ 

ートには 00:01 から 11:30 の期間が含まれます。 

 最後のウィクリーレポートから現在までのレポートを作成するには、[Generate partial 

weekly report]をクリックします。例えば、このボタンを水曜日の 11:30AM にクリックし

た場合、レポートには月曜 00:01 から水曜 11:30 の期間が含まれます。 

 最後のマンスリーレポートから現在までのレポートを作成するには、[Generate partial 

monthly report]をクリックします。例えば、このボタンを 12 月 13 日の 11:30AM にクリ

ックした場合、レポートには、12 月 1 日 00:01 から 12 月 13 日 11:30AM の期間が含ま

れます。 

レポートは、レポートリスト（[Reporting]>[Reports]）に自動的に追加され、レポートの通常

の受信者に e-mail で送信もされます。 

4. をクリックします。 
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18.7 PCI DSSレポートの作成 

PCI DSS（Payment Card Industry Data Security Standard）の規制に準拠するために、SPS は

SPS のコンプライアンスステータスのレポートを生成できます。これは、完全に装備されたコンプラ

イアンスレポートではないことに注意してください。つまり SPS で利用可能な情報を提供することに

よってコンプライアンスレポートを強化および補完するためのツールです。レポートは、PCI Securi

ty Standards Council.が発行した「Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard, Req

uirements and Security Assessment Procedures, Version 3.0」のドキュメントに対応しています。 

レポートの内容の詳細については、「18.8 PCI DSS レポートの内容」を参照してください。 

手順： 

1. SPS の web インターフェースにログインして、[Reporting]>[PCI DSS]に移動します。 

Figure 18-8 Reporting > PCI DSS — PCI DSS レポートの生成 

 

2. デフォルトでは、report グループのメンバーが、SPS の web インターフェースを経由してカ

スタムレポートにアクセスできます。これを変更するには、[Reports are accessible by the 

following groups]フィールドに異なるグループの名前を入力します。あるいは、 をクリック

して他のグループのアクセスを許可します 

 注釈： 

リストされているグループのメンバーが、[Reporting]>[Reports]ページへの読み取り権

限がない場合でも、これらのカスタムレポートのみにアクセスできます。ただし、グル

https://www.pcisecuritystandards.org/
https://www.pcisecuritystandards.org/
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ープがアクセスできるレポートのみがリストされます。 

3. デフォルトで、SPS は[Basic Settings]>[Management]>[Mail settings]>[Send reports to]フ

ィールドに設定された e-mail アドレスにレポートを送信します。 

 注釈： 

このアドレスが設定されていない場合、レポートは SPS の管理者 e-mail アドレスに送

信されます。 

 e-mail 送信を無効にするには、[Send reports in e-mail]オプションのチェックを外しま

す。 

 レポートを異なるアドレスに e-mail するには、[Recipient]>[Custom address]をチェック

し、レポートを送信する e-mail アドレスを入力します。必要に応じて複数の e-mail アド

レスを入力るには をクリックします。 

4. をクリックします。 

5. [Generate report]をクリックします。 

レポートは、レポートリスト（[Reporting]>[Reports]）に自動的に追加され、レポートの通常

の受信者に e-mail で送信もされます 

18.8 PCI DSSレポートの内容 

PCI DSS（Payment Card Industry Data Security Standard）の規制に準拠するために、SPS は SPS

のコンプライアンスステータスのレポートを生成できます。これは、完全に装備されたコンプライア

ンスレポートではないことに注意してください。つまり SPS で利用可能な情報を提供することによっ

てコンプライアンスレポートを強化および補完するためのツールです。レポートは、PCI Security 

Standards Council. が 発 行 し た 「 Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard, 

Requirements and Security Assessment Procedures, Version 3.0」のドキュメントに対応しています。 

PCI DSS レポートの作成方法の詳細については、「18.7 PCI DSS レポートの作成」を参照してくだ

さい。以下の表に SPS の PCI レポートに含まれる情報、および関連する PCI コンプライアンス要

件の詳細を記述しています。 

PCI DSS 要件 コンプライアンス詳細 

要件 1.1.6. 使用が許可されているすべてのサー

ビス、プロトコル、ポートの文書化、および使用

が許可されている業務上の理由（安全でないと

レポートには、SNMP サーバーとエージェント設

定や暗号化されていない HTTP と Telnet を許可

する接続ポリシーのリストを含む、SPS で設定さ

https://www.pcisecuritystandards.org/
https://www.pcisecuritystandards.org/
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みなされているプロトコルに実装されているセキ

ュリティ機能の文書化など）。安全でないサービ

ス、プロトコル、ポートの例として、FTP、Telnet、

POP3、IMAP、SNMP v1 および v2 などがある

がこれらに限定されない。 

れている安全でない接続ポリシーをリストしま

す。このリストには SPS 自体にアクセスするのに

使用することができる安全でない接続は含まれ

ません。 

要件 2.1. システムをネットワークに導入する前

に、必ずベンダー提供のデフォルト値を変更し、

不要なデフォルトアカウントを無効にする。これ

は、オペレーティングシステム、セキュリティサー

ビスを提供するソフトウェア、アプリケーション、

システムアカウント、ポイントオブセールス

（POS）端末、簡易ネットワーク管理プロトコル

（SNMP）コミュニティ文字列で使用されるがこれ

らに限定されない、すべてのデフォルトパスワー

ドに適用されます。 

SPS はローカルコンソール経由で、root で、ある

いは、明示的に有効になっている場合、SSH v2

接続を使用してリモートでアクセスすることがで

きます。レポートには、SPS にアクセスできるロ

ーカルの web ユーザーアカウントがリストされま

す。これらのアカウントの設定方法に関する詳

細については、「5.1 SPS のローカルユーザー

管理」を参照してください。 

要件 2.2.2. システムの機能に必要なサービス、

プロトコル、デーモンなどのみを有効にする。 

レポートには、SPS で実行しているサービスのリ

ストが含まれています。 

要件 2.2.3. 安全でないとみなされている必要な

サービス、プロトコル、またはデーモンにセキュリ

ティ機能を実装する（たとえば、SSH、S-FTP、

SSL、または IPSec VPN などの安全なテクノロジ

ーを使用して、NetBIOS、ファイル共有、Telnet、

FTP などの安全性の低いサービスを保護する。 

レポートには、暗号化していない HTTP および

Telnet アクセスを有効にしている接続ポリシー、

およびレポートが生成された時にアクティブだっ

たセッションがリストされます。 

要件 2.3. 強力な暗号化を使用して、すべてのコ

ンソール以外の管理アクセスを暗号化する。

Web ベースの管理など非コンソール管理アクセ

スについては、SSH、VPN、または SSL/TLS な

どのテクノロジーを使用します。 

SPS への接続に HTTPS を使用します。HTTP 接

続は禁止されています。 

要件 3.5.2. カード会員データの暗号化に使用さ

れる秘密暗号化キーは、以下のいずれかの形

式（複数可）で常時保存する。 

 少なくともデータ暗号化キーと同じ強度の

キー暗号化キーで暗号化されており、デー

タ暗号化キーとは別の場所に保存されてい

る 

監査証跡はAES128-CBCで暗号化されます。マ

スター鍵は提供された鍵で暗号化されます。 
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 安全な暗号化デバイス（ホストセキュリティ

モジュール（HSM）または PTS 承認の加盟

店端末装置など）内 

 業界承認の方式に従う、少なくとも 2 つの

全長キーコンポーネントまたはキー共有と

して 

注: 公開キーがこれらの形式で保存されている

ことは要求されていません。 

要件 5.1.2. 一般的に悪意のあるソフトウェアに

影響されないとみなされているシステムでは、定

期的に評価を行って、進化を続けるマルウェア

の脅威を特定して評価することで、システムにウ

ィルス対策ソフトウェアが依然として必要ないか

どうかを判断する 

SPS は最小限のサービスを実行し、強化された

オペレーティングシステムを使用するアプライア

ンスです。SPS のベンダーBalabit は SPS のコン

ポーネントに影響する脆弱性および CVE を常に

監視し、必要に応じてセキュリティアップデートお

よびアナウンスを行っています。最新の SPS の

バージョンを使用して、悪意あるソフトウェアによ

る影響から SPS のリスクを最小限に保ちます。 

要件 6.2. すべてのシステムコンポーネントとソフ

トウェアに、ベンダー提供のセキュリティパッチが

インストールされ、既知の脆弱性から保護されて

いる。重要なセキュリティパッチは、リリース後 1

カ月以内にインストールする。 

注:要件 6.1 で定義されているリスクのランク分け

プロセスに従って、重要なセキュリティパッチを

識別する必要があります。 

レポートには、SPS で実行しているファームウェ

アバージョンが含まれています。弊社ダウンロー

ドページで SPS の最新バージンが確認できま

す。 

要件 8.1.8.セッションのアイドル状態が 15 分を

超えた場合、ターミナルまたはセッションを再度

アクティブにするため、ユーザーの再認証が必

要となる。 

レポートには、SPS の web インターフェースへの

タイムアウト値（デフォルトで 10 分）が含まれて

います。この値を変更するには、「4.2.3 Web イン

ターフェースのタイムアウト」を参照してくださ

い。 

要件 8.2.1. 強力な暗号化を使用して、すべての

システムコンポーネントで、送信と保存中に認証

情報（パスワード/パスフレーズなど）をすべて読

み取り不能とする。 

レポートには、SPS のパスワードの保存場所お

よびそれらを保護するために使用されるハッシ

ュがリストされます。 

要件 8.2.4. ユーザーパスワード/パスフレーズを

少なくとも 90 日ごとに変更する。 

レポートには、SPS のローカル web ユーザーの

パスワード有効期限の設定、および各ユーザー

https://www.jtc-i.co.jp/support/download/
https://www.jtc-i.co.jp/support/download/
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のパスワードが変更された最終時間もリストされ

ます。これらのアカウントの設定方法の詳細に

ついては、「5.1 SPS のローカルユーザー管理」

を参照してください。これらのアカウントのパスワ

ード有効期限を設定する詳細については、「5.2

ローカルユーザーのパスワードポリシー設定」

を参照してください。 

要件 8.2.5. これまでに使用した最後の 4 つのパ

スワード/パスフレーズのいずれかと同じである

新しいパスワード/パスフレーズを許可しない。 

レポートには、SPS のローカル web ユーザーの

パスワード履歴設定が含まれています。これら

のアカウントのパスワード履歴の設定の詳細に

ついては、「5.2 ローカルユーザーのパスワード

ポリシー設定」を参照してください。 

要件 10.5.3. 監査証跡ファイルは、変更が困難

な一元管理ログサーバーまたは媒体に即座に

バックアップする。 

レポートには、SPS がログメッセージを転送する

ログサーバーのアドレスがリストされます。ログ

メッセージの転送方法の詳細については、「4.5.1

システムログの設定」を参照してください。 

要件 10.5.4. 外部に公開されているテクノロジー

のログを、安全な一元管理の内部ログサーバー

または媒体デバイス上に書き込む。 

レポートには、SPS がログメッセージを転送した

ログサーバーと SPS 間の通信のセキュリティ設

定がリストされます。ログメッセージの転送方法

の詳細については、「4.5.1 システムログの設

定」を参照してください。 

要件 10.7. ：監査証跡の履歴を少なくとも 1 年間

保持する。少なくとも 3 カ月はすぐに分析できる

状態にしておく（オンライン、アーカイブ、バックア

ップから復元可能など）。 

SPS のローカルログの保持期間は 7 日間です。

それより長く保持するには、リモートログサーバ

ーに転送します。 

Table 18-19 PCI DSS レポートの内容 

19 SPSの RPC API 

SPS のバージョン 3 F3 以降、SPS にはリモートプロシージャコールアプリケーションプログラムイ

ンタフェース（RPC API）を使用してアクセスできます。 

SPS の RPC API は、リモートアプリケーションから SPS へのアクセス、クエリ、および管理すること

ができます。Simple Object Access Protocol (SOAP) protocol over HTTPS を使用して API にアク

セスできます。つまり、SOAP クライアントにアクセスできるプログラム言語を使用してお使いの環
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境に SPS を統合することができます。SPS の web インターフェースから Python および他の言語

用の簡単な検証サンプルをダウンロードできます。 

RPC API を使用した SPS のアクセスには、いくつかの利点があります。 

 カスタムアプリケーションと環境に統合できます。 

 柔軟で動的な検索クエリと管理ができます。 

19.1 RPC API 使用要件 

RPC API を使用して SPS にアクセスするには、以下の要件を満たす必要があります。 

 RPC API 経由でアプライアンスにアクセスするには、web インターフェースで有効にする必

要があります。詳細については、「19.5 SPS への RPC API アクセスの有効化」を参照してく

ださい。 

 利 用 可 能 な サ ー ビ ス が 記 述 さ れ た WSDL は 、 https://<ip-address-of-

SPS>/rpc.php/<techversion>?wsdl で入手できます。SPS でテストされたクライアントライブ

ラリの詳細については、「19.2 RPC クライアント要件」を参照してください。 

 RPC を経由して SPS にアクセスするのに使用されるユーザーアカウントは、[Access RPC 

API]権限の[read and write/perform]権限が必要になります。これは、読み込みのみの操

作でさえ RPC アクセスのすべてのタイプに必要です。api グループのメンバーは、この権限

が自動的に与えられます。ユーザー権限の管理方法の詳細については、「5.7.2 グループ

権限の変更」を参照してください。 

 注意： 

SPS のリリースごとに、新しい API バージョン番号で個別の API が提供されます。対応する

API バージョンで SPS バージョン 5 LTS を使用することを推奨します。以前のバージョンはサ

ポートされません。 

19.2 RPC クライアント要件 

SPS へのアクセスに使用されるクライアントアプリケーションは、以下の基準を満たしている必要

があります。 

 SOAP バージョン 1.1 以降をサポート。 
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 WSDL バージョン 1.1 をサポート。 

 複雑なオブジェクトタイプを正し処理します。 

 検索操作の結果を解釈するために JSON デコーダが含まれます。 

以下のクライアントライブラリは、SPS でテストされています。 

Client name Programming 

language 

Status Comments 

Apache Axis 

1 

Java Working  

Built-in 

.NET library 

.NET Working SPS は Expect HTTP Header 機能をサポートしていない

ため、例えば System.Net.ServicePointManager.Expect1

00Continue = false;を使用して、無効にする必要があり

ます。 

Scio Python Partially 

working 

複雑なオブジェクトタイプを処理できないため、検索クエ

リを実行することはできません。 

SOAP::Lite Perl Working  Simple タイプは次の形式を使用することができま

す。 

$service->$method(@params) 

 Complex タイプは以下の形式のみ動作します。 

$service->call($method, @params) 

 $service->call() 形 式 を 使 用 し た コ ー ル は 、

$service->$method(@params)コールを少なくとも 1

回実行した後で動作します。 

SOAP::WSD

L 

Perl Not 

working 

 

Suds Python Working  

Table 19-1 SPS でテストされた SOAP ライブラリ 

19.3 RPC APIから SPS コンフィグレーションのロック 

RPC API を使用して SPS にアクセスすると、Web インターフェースまたはコンソールを使用して

SPS にアクセスする時と同様に、他のユーザーから SPS の特定のコンポートントをロックします。

RCP 経由での SPS のロックは、lockAcquire 関数をコールして明示的にも、あるいは、操作でロッ

クが必要な場合に暗黙的に実行することもできます。いずれの場合も、アプリケーションがロック
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を受信されたことを確認し、コンポーネントが他の誰かによってロック（例えば、ユーザーが web イ

ンターフェースからコンポーネントにアクセスする）された場合、正しく処理するようにしてください。 

SPS のロックの仕組みの詳細については、「4.2.2 マルチユーザーとロック」を参照してください。 

19.4 RPC APIのドキュメント 

SPS の RPC API のドキュメントは SPS の web インターフェースからオンラインで入手できます。

[Basic Settings]>[Management]>[RPC API settings]>[Open documentation]をクリックするか、次

の URL から直接入手できます。https://<ip-address-of-SPS>/rpc-api-doc/。このドキュメントに

は、利用可能なサービスとクラスの詳細な説明が含まれています。 

19.5 SPSへの RPC APIアクセスの有効化 

RPC API 接続を受け入れるように SPS を設定するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. SPS の web インターフェースにログインします。 

2. [Basic Settings]>[Management]>[RPC API settings]>[Enable RPC API]をチェックします。 

Figure 19-1 Basic Settings > Management > RPC API settings —RPC API アクセスの有効 

 

3. をクリックします。 

期待される結果： 
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Access RPC API 権限の read and write/perform 権限を持つユーザーグループに属するユ

ーザーアカウントは、RPC API 経由で SPS にアクセスできます。 

20 SPSの REST API 

SPS バージョン 4 F2 以降、SPS の特定のパーツと機能は REST API（Representational State 

Transfer Application Programming Interface）を使用して設定することができます。REST サーバー

は「Hypermedia as the Engine of Application State (HATEOAS)」（英文）に準拠しています。 

SPS REST API は JSON over HTTPS を使用します。REST サーバーは単一のエントリポイントを

持ち、すべてのリソースは、エントリポイントに送信されたリクエストに対し、レスポンスで返された

パ ス （ URL ） で 利 用 可 能 に な り ま す 。 変 更 さ れ て い な い こ と が 保 証 さ れ て い る パ ス は

/api/authentication のみです。すべての他のパスへは、返されたリンクを移動することによって到

達する必要があります。 

SPS REST API は、SPS のコンフィグレーションリソースを作成、読み取り、更新、および削除する

ことができます。 

SPS REST API にアクセスするユーザーは[REST server]権限を持つ必要があります。詳細につい

ては、「5.7.2 グループ権限の変更」を参照してください。組込み[api]ユーザーグループは、デフォ

ルトで権限を持っておらず、SPS の SOAP RPC API にアクセスするために使用されることに注意し

てください。 

REST API の使用方法の詳細については、「REST API Reference Guide」（英文）を参照してくださ

い。 

21 SPSのシナリオ 

ここでは、SPS の一般的なシナリオについて説明します。 

21.1 SPSの公開鍵認証設定 

保護されたサーバーが、ユーザーからの公開鍵認証を必要とする場合、次の手順の内 1 つを実

行します。 

 「21.1.1 ローカルキーを使用する公開鍵認証設定」では、SPS はユーザーの公開鍵、およ

http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm
https://support.oneidentity.com/technical-documents/one-identity-safeguard-for-privileged-sessions/5.0.10/rest-api-reference-guide
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び SPS のサーバー側の接続でローカルに使用される秘密鍵-公開鍵ペアを保存します。 

 「21.1.2 LDAP サーバーおよび固定キーを使用した公開鍵認証設定」では、SPS は LDAP

サーバーからユーザーの公開鍵を受信し、サーバー側の接続でローカルに保存された秘

密鍵-公開鍵ペアを使用します。 

 「21.1.3 LDAP サーバーおよび生成されたキーを使用した公開鍵認証設定」では、SPS は、

LDAP サーバーからユーザーの公開鍵を受信します。SPS はオンザフライでサーバー側の

接続で使用される鍵ペアを作成し、LDAP データベースに、このペアの公開鍵をアップロー

ドします。サーバーはユーザーの（新しく生成された）公開鍵で SPS を認証できます。 

21.1.1 ローカルキーを使用する公開鍵認証設定 

ユーザーの公開鍵、および SPS のサーバー側の接続でローカルに使用される秘密鍵-公開鍵ペ

アを保存するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Policies]>[Local User Databases]に移動し、ローカルユーザーデータベースを作成します。

データベースにユーザーと公開鍵を追加します。SPS は、このデータベースでクライアント

を認証します。ローカルユーザーデータベースの作成および管理方法の詳細については、

「7.13 ローカルユーザーデータベースの作成」を参照してください。 

2. [Policies]>[Credential Stores]に移動し、ローカル資格情報ストアを作成します。データベ

ースにホスト名とユーザーを追加します。SPS はターゲットサーバー上の認証に、これらの

資格情報を使用します。ローカル資格情報の作成方法の詳細については、「17.4.1 ローカ

ル資格情報ストアの設定」を参照してください。 

3. [SSH Control]>[Authentication Policies]に移動し、新しい認証ポリシーを作成します。 

4. [Client-side gateway authentication backend]>[Local]>[Public key]をチェックし、他のすべ

てのオプションはクリアします。 

5. [Local User Database]フィールドで適切なユーザーグループを選択します。SPS は、このロ

ーカルデータベースでユーザーを認証します。 

6. [Relayed authentication methods]>[Public key]>[Fix]をチェックし、他のすべてのオプション

はクリアします。 

7. >[Generate]をクリックします。これは、コンフィグレーションのみに必要な秘密鍵を生成
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します。これは、どの接続にも使用されません。 

 注釈： 

接続ポリシーは、資格情報ストアが接続ポリシーで使用されている場合は、（[Relayed 

authentication methods]の)サーバー側の認証の設定を無視します。 

8. をクリックします。 

9. [SSH Control]>[Connections]に移動し、新しい接続を作成します。 

10. [From]および[To]フィールドにクライアントおよびサーバーの IP アドレスを入力します。 

11. [Authentication Policy]フィールドに手順 1 で作成した認証ポリシーを選択します。 

12. 必要に応じて接続の他のオプションを設定します。 

13. をクリックします。 

14. 上述の設定をテストするには、クライアントマシンからサーバーに接続を開始します。 

21.1.2 LDAPサーバーおよび固定キーを使用した公開鍵認証設定 

LDAP サーバーからユーザーの公開鍵を取得して、サーバー側の接続でローカルに保存された秘

密鍵-公開鍵ペアを使用するには、以下の手順を実行します。 

 注意： 

2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します。 

手順： 

1. [SSH Control]>[Authentication Policies]に移動し、新しい認証ポリシーを作成します。 

2. [Client-side gateway authentication backend]>[LDAP]>[Public key]をチェックし、他のすべ

てのオプションはクリアします。 

3. [Relayed authentication methods]>[Public key]>[Fix]をチェックし、他のすべてのオプション

はクリアします。 

4. [Private key]の をクリックします。ポップアップウィンドウが表示されます。 

5. [Browse（参照）]をクリックし、ユーザーの秘密鍵を選択するか[Copy-paste]フィールドに鍵

をペーストします。[Password]フィールドに秘密鍵のパスワードを入力し、[Upload]をクリッ

クします。 
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 注釈： 

SPS は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用するこ

とができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

ユーザーの秘密鍵が入手できない場合、[Generate]をクリックして新しい秘密鍵を作成し

ます。[Generate key]フィールドで鍵のサイズを設定できます。この場合、SPS から公開鍵

をエクスポートして、それをサーバーにインポートすることを忘れないでください。SPS から

鍵をエクスポートするには、鍵上でクリックしてローカルコンピューターに保存します。 

6. [Server side private and public key]>[Private key]フィールドの鍵のフィンガープリントをク

リックし、公開鍵を保存します。サーバーにこの公開鍵をインポートするのを忘れないでく

ださい。新しい認証ポリシーを使用するすべての接続は、サーバー側でこの鍵ペアを使用

します。 

7. をクリックします。 

8. [Policies]>[LDAP Servers]に移動し、 をクリックして新しい LDAP ポリシーを作成します。 

9. LDAP サーバーのパラメーターを入力します。詳細については、「7.9 LDAP サーバーへの

ユーザー認証」を参照してください。 

10. “sshPublicKey”が異なる場合、[Publickey attribute name]フィールドにユーザーの公開鍵

を保存する、LDAP 属性の名前を入力します。 

 注意： 

LDAP データベースに保存される秘密鍵は、OpenSSH 形式にする必要があります。 

11. [SSH Control]>[Connections]に移動し、新しい接続を作成します。 

12. [From]および[To]フィールドにクライアントおよびサーバーの IP アドレスを入力します。 

13. [Authentication Policy]フィールドに手順 1 で作成した認証ポリシーを選択します。 

14. [LDAP Server]フィールドに手順 7 で作成した LDAP ポリシーを選択します。 

15. サーバーが特定の IP アドレスからのみのユーザーを許可するには、[SNAT]フィールドの

[Use original IP address of the client]を選択します。 

16. 必要に応じて接続の他のオプションを設定します。 

17. をクリックします。 
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18. 上述の設定をテストするには、クライアントマシンからサーバーに接続を開始します。 

21.1.3 LDAPサーバーおよび生成されたキーを使用した公開鍵認証設定 

LDAP サーバーからユーザーの公開鍵を取得して、SPS がオンザフライでサーバー側の接続で使

用される鍵ペアを生成して LDAP データベースにこのペアの公開鍵をアップロードするには、以下

の手順を実行します。 

手順： 

1. [SSH Control]>[Authentication Policies]に移動し、新しい認証ポリシーを作成します。 

2. [Client-side gateway authentication backend]>[LDAP]>[Public key]をチェックし、他のすべ

てのオプションはクリアします。 

3. [Relayed authentication methods]>[Public key]>[Publish to LDAP]をチェックし、他のすべ

てのオプションはクリアします。 

4. をクリックします。 

5. [Policies]>[LDAP Servers]に移動し、 をクリックして新しい LDAP ポリシーを作成します。 

6. LDAP サーバーのパラメーターを入力します。詳細については、「7.9 LDAP サーバーへの

ユーザー認証」を参照してください。 

7. “sshPublicKey”が異なる場合、[Publickey attribute name]フィールドにユーザーの公開鍵

を保存する、LDAP 属性の名前を入力します。 

 注意： 

LDAP データベースに保存される秘密鍵は、OpenSSH 形式にする必要があります。 

8. [Generated publickey attribute name]フィールドに、SPS が生成した鍵をアップロードする

LDAP 属性の名前を入力します。 

9. をクリックします。 

10. [SSH Control]>[Connections]に移動し、新しい接続を作成します。 

11. [From]および[To]フィールドにクライアントおよびサーバーの IP アドレスを入力します。 

12. [Authentication Policy]フィールドに手順 1 で作成した認証ポリシーを選択します。 

13. [LDAP Server]フィールドに手順 7 で作成した LDAP ポリシーを選択します。 
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14. サーバーが特定の IP アドレスからのみのユーザーを許可するには、[SNAT]フィールドの

[Use original IP address of the client]を選択します。 

15. 必要に応じて接続の他のオプションを設定します。 

16. をクリックします。 

17. 上述の設定をテストするには、クライアントマシンからサーバーに接続を開始します。 

21.2 ノントランスペアレントモードでの接続の構成 

ノントランスペアレントモードで SPS を使用する場合、管理者は、保護されたサーバーにアクセス

するために SPS をアドレス指定する必要があります。管理者が 1 つ以上の保護されたサーバー

にアクセスする場合、SPS は管理者がアクセスするサーバーを決定することができる必要があり

ます。保護された各サーバーに対して、管理者は、設定されたインターフェースの異なるポート、

あるいは異なるエイリアス IP アドレスの、どちらかをアドレス指定する必要があります。 

21.2.1 ポート番号に基づいた接続の構成 

管理者が、SPS の IP アドレスに接続することによって保護されたサーバーへのアクセスを許可す

るには、アクセスするサーバーを選択するのにポート番号を使用します。ポート番号に基づく接続

の構成は、SPS がパブリックアドレスで保護されたサーバーをインターネットから管理する場合に

有効です。 

 注意： 

web ログイン用に設定されたアドレスは使用しないでください。詳細については、「4.3.1 ユ

ーザーと管理者のログインアドレスの設定」を参照してください。 

エイリアス IP アドレスの設定方法の詳細については、「4.3.2 論理インターフェースの管理」を参照

してください。 

手順： 

1. [SSH Control]>[Connections]に移動します。 

2. 新しい接続ポリシーを作成します。[From]フィールドに管理者の IP アドレスを、[Target]フィ

ールドにサーバーの IP アドレスとポート番号を入力します。 

3. [To]フィールドに SPS の論理インターフェースの IP アドレスを入力して、[Port]フィールドに
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ポート番号を入力します。 

4. 保護されたすべてのサーバーに対して、手順 2～3 を繰り返しますが、（毎回）手順 3 で異

なるポート番号を使用します。 

5. をクリックします。 

21.2.2 エイリアス IPアドレスに基づいた接続の構成 

管理者が、SPS のエイリアス IP アドレスに接続することによって保護されたサーバーへのアクセス

を許可するようにします。エイリアス IP アドレスはアクセスするサーバーを決定します。エイリアス

IP アドレスに基づく接続の構成は、SPS がプライベートネットワークに接続されていて、多くのプラ

イベート IP アドレスが利用可能である場合に有効です。 

 

注意： 

web ログイン用に設定されたアドレスは使用しないでください。詳細については、

「4.3.1 ユーザーと管理者のログインアドレスの設定」を参照してください。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Network]に移動します。 

2. 論理インターフェースを設定します。 をクリックして新しい論理インターフェースを設定し

ます。保護されたすべてのサーバーに対してエイリアス IP アドレスを追加します。（各々、

異なる IP アドレスを使用します。） 

論理インターフェースおよびエイリアス IP アドレスの設定方法の詳細については、「4.3.2 論

理インターフェースの管理」を参照してください。 

3. [SSH Control]>[Connections]に移動します。 

4. 新しい接続ポリシーを作成します。[From]フィールドに管理者の IP アドレスを、[Target]フィ

ールドにサーバーの IP アドレスとポート番号を入力します。 

5. [To]フィールドに SPS の設定された論理インターフェースのエイリアス IP アドレスを入力し

ます。 

6. 保護されたすべてのサーバーに対して、手順 4～5 を繰り返しますが、（毎回）手順 5 で異

なるエイリアス IP アドレスを使用します。 

7. をクリックします。 



 

 

 

 

  Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS 

管理者ガイド 

Rev. 1.0 

 522 / 577 

21.3 SSH接続でのインバンド宛先選択の使用 

以下のセクションでは、非標準ポート、あるいはゲートウェイ認証を使用するシナリオを含む SSH

接続の確立にインバンド宛先選択を使用する例を示します。 

一部のクライアントアプリケーションでは、ユーザー名に@と：を許可していないため、代わりの文

字を使用することができます。 

 ユーザー名とターゲットサーバーを区切るには、@または%文字を使用します。例、：userna

me%targetserver@sps_address 

 ターゲットサーバーとポート番号を区切るには、：、+あるいは/文字を使用します。例、：us

ername%targetserver+port@sps_address 

インバンド認証の設定方法の詳細については、「7.3 インバンド宛先選択設定」を参照してください。 

21.3.1 PuTTYでのインバンド宛先選択の使用 

PuTTY で SPS を経由して SSH 接続を確立するには、以下の手順を実行します。 

1. PuTTY では、<username>@<server>@<sps>形式を使用して、ユーザー名、ターゲットサーバ

ーのホスト名（あるいは IP アドレス）、SPS のホスト名（あるいは IP アドレス）を入力します。 

例： 

以下の値の場合、 

 ユーザー名が training1。 

 ターゲットサーバーは linux.training.example。 

 SPS サーバーは sps。 

PuTTY で、以下の宛先を入力します。 

training1@linux.training.example@sps 
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Figure 21-1 PuTTY の SSH インバンド宛先設定 

 

2. 代わりのアプローチ： 

a. PuTTY で SPS のホスト名（あるいは、設定に応じて IP アドレス）のみ入力します。 

b. ログインプロンプトで、<username>@<server>形式を使用して、ターゲットサーバーの

ユーザー名、ターゲットサーバーのホスト名（あるいは、IP アドレス）を入力します。 

21.3.2 OpenSSHでのインバンド宛先選択の使用 

SPS を経由して SSH 接続を確立するには、以下の手順を実行します。 

1. 以下のコマンドを入力します。 

# ssh <username>@<server>@<sps> 

ここで、<username>はユーザー名、<server>はターゲットサーバーのホスト名（あるいは IP

アドレス）、および<sps>は SPS のホスト名（あるいは IP アドレス）です。 

例： 

以下の値の場合、 

 ユーザー名が training1。 

 ターゲットサーバーは linux.training.example。 

 SPS サーバーは sps。 
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以下のコマンドを入力します。 

# ssh training1@linux.training.example@sps 

2. 代わりのアプローチ： 

a. SPS のホスト名（あるいは、設定に応じて IP アドレス）のみ入力します。 

# ssh <sps> 

b. ログインプロンプトで、<username>@<server>形式を使用して、ターゲットサーバーの

ユーザー名、ターゲットサーバーのホスト名（あるいは、IP アドレス）を入力します。 

21.3.3 PuTTYでの宛先選択と非標準ポートの使用 

以下の手順は、非標準ポート（[Inband destination selection]>[Targets]>[Port]オプションは 22 で

はありません）でリッスンしているサーバーに SSH 接続を確立するための手順を示します。また、

クライアントが対象とするポート番号も非標準ポート（接続ポリシーの[To]>[Port]オプション）です。 

1. PuTTY で以下を入力します。 

a. [Host Name]フィールドに、<username>@<server>:<port>@<sps>形式でターゲットサ

ーバーのユーザー名、ターゲットサーバーのホスト名（あるいは IP アドレス）およびポ

ート番号、SPS のホスト名（あるいは IP アドレス）を入力します。 

b. [Port]フィールドに、SPS サーバーのポート番号を入力します。 

例： 

以下の値の場合、 

 ユーザー名は training1。 

 ターゲットサーバーは 192.168.60.100。 

 ターゲットサーバーのリスニングポートは 2121。 

 SPS サーバーは sps。 

 SPS サーバーのリスニングポートは 4444。 

PuTTY で以下の宛先ホスト名を入力します。 

training1@192.168.60.100:2121@sps 
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また、宛先ポートも SPS サーバーのポート番号に変更します。 

4444 

Figure 21-2 PuTTY の非標準ポートでの SSH インバンド宛先設定 

 

2. 代わりのアプローチ： 

a. PuTTY で SPS のホスト名（あるいは、設定に応じて IP アドレス）のみ、および SPS の

ポート番号を入力します。 

b. ログインプロンプトで、<username>@<server>:<port>形式を使用して、ターゲットサー

バーのユーザー名、ターゲットサーバーのホスト名（あるいは、IP アドレス）およびポー

ト番号を入力します。 

21.3.4 OpenSSHでの宛先選択と非標準ポートの使用 

以下の手順は、非標準ポート（[Inband destination selection]>[Targets]>[Port]オプションは 22 で

はありません）でリッスンしているサーバーに SSH 接続を確立するための手順を示します。また、

クライアントが対象とするポート番号も非標準ポート（接続ポリシーの[To]>[Port]オプション）です。 

1. 以下のコマンドを入力します。 

# ssh -p <sps_port> <username>@<server>:<port>@<sps> 

ここで、<sps_port>は SPSのポート番号、<username>はターゲットサーバーのユーザー名、

<server>はターゲットサーバーのホスト名（あるいは IP アドレス）、<port>はターゲットサー
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バーのポート番号、および<sps>は SPS のホスト名（あるいは IP アドレス）です。 

例： 

以下の値の場合、 

 ユーザー名は training1。 

 ターゲットサーバーは 192.168.60.100。 

 ターゲットサーバーのリスニングポートは 2121。 

 SPS サーバーは sps。 

 SPS サーバーのリスニングポートは 4444。 

以下のコマンドを入力します。 

# ssh -p 4444 training1@192.168.60.100:2121@sps 

2. 代わりのアプローチ： 

a. 以下のコマンドで、SPS のホスト名（あるいは、設定に応じて IP アドレス）およびポート

番号のみ入力します。 

# ssh -p <sps_port> <sps> 

b. ログインプロンプトで、<username>@<server>:<port>形式を使用して、ターゲットサー

バーのユーザー名、ターゲットサーバーのホスト名（あるいは、IP アドレス）およびポー

ト番号を入力します。 

21.3.5 PuTTYによるインバンド宛先選択とゲートウェイ認証の使用 

SPS は、ゲートウェイに対して SSH 接続の確立を試みるユーザーを認証できます（詳細について

は、「17.2 ゲートウェイ認証設定」を参照してください）。PuTTY でゲートウェイログイン資格情報を

入力できます。 

1. PuTTY では、gu=<gatewayusername>@<username>@<server>@<sps>形式で、ゲートウェイ

ユーザー名、ターゲットサーバーのユーザー名、ターゲットサーバーのホスト名（あるいは

IP アドレス）、および SPS のホスト名（あるいは IP アドレス）を入力します。 

例： 
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以下の値の場合、 

 ゲートウェイユーザー名は training1。 

 ターゲットサーバーのユーザー名は root。 

 ターゲットサーバーは 192.168.60.100。 

 SPS サーバーは sps。 

PuTTY で以下の宛先を入力します。 

gu=training1@root@192.168.60.100@sps 

Figure 21-3 PuTTY の SSH インバンド宛先およびゲートウェイ認証設定 

 

2. 代わりのアプローチ： 

a. PuTTY で SPS のホスト名（あるいは、設定に応じて IP アドレス）のみ入力します。 

b. ログインプロンプトで、<username>@<server>形式を使用して、ターゲットサーバーの

ユーザー名、ターゲットサーバーのホスト名（あるいは、IP アドレス）を入力します。 

c. プロンプトが表示されたら、ゲートウェイユーザー名を入力します。 

21.3.6 OpenSSHによるインバンド宛先選択とゲートウェイ認証の使用 

SPS は、ゲートウェイに対して SSH 接続の確立を試みるユーザーを認証できます（詳細について

は、「17.2 ゲートウェイ認証設定」を参照してください）。以下の手順では、ゲートウェイログイン資
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格情報を入力する方法を説明します。 

1. 以下のコマンドを入力します。 

# ssh gu=<gatewayusername>@<username>@<server>@<sps> 

ここで、<gatewayusername>はゲートウェイユーザー名、<username>はターゲットサーバー

のユーザー名、<server>はターゲットサーバーのホスト名（あるいは IP アドレス）、<sps>は

SPS のホスト名（あるいは IP アドレス）です。 

例： 

以下の値の場合、 

 ゲートウェイユーザー名は training1。 

 ターゲットサーバーのユーザー名は root。 

 ターゲットサーバーは 192.168.60.100。 

 SPS サーバーは sps。 

以下のコマンドを入力します。 

# ssh gu=training1@root@192.168.60.100@sps 

2. 代わりのアプローチ： 

a. 以下のコマンドで、SPS のホスト名（あるいは、設定に応じて IP アドレス）のみ入力し

ます。 

# ssh <sps> 

b. ログインプロンプトで、<username>@<server>形式を使用して、ターゲットサーバーの

ユーザー名、ターゲットサーバーのホスト名（あるいは、IP アドレス）を入力します。 

c. プロンプトが表示されたら、ゲートウェイユーザー名を入力します。 

21.4 公開鍵での ADの SSHユーザーマッピングとキーマッピング 

顧客は、UNIX サーバーで admin ユーザーのために、SSH でパスワード認証を無効にしたいと考

えています。しかしながら、Active Directory を使用しており、ログインするたびに何度も繰り返して、

ゲートウェイ認証でユーザー名/パスワードを入力したくありません。したがって、顧客は 1 つのグ
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ループのみ root としてログインし、別のグループ XY ユーザーとしてログインする、疑似 SSO

（Single Sign-On）ライクなシステムを必要としています。 

手順： 

1. LDAP 認証ポリシーを作成します。新しい認証ポリシーの作成方法の詳細については、

「11.3 認証ポリシー」を参照してください。このシナリオの場合では、いくつかの重要な詳細

のみ説明します。 

a. [Client-side gateway authentication backend]フィールドで、クライアント側で使用され

る認証方式を[LDAP]に設定します。これは、ゲートウェイが認証のために公開鍵を取

得する Active Directory になります。[Authentication methods]は[Publickey]のみ有効

にして、他のすべての方式は無効にします。 

b. [Relayed authentication methods]フィールドで、[Public key]を有効にして[Agent]を選

択します。他のすべての方式は無効にします。 

2. サーバー側の認証のために秘密鍵を返すことができる資格情報ストアを作成します。それ

は秘密鍵を返すことができるローカル資格情報ストアおよび（適切なプラグインの）外部の

資格情報ストアです。 

詳細な手順については、「17.4.1 ローカル資格情報ストアの設定」を参照してください。この

シナリオの場合では、いくつかの重要な詳細のみ説明します。 

a. ポリシーの最後に移動し、 をクリックして新しいユーザーを追加します。 

b. [Username]フィールドにユーザー名（例、root）を入力します。[Private key]を生成して、

サーバーに公開部分をアップロードします。 

3. Active Directory の LDAP サーバーポリシーを設定します。LDAP サーバーへのユーザー

認証の詳細については、「7.9 LDAP サーバーへのユーザー認証」を参照してください。 

こ の Active Directory LDAP ポ リ シ ー の [Publickey attribute name] フ ィ ー ル ド が

sshPublicKey に設定されていることを確認してください。 

4. デフォルトでは、Active Directory は SSH の公開鍵を保存できる属性がありません。これを

解決するには、以下のいずれかを実行して Active Directory に OpenSSH-LPK 互換スキ

ーマを追加します。 

 sshPublicKey 属性を作成して、ユーザーの objectClasses の 1 つに直接追加します。 

 sshPublicKey 属性および ldapPublicKey 補助オブジェクトクラスを作成して、ユーザー
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の objectClasses の 1 つに ldapPublicKey 補助オブジェクトクラスを追加します。 

sshPublicKey 属性は OpenSSH-LPK スキーマに準拠し、以下のプロパティを持っている必

要があります。 

 Name：sshPublicKey 

 Object ID：1.3.6.1.4.1.24552.500.1.1.1.13 

 Syntax：Octet String 

 Multi-Valued 

ldapPublicKey 補助オブジェクトクラスは OpenSSH-LPK スキーマに準拠し、以下のプロパ

ティを持っている必要があります。 

 Name：ldapPublicKey 

 OID：1.3.6.1.4.1.24552.500.1.1.2.0 

OpenSSH-LPK スキーマはここから入手できます。：https://code.google.com/archive/p/o

penssh-lpk/downloads（英語サイト） 

以下の手順は、sshPublicKey 属性と ldapPublicKey 補助オブジェクトクラスを作成し、ユー

ザーの objectClasses の 1 つに ldapPublicKey 補助オブジェクトクラスを追加するする方法

について説明します。 

a. レジストリを使用してスキーマのアップデートを有効にします。 

i. [Start(スタート)]をクリックし[Run（ファイル名を指定して実行）]をクリックして、

[Open（名前）]ボックスに regedit と入力して[Enter]を押します。 

ii. 以下のレジストリキーを探してクリックします。 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Paramete

rs 

iii. [Edit(編集)]メニューの[New(新規)]をクリックして、[DWORD Value（DWORD(32 ビッ

ト)値）]をクリックします。 

iv. 以下のレジストリ値を入力します。 

Value Name: Schema Update Allowed 

Data Type: REG_DWORD 

https://code.google.com/archive/p/openssh-lpk/downloads
https://code.google.com/archive/p/openssh-lpk/downloads
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Base: Binary 

Value Data: 1 

 

 注釈： 

この機能を有効にするには 1 を無効にするには 0 を入力します。 

v. レジストリエディターを終了します。 

b. スキーマスナップインをインストールします。詳細については、「Microsoft Documenta

tion」(英文)を参照してください。スキーマスナップインをインストールするには管理者

権限が必要です。 

c. [Start(スタート)]をクリックし[Run（ファイル名を指定して実行）]をクリックして、[Open

（名前）]ボックスに MMC と入力して[Enter]を押します。 

d. [File(ファイル)]>[Add or Remove Snap-in(スナップインの追加と削除)]に移動し、

[Active Directory Schema(Active Directory スキーマ)]を選択して、[Add(追加)]をクリ

ックします。以下の手順を実行するにはスキーマ管理者権限が必要です。 

Figure 21-4 スナップインの追加と削除 

 

e. Active Directory スキーマを展開して、[Attributes(属性)]を右クリックします。 

f. [Create Attribute(属性の作成)]をクリックします。警告が表示された場合、[Continue

(続行)]をクリックします。 

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/cc732110(v=ws.11)
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/cc732110(v=ws.11)
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Figure 21-5 属性の作成 – 警告 

 

g. [Common Name(一般名)]および[LDAP Display Name(LDAP 表示名)]に、sshPublic

Key を入力します。 

h. [Unique X500 Object ID(一意な X500 オブジェクト ID)]に 1.3.6.1.4.1.24552.500.1.1.1.13

を入力します。 

i. [Syntax(構文)]では、“Octet String(オクテット文字列)”を選択します。 

j. [Multi-Valued(複数値)]をチェックして、[OK]をクリックします。 

Figure 21-6 新しい属性の作成 

 

k. [Classes(クラス)]を右クリックして、[Create class(クラスの作成)]をクリックします。警

告が表示された場合、[Continue(続行)]をクリックします。 

l. [Common Name]および[LDAP Display Name]に、ldapPublicKey を入力します。 

m. [Unique X500 Object ID(一意な X500 オブジェクト ID)]に、1.3.6.1.4.1.24552.500.1.1.2.0

を入力します。 
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n. 新しいスキーマクラスを作成します。 

[Parent Class(親クラス)]に top と入力し、[Class Type(クラスの種類)]で“Auxiliary(補

助型)”を選択します。[Next(次へ)]をクリックします。 

Figure 21-7 新しいスキーマクラスの作成-1 

 

[Optional(オプション)]フィールドに sshPublicKey を追加します。[Finish(完了)]をクリッ

クします。 

Figure 21-8 新しいスキーマクラスの作成-2 

 

o. [Classes]を展開して[User]を選択します。[User]を右クリックして[Properties(プロパテ

ィ)]を選択します。[Relationship(関係)]>[Auxiliary Classes(補助型クラス)]に移動し、

[Add Class(クラスの追加 )]をクリックして [ldapPublicKey]クラスを追加します。

[Apply(適用)]をクリックします。 
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Figure 21-9 ユーザープロパティ 

 

5. 次の手順は、ユーザーに公開鍵をマッピングします。この操作は user エディターではでき

ません、代わりに低レベルの LDAP ユーティリティを使用してください。 

a. MMC でスナップイン ADSI Edit（ADSI エディター）を追加します。 

Figure 21-10 ADSI エディターの追加 

 

b. 右クリックして[Connect(接続)]を選択してノードを開きます。 

c. ツリーからユーザーを検索して、右クリックし[Properties(プロパティ)]を選択します。す

べての属性を（sshPublicKey も）ここで編集することができます。Active Directory ユー



 

 

 

 

  Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS 

管理者ガイド 

Rev. 1.0 

 535 / 577 

ザーに公開鍵を追加します。 

 注意： 

ADSI エディターに sshPublicKey が表示されない場合があります。sshPublicKey

を表示するには、https://blogs.technet.microsoft.com/scotts-it-blog/2015/02/

28/ad-ds-global-catalogs-and-the-partial-attribute-set/の「Extending the Par

tial Attribute Set」セクションに説明されいてる手順を実行してください。 

6. root になることができる Active Directory のグループを設定するユーザーマッピングポリシ

ーを作成します。ユーザーマッピングポリシーの作成の詳細については「17.1 ユーザーマッ

ピングポリシー設定」を参照してください。このシナリオの場合では、いくつかの重要な詳細

のみ説明します。 

a. [Username on the server]に root を設定して、これらの権限を与えるグループを選択

します。 

b. ユーザーマッピングなしで他のユーザーを許可するには、[Allow other unmapped 

usernames]を有効にします。 

7. [SSH Control]>[Connections]ページの適切な接続に移動し、以下を行います。 

a. [Authentication policy]フィールドに、手順 1 で作成した LDAP 認証ポリシーを追加し

ます。 

b. [LDAP Server]フィールドに、手順 3 で作成した LDAP サーバーポリシーを追加します。 

c. [Credential Store]フィールドに、手順 2 で作成した資格情報ストアを追加します。 

d. [Usermapping Policy]フィールドに、手順 6 で作成したユーザーマッピングポリシーを

追加します。 

e. をクリックして変更を保存します。 

22 SPSのトラブルシューティング 

このセクションではネットワークの問題を発見するためのツール、コアダンプファイルを収集および

SPS のシステムログを表示する方法についても説明します。 

サーバールームで SPS アプライアンスを探す必要がある場合、IPMI を使用してフロントパネルの

識別ライトを制御できます(ハードウェアアプライアンス T4 およびＴ10 のみ利用可能です。[Basic 

Settings]>[System]>[Hardware information]>[Blink system identification lights]で[On]をクリックす

https://blogs.technet.microsoft.com/scotts-it-blog/2015/02/28/ad-ds-global-catalogs-and-the-partial-attribute-set/
https://blogs.technet.microsoft.com/scotts-it-blog/2015/02/28/ad-ds-global-catalogs-and-the-partial-attribute-set/
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ると LED が点滅します)。 

22.1 ネットワークのトラブルシューティング 

[Basic Settings]>[Troubleshooting]メニューでは、ネットワーク問題を解決するための、いくつかの

診断コマンドを提供しています。SPS のログファイルもここで表示することができます。詳細につい

ては、「4.3 ネットワーク設定」を参照してください。 

Figure 22-1 Basic Settings > Troubleshooting —SPS でのネットワークトラブルシューティング 
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以下のコマンドが利用可能です。 

 ping：ネットワーク接続テストを行うのに指定したホストに簡易メッセージを送信します。 

 traceroute：指定したホストに SPS から簡易メッセージを送信して、メッセージが通過するす

べてのホストを表示します。メッセージがホスト間を移動する経路をトレースするために使

用します。 

 connect：指定したポートを使用して指定したホストへの接続を試みます。ターゲットホスト
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上のアプリケーションの可用性あるいは状態をテストするために使用します。 

上述のコマンドの 1 つを実行するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Troubleshooting]に移動します。 

2. 各コマンドの[Hostname]フィールドに、ターゲットホストの IP アドレスあるいはホスト名を入

力します。Connect コマンドでは、[TCP port]フィールドにターゲットポートを入力します。 

IPv4 アドレスを使用します。 

3. 各実行ボタンをクリックしてコマンドを実行します。 

4. ポップアップウィンドウで結果を確認します。ログファイルは別のブラウザウィンドウに表示

されます。 

22.2 システムの問題に関するデータ採取 

SPS は、何らかの理由でシステムの重要なソフトウェアコンポーネント（例、Zorp）がクラッシュした

場合、コアダンプファイルを自動的に生成します。これらのコアダンプファイルは、問題を特定する

ための重要な手掛かりとなります。コアダンプファイルが生成された場合、SPS の管理者は、アラ

ートが正しく設定されている場合にアラートメール、および生成された SNMP トラップを受信します

（詳細については、「4.6 SPS のシステム監視設定」および「4.5 システムログ、および SNMP と e-

mail アラート」を参照してください）。 

生成されたコアダンプファイルを表示してダウンロードするには、[Basic Settings]>[Troubleshooti

ng]>[Core files]に移動します。 

デフォルトで、コアダンプファイルは 14 日後に削除されます。削除の時間枠を変更するには、

[Basic Settings]>[Management]>[Core files]に移動します。 

Figure 22-2 Basic Settings > Troubleshooting —SPS のシステム徒らるシューティング 
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22.3 SPSのログ表示 

[Troubleshooting]メニューは、SPS のさまざまなコンポーネントが生成したログを表示するための

インターフェースを提供します。 

 注釈： 

パフォーマンスの理由から、2MB を越えるログファイは web インターフェースで表示されませ

ん。これらのログにアクセスするには、代わりにファイルをダウンロードします。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Troubleshooting]>[View log files]に移動します。 

Figure 22-3 Basic Settings > Troubleshooting — SPS のログの表示 

 

2. [Logtype]ドロップダウンリストを使用してメッセージタイプを選択します。 

 syslog：SPS ホストのシステムすべてのログ。 

 SPS：SPS の web インターフェースのログ。 

 http：SPS を通過した HTTP 接続のログ。 

 ica：SPS を通過した ICA 接続のログ。 

 rdp：SPS を通過した RDP 接続のログ。 

 ssh：SPS を通過した SSH 接続のログ。 

 telnet：SPS を通過した Telnet 接続のログ。 
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 vnc：SPS を通過した VNC 接続のログ。 

3.    ログファイルをダウンロードするには、[Download]をクリックします。 

 現在のログメッセージをリアルタイムで表示するには、[Tail]をクリックします。 

 ログメッセージを表示するには、[View]をクリックします。 

4. 過去 7 日間のログメッセージを表示するには、[Day]フィールドで目的の曜日を選択して

[View]をクリックします。 

 注釈： 

選択されたホストあるいはプロセスのメッセージのみ表示するには、[Message]フィー

ルドにホストあるいはプロセスの名前を入力します。 

[Message]フィールドは、汎用フィルターとして動作します。キーワードを含む、あるいは

式に一致したメッセージのみを表示するには、キーワードあるいは正規表現を入力し

ます。 

22.4 SPSのログ詳細レベルの変更 

SPS のログレベルは、プロトコルごとに個別に設定することができます。SPS の詳細レベルを変更

するには、以下の手順を実行します。 

 注釈： 

[Basic Settings]>[Management]>[Debug logging]>[Enable debug logs]オプションは、トラフィッ

クログの詳細レベルに関係しません。それは、例えば、SPS の web インターフェースによって

実行されたコマンドを追加するなど、非ネットワーク関連のイベントのログレベルを上げます。 

Figure 22-4 <Protocol name> Control > Global Options —詳細レベルの変更 

 

手順： 
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1. 例えば、SSH トラフィックのログレベルを変更するには、[SSH Control]>[Global Options]、

リモートデスクトップトラフィックでは[RDP Control]>[Global Options]など、ログレベルを変

更するトラフィックの[Global Options]ページに移動します。 

2. [Verbosity level]で目的のログレベルを選択します。 

 注釈： 

詳細レベルの範囲は 1（ログ出力なし）から 10（非常に詳細）で、レベル 4 はデフォルト

の標準レベルです。複雑な問題をデバッグするには、詳細レベルを 6 に上げる必要が

あります。より高いレベルは極端な場合にのみ必要です。 

高い詳細レベルは非常に大量のログメッセージを生成することに注意してください。 

22.5 エラーレポートのログとシステム情報の収集 

サポートリクエストを調査するため、サポート部門からシステムステートとデバッグ情報を収集する

ように依頼する場合があります。この情報は、自動的に収集され、ログファイル、SPS のコンフィグ

レーションファイル、およびさまざまなシステムの統計情報が含まれます。 

 注釈： 

鍵ファイルやパスワードのような機密情報は、このファイルから自動的に削除されます。 

[Basic Settings]>[Management]>[Debug logging]>[Enable debug logs]オプションはログメッセー

ジの詳細レベルには関係しません。それは、SPS の web インターフェースによって実行された

コマンドをログに追加します。。 

システムステート情報（デバッグバンドルとも呼びます）を収集するには、[Basic Settings]>[Troubl

eshooting]>[System debug]に移動し[Collect and save current system state info]をクリックし

ます。zip ファイルが作成されるので保存します。ファイルの名前は debug_info-<hostname>YYYY

MMDDHHMM 形式が使われます。 

特定のエラーのために情報を収集するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Troubleshooting]>[System debug]に移動します。 
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Figure 22-5 Basic Settings > Troubleshooting > System debug — デバッグ情報の収集 

 

2. [Start]をクリックします。 

 注釈： 

デバッグモードを開始すると SPS のログレベルが上がり、システムの負荷が高い場

合、パフォーマンスの問題が発生する場合があります。 

3. エラーの原因となるイベントを再現します。例えば、サーバーへの接続。 

4. [Stop]をクリックします。 

5. [Save the collected debug info]をクリックして、作成された zip ファイルを保存します。ファイ

ルの名前は debug_info-<hostname>YYYYMMDDHHMM 形式が使われます。 

6. サポートチケット(カスタマーポータル)に添付してください。 

22.6 ステータス履歴と統計情報 

SPS は、[Basic Settings]>[Dashboard]のダッシュボードにシステムデータとパフォーマンスのさま

ざまな統計情報およびステータスの履歴を表示します。ダッシュボードは基本的にシステムモニタ

ーの拡張です。システムモニターは現在の値のみ表示しますが、ダッシュボードはシステムバラメ

ーターのグラフや統計情報を作成します。 

ダッシュボードは、さまざまなモジュールから構成されています。すべてのモジュールは当日のシ

ステムパラメーターの履歴を表示します。より長い期間（この一週間、この一か月、この一年）のグ

ラフを表示するには、おのおの[Week]、[Month]、あるいは[Year]オプションを選択します。モジュ

ール上にマウスを置くと、グラフに使用されているカラーコードが表示されます。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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モジュールの統計情報を選択された期間を表として表示するには、グラフをクリックします。 

Figure 22-6 Basic Settings > Dashboard — ダッシュボード 

 
 

以下のモジュールが SPS のダッシュボードに表示されます。 

 Connection statistics：プロトコルごとのアクティブ接続の数。. 
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 Memory：システムによって使用されているメモリ。 

 Disk：パーティションのファイルシステムの使用率。 

 CPU：CPU 使用率。 

 Network connections：ネットワーク接続の数。 

 Physical interface 1 (eth0)：物理インターフェース 1 のトラフィック。 

 Physical interface 2 (eth1)：物理インターフェース 2 のトラフィック。 

 Physical interface 3 (eth2)：物理インターフェース 3 のトラフィック。 

 Load average：システムの平均負荷。 

 Number of processes：実行プロセスの数。 

22.6.1 接続の統計情報 

[Dashboard]の[Connection statistics]モジュールは、ハイレベルなプロキシ―サービスプロトコル

（SSH、RDP、VNC、ICAなど）の統計情報に基づいています。これらの数は、すべてのアクティブな

ハイレベルなプロキシ―サービスプロトコルを表示しますが、これらの数は、いくつかのプロトコル

に接続されているすべてのサービス接続によってもカウントされます。このため、これらの数は

[Active Connections]ページで表示される数と異なる可能性があります。 

例えば、システムでいくつかのアクティブな ICA 接続がある場合、ICA ラベルの[Connection 

statistics]モジュールで開かれてカウントされた CGP 接続の数とほぼ同じであることを意味します。

これらの CGP あるいは ICA のハイレベルなプロキシ―サービスプロトコルが 1 つ以上の TCP 接

続を開いている場合、これらの接続は TCP 接続と異なる[Network connetion]モジュールでカウン

トされますが、[Active Connections]ページで 1 つのみの接続としてカウントされます。 

Statistics： 

表示される接続タイプは以下の通りです。 

 RDP：RDP 接続数。 

 SSH：SSH 接続数。 

 HTTP：HTTP 接続数。 

 ICA：ICA 接続数。 
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 Telnet：Telnet 接続数。 

 VNC：VNC 接続数。 

[Min]、[Average]および[Max]値は、統計間隔（統計情報は 5 秒ごとに保存されます）で一定してい

る値の場合は、整数で表示されます。実際の値に若干の変更があった場合（例えば、新しい接続

の確立）、これらの変更は分数で表示されます。 

 Min：接続の最小数。 

 Average：接続の平均数。 

 Max：接続の最大数。 

22.6.2 メモリ 

[Dashboard]の[Memory]モジュールは以下に基づいています。 

Statistics： 

表示されるメモリタイプは以下になります。 

 Free： 

 Buffers： 

 Cache： 

 Swap： 

[Min]、[Average]および[Max]値 

 Min：最小値。 

 Average：平均値。 

 Max：最大値。 

22.6.3 ディスク 

[Dashboard]の[Disk]モジュールは以下に基づいています。 

Statistics： 
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表示される情報は以下になります。 

 /data： 

[Min]、[Average]および[Max]のパーセント値 

 Min：最小値。 

 Average：平均値。 

 Max：最大値。 

22.6.4 CPU 

[Dashboard]の[CPU]モジュールは以下に基づいています。 

Statistics： 

CPU の使用率に関する以下の情報が表示されます。 

 Idle： 

 Iowait： 

 System： 

 User： 

[Min]、[Average]および[Max]のパーセント値 

 Min：最小値。 

 Average：平均値。 

 Max：最大値。 

22.6.5 ネットワーク接続 

[Dashboard]の[Network connetion]モジュールは、netstat –s コマンドの出力に基づいています。

このコマンドは、すべての TCP 接続のすべてのインターフェースから統計情報を生成します。これ

は、ハイレベルなプロキシ―サービスプロトコルに加えて、それ以外の TCP 接続のすべてのタイ

プもカウントされることを意味します。グラフには、結合したすべてのネットワークインターフェース
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の TCP アクティブティが表示されます。 

Statistics： 

表示される接続タイプは以下になります。 

 Active：1 秒あたりの TCP のアクティブオープン数。 

 Established：現在のオープン接続数。 

 Failed：1 秒あたりの失敗した TCP 接続試行数。 

 Passive：1 秒あたりの TCP のパッシブオープン数。 

 Resets：TCP 接続のリセット数。 

[Min]、[Average]および[Max]値は、統計間隔（統計情報は 5 秒ごとに保存されます）で一定してい

る値の場合は、整数で表示されます。実際の値に若干の変更があった場合（例えば、新しい接続

の確立）、これらの変更は分数で表示されます。 

 Min：接続の最小数。 

 Average：接続の平均数。 

 Max：接続の最大数。 

システムが処理できる最大値を決定するには、以下を考慮してください。 

 SPS が実行しているマシンのタイプ。 

 確立された接続のタイプ、およびこれらの接続のコンテンツ。例えば、 

 RDP あるいは ICA のユーザーがビデオを見ている場合は、速度低下することなしに

通過できる、並行接続の総量は大幅に削減されます。 

 ユーザーが、ほとんどテキストベースのコンテンツ（例、Excel、Word）を生成する場合

は、より多くの接続を使用できます。 

 接続がアクティブに使用されていない場合、SPS への影響は最小限になります。メモ

リアロケーションのみが残ります。RDP の場合、RDP クライアントウィンドウが最小化

されている場合、ネットワークトラフィックは少しもありません。 
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22.6.6 インターフェース 

[Dashboard]の[Interface]は以下に基づいています。 

Statistics： 

表示されるインターフェースタイプは以下になります。 

 Received： 

 Sent： 

 Received error： 

 Sent error： 

[Min]、[Average]および[Max]の kb/s 値 

 Min：最小値。 

 Average：平均値。 

 Max：最大値。 

22.6.7 平均負荷 

[Dashboard]の[Load average]は以下に基づいています。 

Statistics： 

表示される負荷タイプは以下になります。 

 Load 1： 

 Load 5： 

 Load 15： 

[Min]、[Average]および[Max]値 

 Min：最小値。 

 Average：平均値。 

 Max：最大値。 
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22.6.8 プロセス数 

[Dashboard]の[Number of processes]は以下に基づいています。 

Statistics： 

表示されるプロセスタイプは以下になります。 

 Processes： 

 Forks： 

 Context switches： 

 Interrupts： 

[Min]、[Average]および[Max]値 

 Min：最小値。 

 Average：平均値。 

 Max：最大値。 

22.6.9 カスタム接続統計情報の表示 

特定の接続ポリシーの統計情報を表示するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Dashboard]>[Connection statistics]に移動します。 

2. 接続ポリシーの統計情報を表示するために、[Connection]にポリシーの名前を入力します。 

3. [Select resolution]フィールドで表示する期間を選択します。 

4. [View graph]をクリックします。 

22.7 SPS クラスターのトラブルシューティング 

以下のセクションは、HA クラスターに関連する問題の解決に役立ちます。 

 SPS クラスターとそのノード、DRBD データストレージシステム、およびハートビートインター
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フェース（設定されている場合）の可能性のあるステータスの説明については、「22.7.1 SPS

クラスターのステータスの理解」を参照してください。 

 壊れたクラスターをリカバリするには、「22.7.2 SPS のリカバリ（両方のノードがダウンした場

合）」を参照してください。 

 クラスターのノードが一時的に同時にアクティブになっている時のスプリットブレイン状態を

リカバリするには、「22.7.3 スピリットブレイン状態からのリカバリ」を参照してください。 

 壊れたノードを新しいアプライアンスに置き換えるには、「22.7.4 SPS クラスターの HA ノー

ドの置き換え」を参照してください。 

22.7.1 SPS クラスターのステータスの理解 

このセクションでは、SPS クラスターとそのノード、DRBD データストレージシステム、およびハート

ビートインターフェース（設定されている場合）の可能性のあるステータスについて説明します。

SPS は[Basic Settings]>[High Availability]ページにこの情報を表示します。 

[Status]フィールドは、SPS のノードが互いに正しく認識しているかどうか、これらが HA モードで動

作するように設定されているかどうかを示します。個々の SPS ノードのステータスは、各ノードの

[Node HA state]フィールドに示されます。以下のステータスが発生する可能性があります。 

 Standalone：“standalone”モードで実行している 1 つの SPS ユニットのみがあります。ある

いはユニットはクラスターにコンバートされていません（両方のノードの[Node HA state]は

“standalone”です）。[Convert to Cluster]をクリックして HA モードを有効にします。 

 HA：2 つの SPS ノードは HA モードで実行しています。[Node HA state]は両方のノードで

“HA”で、[Node HA UUID]は両方のノードで同じです。 

 Half：HAモードは正常に設定されていません。1つのノードは“standalone”で、他方は“HA”

モードです。“HA”モードのノードに接続して、[Join HA]をクリックして HA モードを有効にし

ます。 

 Broken：2 つの SPS ノードは HA モードで実行しています。[Node HA state]は両方のノー

ドで“HA”ですが、[Node HA UUID]が異なります。弊社カスタマーポータルまでお問い合

わせください。 

 Degraded：SPS は HA モードで実行していますが、1 つのノードが消失しました。（例、故障

あるいはネットワークから切り離された）。電源を入れるか、再接続するか、消失したノード

を修理します。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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 Degraded (Disk Failure)：スレーブノードのハードディスクが正しく機能していないので交換

する必要があります。弊社カスタマーポータルまでご連絡ください。 

 Degraded Sync：2 つの SPS ユニットは HA モードで結合され、ディスクの最初の同期が現

在、進行中です。同期が完了するまで待ちます。大量のデータが保存された大容量ディス

クの場合、ディスクの同期には数時間かかります。 

 Split brain：2 つのノードが互いに接続を失い、両方のノードが同時にアクティブ（マスター）

である可能性があります。 

 注意： 

データ損失の危機！この場合、監査証跡が両方の SPS ノードで利用可能になるの

で、特別な対処がデータ損失を回避するために必要です。この問題の解決する詳細

については、「22.7.3 スピリットブレイン状態からのリカバリ」を参照してください。 

ノードをリブートあるいはシャットダウンはしないでください。 

 Invalidated：ノードの 1 つのデータが同期されていないとみなされ、他のノードからデータを

アップデートする必要があります。この状態は、通常、DRBD を自動で無効化した場合に、

スプリットブレイン状態のリカバリ中に発生します。 

 Converted：クラスターにコンバート（[Convert to Cluster]をクリック）、あるいは HA モード

を有効（[Join HA]をクリック）後で、ノートをリブートする前の状態です。 

 注釈： 

HA クラスターのノードがシステム起動時にお互いを見つけられない問題が発生した場

合、[Basic Settings]>[High Availability]に移動し、[Make HA IP permanent]を選択します。

ノードの HA インターフェースの IP アドレスが固定され、ノード間の HA 接続が遅い場合に

役立ちます。 

[DRBD status]フィールドは、最新のデータ（SPS のコンフィグレーション、監査証跡、ログファイル

などを含む）が両方の SPS ノードで利用可能かどうかを示します。マスターノード（this node）は、

データ損失を防ぐために常に[consistent（整合）]状態である必要があります。不整合状態はノー

ドのデータが最新状態ではなく、最新のデータを保持するノードと同期する必要があることを意味

します。 

[DRBD status]フィールドは、SPS ノードのディスクシステム間の接続についても示します。以下の

ステータスが利用可能です。 

 Connected：両方のノードは正常に機能しています。 

 Connected (Disk Failure)：スレーブノードのハードディスクが正常に機能しておらす、交換

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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する必要があります。交換用ハードディスクと交換方法については、弊社カスタマーポータ

ルまでご連絡ください。 

 Invalidated：ノードの 1 つのデータが同期されていないとみなされ、他のノードからデータを

アップデートする必要があります。この状態は、通常、DRBD を自動で無効化した場合に、

スプリットブレイン状態のリカバリ中に発生します。 

 Sync source または Sync target：1 つのノード（Sync target）が他のノード（Sync source）

からデータをダウンロードしています。 

データが同期中の場合、進捗状況および残り時間が[System monitor]に表示されます。 

 注意： 

2 つのノードがデータを同期している場合、マスターノードをリブートあるいはシャットダ

ウンしないでください。同期中にマスターノードをシャットダウンする場合は、スレーブノ

ードを最初にシャットダウンしてからマスターノードをシャットダウンします。 

 Split brain：2 つのノードは、お互いに接続を失い、両方のノードが同時にアクティブ（マスタ

ー）である可能性があります。 

 注釈： 

データ損失の危機！この場合、監査証跡が両方のSPSノードで利用可能になるので、

特別な対処がデータ損失を回避するために必要です。この問題の解決する詳細につ

いては、「22.7.3 スピリットブレイン状態からのリカバリ」を参照してください。 

 WFConnection：1 つのノードが他のノードを待機中で、ノード間の接続がまだ確立されてい

ません。 

冗長ハードビートインターフェースが設定されている場合、その状態が[Redundant Heartbeat sta

tus]フィールドにも、システムモニターの[HA]>[Redundant]フィールドにも表示されます。冗長ハー

トビートインターフェースの詳細については、「6.2.2 冗長ハートビートインターフェース」を参照してく

ださい。 

利用可能な状態メッセージを以下に説明します。 

 NOT USED：冗長ハートビートインターフェースが設定されていません。 

 OK：通常動作です。すべての冗長ハートビートインターフェースが正常に動作しています。 

 DEGRADED-WORKING：2 つ以上の冗長ハートビートインターフェースが設定されていて、

少なくとも 1 つが正常に動作しています。この状態は、新しい冗長ハートビートインターフェ

ースが設定され、SPS クラスターのノードがまだ再起動していない場合にも表示されます。 
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 DEGRADED：冗長ハートビートインターフェース間の接続が失われています。問題を調査し

て接続を復旧してください。 

 INVALID：冗長ハートビートインターフェースでエラーが発生しました。弊社カスタマーポー

タルまでご連絡ください。 

22.7.2 SPSのリカバリ（両方のノードがダウンした場合） 

両方のノードが同時に故障（例えば、停電などにより）、あるいはスレーブノードが、元のマスター

ノードを復旧する前に故障した場合、SPS を正常に復旧するには、以下の手順を実行します。 

 注釈： 

SPS バージョン 2.0.2 では、両方のクラスターのノードを並行して起動した場合、1.2.4.1 HA IP

アドレスを持つノードがマスターノードになります。 

手順： 

1. 電源ボタンを押して離すことで、両方のノードの電源を落とします。 

 注意： 

データ損失の危機！SPS が停止しない場合は、電源ボタンを約 4 秒間押し続けます。

この方法は SPS を通過する接続を終了させ、データが損失する可能性があります。 

2. SPS が故障する前にマスターであったノードの電源を入れます。故障前にどのノードがマ

スターであったか調べるにはシステムログを調査します。ノードがマスターとしてブートした

場合、あるいはテークオーバーが発生した場合に、SPS は、マスターノードを識別するログ

メッセージを送信します。 

 注釈： 

SPS に保存されたログにアクセスできない場合でも、メッセージを入手できるように、リ

モートサーバーに SPS のログメッセージを送信するためのリモートログ出力を設定しま

す。リモートログ出力の設定方法の詳細については、「4.5 システムログ、および

SNMP と e-mail アラート」を参照してください。 

3. このノードのブートプロセスが終了するまで待ちます。 

4. 他のノードの電源を入れます。 
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22.7.3 スピリットブレイン状態からのリカバリ 

スプリットブレイン状態は、クラスターノード間のネットワークリンクの一時的なエラーによって引き

起こされ、結果として、両方のノードが切断中にアクティブ（マスター）に切り替わります。これによ

り、新しいデータ（例、監査証跡）が、他方のノードに複製されることなしに、両方のノードで作成さ

れることになります。したがって、この状況では、おそらく簡単にはマージできない 2 つの分岐した

データセットが作成されています。 

 注意： 

データ損失の危機！スプリットブレイン状態では、監査証跡が両方の SPS ノードで利用可能

になるので、特別な対処がデータ損失を回避するために必要です。 

ノード間の接続が再確立されると、SPS クラスターのノードはスプリットブレイン状態を自動的に認

識し、データ損失を防ぐためにデータの同期は実行されません。スプリットブレイン状態が検出さ

れた場合、SPS のシステムモニターに表示され、システムログ（Split-Brain detected, dropping 

connection!）が出力され、[Basic Settings]>[High Availability]ページに表示されます。そして SPS

はアラートも送信します。 

ノード間のネットワーク接続が再確立されると、一方のノードがアクティブ（マスター）ノードになり、

もう一方のノードはパッシブ（スレーブノード）になります。これは、一方のノードが正常操作と同様

なサービスを提供し、もう一方のノードがネットワーク干渉を防ぐために受動的に保たれることを意

味します。この段階では、ノード間で同期がされていないことに注意してください。 

スプリットブレイン状態から SPS クラスターを復旧するには、以下の手順を実行します。 

 注意： 

ノードをシャットダウンしないでください。 

データリカバリ 

ここで説明する手順では、現在スレーブホストとして動作しているホストからデータを保存します。

これは、このホスト上のデータが、現在のマスターの利用可能なデータによって上書きされるため

に必要となります。 

 注釈： 

データリカバリ中、SPS によって提供されるサービスはありません。 

手順： 
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1. マスターノードにログインします。コンソールメニューがログイン後に表示されない場合は、

それはスレーブノードです。もう一方のノードにログインしてください。 

2. [Shells]>[Boot Shell]を選択します。 

3. /usr/share/heartbeat/hb_standby と入力します。これは、現在のスレーブノードをマス

ターに、現在のマスターノードをスレーブに変更（HA フェールオーバー）します。 

4. コンソールを終了します。 

5. HA フェールオーバーが完了するのに数秒待ちます。 

6. もう一方のホストにログインします。コンソールメニューが表示されない場合、HA フェール

オーバーは、まだ完了していません。数秒待ってからログインし直してください。 

7. [Shells]>[Core Shell]を選択します。 

8. systemctl stop zorp-core.service コマンドを実行して、SPS を経由するすべてのトラフ

ィックを無効にします。 

9. /var/lib/zorp/audit から必要なファイルを保存します。scp あるいは rsync を使用してリモ

ートホストへデータをコピーします。 

 注釈： 

最後の n*24 時間に変更されたファイルを検索するには、find . -mtime –nを使用し

ます。 

最後の n 分間に変更されたファイルを検索するには、find . -mmin –n を使用します。 

10. 以下を入力します。 

pg_dump -U scb -f /root/database.sql 

/root/database.sql ファイルをバックアップします。 

11. コンソールを終了します。 

12. 再度ログインし、[Shells]>[Boot Shell]を選択します。 

13. /usr/share/heartbeat/hb_standby と入力します。これは、現在のスレーブノードをマス

ターに、現在のマスターノードをスレーブに変更（HA フェールオーバー）します。 

14. コンソールを終了します。 

15. フェールオーバーが起きるまで数分待ちます。それで使用していたノードがスレーブノード
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になり、もう一方のノードがマスターノードになります。 

ノードは、まだスプリットブレイン状態ですが、スレーブノードからすべてのデータがバックア

ップされ、マスターノードからスレーブノードにデータを同期させることができます。これで、

HA 状態は"Split-brain"から"HA"に切り替わります。その方法の詳細については、「HA 状

態のリカバリ」を参照してください。 

HA 状態のリカバリ 

ここで説明する手順で、"Split-brain"状態は"HA"状態に切り替わります。現在のマスターノードの

データが現在のスレーブノードにコピーされ、スレーブノードのみで利用可能なデータは（データが

上書きされるので）失われます。 

手順－ノードの交換（オプション）： 

 注意： 

「データリカバリ」で説明されている手順を完了している場合、ノードを交換する必要はありま

せん。データ同期に関する手順に進むことができます。 

マスターノードをスレーブノードに、スレーブノードをマスターノードに、2 つのノードを交換するには、

以下の手順を実行します。 

1. マスターノードにログインします。コンソールメニューがログイン後に表示されない場合は、

それはスレーブノードです。もう一方のノードにログインしてください。 

2. [Shells]>[Boot Shell]を選択します。 

3. /usr/share/heartbeat/hb_standby と入力します。以下が出力されます。 

Going standby [all] 

4. コンソールを終了します。 

5. フェールオーバーが起きるまで数分待ちます。それで使用していたノードがスレーブノード

になり、もう一方のノードがマスターノードになります。 

手順－データ同期の初期化： 

データ同期を初期化するには、以下の手順を実行します。 

1. スレーブノードにログインします。コンソールメニューが表示された場合、それはマスターノ

ードです。もう一方のノードにログインし直してください。 
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2. 以下のコマンドを入力します。これらのコマンドは、スレーブノードが、このノードでのみ利

用可能なデータを破棄します。 

drbdadm secondary r0 

drbdadm connect --discard-my-data r0 

3. スレーブノードをログアウトします。 

4. マスターノードにログインします。 

5. [Shells]>[Boot Shell]を選択します。 

6. 以下を入力します。 

drbdadm connect r0 

7. コンソールを終了します。 

8. SPS の web インターフェースの[Basic Settings]>[High Availability]>[Status]フィールドで

HA 状態を確認します。同期中は、ステータスは[Degraded Sync]と表示され、同期の完了

後には、[HA]と表示されます。 

22.7.4 SPS クラスターの HA ノードの置き換え 

SPS クラスターのユニットを新しいアプライアンスに交換するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. 動作しているノードの HA 状態を確認します。[Basic Settings]>[High Availability]に移動し

ます。ノード 1 つが故障あるいは失われている場合は、 [Status]フィールドには

“DEGRADED”と表示されます。 

2. [Gateway IP]アドレス、および[Heartbeat]と[Next hop monitoring]インターフェースの IP ア

ドレスを控えておきます。 

3. 完全システムバックアップを実行します。ノードを交換する前、動作しているノードの完全な

システムバックアップを作成します。詳細については、「4.7 データとコンフィグレーションの

バックアップ」を参照してください。 

4. 動作しているノードで実行しているファームウェアバージョンを確認します。 [Basic 

Settings]>[System]>[Version details]に移動し、正確なバージョンを控えておきます。 
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5. 動作しているノードで実行しているのと同じ SPS バージョンの ISO ファイルを弊社ダウンロ

ードサイトよりダウンロードします。 

6. ネットワークに交換用のユニットを接続しないで、ISO ファイルから交換用のユニットにイン

ストールします。必要に応じて IPMI インターフェースを使用します。 

7. インストール終了後、4 または HA とラベルされたイーサネットコネクタに、イーサーネットケ

ーブルで 2 つの SPS ユニットを接続します。 

8. 交換したユニットをリブートし、ブートが終了するまで待ちます。 

9. 動 作 し て い る ノ ー ド に ロ グ イ ン し 、 HA 状 態 を 確 認 し ま す 。 [Basic Settings]>[High 

Availability]に移動します。[Status]フィールドは“HALF”と表示されている必要があります。 

10. [Gateway IP]アドレス、および[Heartbeat]と[Next hop monitoring]インターフェースの IP ア

ドレスを再設定します。 をクリックします。 

11. [Other node]>[Join HA]をクリックします。 

12. [Other node]>[Reboot]をクリックします。 

13. 交換用のユニットがリブートし、動作しているノードからデータの同期を開始します。[Basic 

Settings]>[High Availability]>[Status]フィールドには、同期が終了するまで“DEGRADED 

SYNC”と表示されます。ハードディスクと保存されたデータの総量に応じて、これには数時

間かかります。 

14. 同期の終了後、環境に応じて、各インターフェース（1 または EXT は外部、3 または INT は

内部、2 または MGMT は管理）にイーサーネットケーブルを接続します。 

期待される結果： 

SPS クラスターのノードは、新しいアプライアンスに交換されます。 

22.7.5 クラスターノード間での IP競合の解決 

2 つのノードに接続している HA インターフェースの IP アドレスは、ブート時に自動的に検出されま

す。ノードがオンラインになると、ノードは IP アドレス 1.2.4.1 への接続を試みます。他のノードから

タイムアウトまで応答がない場合、HA インターフェースの IP アドレスを 1.2.4.1 に設定します。さも

なければ（1.2.4.1 のノードの応答がある場合）、自身の HA インターフェースを 1.2.4.2 に設定しま

す。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/download/
https://www.jtc-i.co.jp/support/download/
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交換されたノードは、HA 設定（あるいは他の HA 設定）をまだ知らないので、同じ方法で自動的に

ネゴシエーションしようと試みます。ネットワークが、何らかの理由により、ノードの接続が遅すぎる

場合、交換用のノードは 1.2.4.1 の IP アドレスでブートし、他のノードも以前に IP が同じアドレスで

設定している場合は、IP の競合の原因になります。この場合、交換用のノードは HA クラスターに

参加できません。 

ノードの HA インターフェースに正しい、IP アドレスを手動で割り当てるには、以下の手順を実行し

ます。 

手順： 

1. IPMI インターフェースまたは物理コンソールを使用してノードにログインします。 

コンフィグレーションの変更は、HA クラスターに参加できなかったので、新しい（交換用の）

ノードで同期されていません。SPS の root ユーザーのパスワードはデフォルトを使用しま

す。Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS インスト―レーションガイドの「3.1 SPS のハー

ドウェアセットアップ」を参照してください。 

2. コンソールメニューから、[10 HA address]を選択します。 

Figure 22-7 コンソールメニュー 

 

3. ノードの IP アドレスを選択します。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installationguide_sps_5lts.pdf
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Figure 22-8 HA アドレスの選択 

 

4. ノードをリブートします。 

22.8 SPSの RAIDステータスの理解 

このセクションでは、SPS RAID デバイスとその基礎となるハードディスクの利用可能なステータス

について説明します。SPS は、[Basic Settings]>[High Availability]ページにこの情報を表示します。

以下のステータスが発生する可能性があります。 

 Optimal：ハードディスクは期待通りに動作しています。 

 Degraded：1 つ以上のハードディスクがエラーを報告しています。交換が必要な場合があり

ます。弊社カスタマーポータルまでご連絡ください。 

 Failed stripes：RAID デバイスで 1 つ以上のデータのストライプが失敗しています。データ損

失が発生している可能性がありますが、残念ながらデータ損失（ある場合）の程度を検出

する方法はありません。 

 単一の SPS ノードの場合：SPS を再インストールして、最新のバックアップからデータ

を復旧する必要があります。詳細については、Safeguard for Privileged Sessions 5 

LTS インスト―レーションガイドの「5 Safeguard for Privileged Sessions (SPS)インスト

ールガイド」および「22.9 SPS のコンフィグレーションとデータのリストア」を参照してく

ださい。バックアップを行っていない場合、弊社カスタマーポータルまでお問い合わせ

ください。 

 HA SPS クラスターの場合：ノードをシャットダウンします。そのノードの HA インターフ

ェースの接続は切らないでください。ノードを再インストールします（詳細については、

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installationguide_sps_5lts.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installationguide_sps_5lts.pdf
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Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS インスト―レーションガイドの「5 Safeguard for 

Privileged Sessions (SPS)インストールガイド」を参照してください）。ノードの電源を入

れ、[Basic Settings]>[High Availability]に移動し[Join HA]をクリックします。何か不明

な点がございましたら、弊社カスタマーポータルまでご連絡ください。 

 Offline：おそらくいくつかのディスクが故障しているので、RAID デバイスは機能していませ

ん。この場合、SPS は正しく動作できません。弊社カスタマーポータルまでご連絡ください。 

22.9 SPSのコンフィグレーションとデータのリストア 

以下の手順では、例えば、ハードウェアを交換した後など、完全なバックアップから SPS のコンフィ

グレーションおよびデータを普及する方法について説明します。 

 注意： 

SPS がシステムバックアップのリストアが完了するまで、監査されたトラフィックを有効にしない

でください。 

リストアプロセス中、検索するデータがまだ不完全なので REST ベースの検索が正しく機能し

ない可能性があります。 

手順： 

1. バックアップサーバーに接続して、SPS のバックアップが保存されているディレクトリに移動

します。コンフィグレーションバックアップは、タイムスタンプされたファイルで config サブデ

ィレクトリに保存されています。最新のコンフィグレーションファイル（コンフィグレーションフ

ァイルは、SPS-<timestamp>.config です）を見つけます。 

2. SPS に接続します。 

ウェルカムウィザードをまだ完了していない場合は、[Browse(参照)]をクリックし、コンフィグ

レーションファイルを選択して[Import]をクリックします。 

ウェルカムウィザードを既に完了している場合は、 [Basic Settings]>[System]>[Import 

configuration]>[Browse(参照)]に移動し、コンフィグレーションファイルを選択して[Import]を

クリックします。 

3. [Policies]>[Backup & Archive/Cleanup]に移動します。ターゲットサーバーおよびバックアッ

ププロトコルが正しいことを確認します。 

4. [Basic Settings]>[Management]>[System backup]に移動し、[Restore now]をクリックしてプ

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installationguide_sps_5lts.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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ロセスが終了するまで待ちます。バックアップに保存されたデータの総量、およびバックア

ップサーバーへの接続速度に応じて、これには時間がかかります。 

5. [SSH Control]>[Connections]に移動し、[Restore ALL]をクリックします。他のトラフィックタ

イプについても、この手順を繰り返します。バックアップに保存されたデータの総量、および

バックアップサーバーへの接続速度に応じて、これには時間がかかります。 

22.10 VNCが TLSで動作しない場合 

一部のベンダーではカスタマイズされたプロトコル要素を使用して TLS 暗号化しています。これら

について利用可能なドキュメントが存在しません。そのため、SPS によって監査することができま

せん。ベンダーから独立した RFC6143 に記述されているカスタム機能のみがサポートされます。

暗号化に関しては、完全に TLS カプセル化されたストリームのみ、TLS 暗号化処理が VNC プロト

コルハンドシェイク前に開始され場合に処理することができます。 

付録 A 外部デバイスの設定 

このセクションでは、選択されたトラフィックを SPS に転送するように外部デバイスを設定するシナ

リオについて説明します。 

 オリジナルの宛先に代わりに、選択されたトラフィックを SPS に転送するように、Linux ベー

スのルーターを設定する詳細については、「付録 A.1 Linux の高度なルーティング設定」を

参照してください。 

 オリジナルの宛先に代わりに、選択されたトラフィックを SPS に転送するように、Cisco ルー

ターを設定する詳細については、「付録 A.2 Cisco ルーターの高度なルーティング設定」を

参照してください。 

 オリジナルの宛先に代わりに、選択されたトラフィックを SPS に転送するように、Sophos 

UTM ファイアウォールを設定する詳細については、「付録 A.3 Sophos UTM（旧 Astaro 

Security Gateway）ファイアウォールの高度なルーティング設定」を参照してください。 

付録 A.1 Linuxの高度なルーティング設定 

オリジナルの宛先に代わりに、選択されたトラフィックを SPS に転送するように、Linux ベースのル

ーターを設定するには、以下の手順を実行します。この手順は、Check Point®ファイアウォールを

https://tools.ietf.org/html/rfc6143
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含む、最もモダンな Linux ベースのルーターで動作します。 

前提条件： 

ルーターには iptables および ip ツールがインストールされている必要があります。 

手順： 

1. iptables の CONNMARK 機能を使用して、SPS に送信する接続をマークするパケットフィル

タールールを作成します。SPS に転送する必要のある接続のみにマークします。 

# iptables -t mangle -I PREROUTING -i <interface-facing-the-clients> -p tcp 

-d <network-of-the-servers> --dport <port-to-access> -j CONNMARK --set-mark 

1 

Example A.1 Linux ポリシールーティングの接続マーク設定 

例えば、クライアントに面しているルーターのネットワークインターフェースが eth0 で、サーバ

ーが 10.0.0.0/24 のサブネットに配置され、クライアントはポート 3389（RDP プロトコルのデ

フォルトポート）を使用してサーバーにアクススする場合、コマンドは以下のようになります。 

# iptables -t mangle -I PREROUTING -i eth0 -p tcp -d 10.0.0.0/24 --dport 

3389 -j CONNMARK --set-mark 1 

2. サーバーの応答を SPS に転送するルールを作成します。この方法で、クライアントからサ

ーバー、およびサーバーからクライアントのトラフィックの両方が SPS にルーティングされま

す。 

 注釈： 

この手順は、監視されたサーバーに対して SPS のアドレスの代わりにソース NAT(IP

スプーフィング)を使用する場合にのみ必要です。 

Figure A-1 Control > Connections — SNAT の使用 
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# iptables -t mangle -I PREROUTING -i <interface-facing-the-servers> -p tcp 

-s <network-of-the-servers> --sport <port-to-access> -j CONNMARK --set-mark 

1 

3. CONNMARK マークを MARK に変換します。 

# iptables -t mangle -A PREROUTING ! -i <interface-facing-the-sps> -m 

connmark --mark 1 -j MARK --set-mark 1 

 

 注意： 

このルールは、CONNMARK ルール後に置換する必要があります。 

4. ルーターの/etc/iproute2/rt_tables にテーブル名を追加します。以下の形式（ルーティング

テーブルの詳細については、「Guide to IP Layer Network Administration with Linux」（英文）

を参照してください）を使用します。 

103 sps 

5. SPS へのデフォルトルートによる単一のエントリを持つルーティングテーブルを作成します。 

# /sbin/ip route add default via <ip-address-of-SPS> table sps 

6. SPS が、サーバー側でクライアントの IP アドレスをスプーフィングするように設定（つまり、

接続ポリシーの[SNAT]>[Use original IP address of the client]オプションが選択）されてい

る場合、SPS へ接続されているインターフェースのルーターでスプーフィングを有効にしま

す。 

# echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/<interface-facing-SPS>/rp_filter 

# echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter 

期待される結果： 

サーバーの指定されたポートをターゲットとするクライアントからのトラフィックは、SPS に転

送されます。したがって、SPS を、このトラフィックを制御および監査するように設定すること

ができます。 

付録 A.2 Ciscoルーターの高度なルーティング設定 

オリジナルの宛先に代わりに、選択されたトラフィックを SPS に転送するように、Cisco ルーターを

設定するには、以下の手順を実行します。この手順は、最もモダンな Cisco IOS リリースで動作し

http://linux-ip.net/html/routing-tables.html
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ますが、特に IOS バージョン 12.3 でテストされています。 

手順： 

1. クライアント、サーバーサブネットおよび監査するポートに一致する ACL（Access Control 

List）エントリを作成します。この ACL で一致されるものがすべて許可されることに注意して

ください。ACL エントリの範囲が可能な限り絞り込まれていることを確認してください。 

#(config) ip access-list extended ssh-inbound 

#(config-ext-nacl) permit tcp <src net> <src mask> <dst net> <dst mask> eq 

<dst port> 

Example A.2 Cisco ポリシールーティングの ACL エントリ設定 

例えば、クライアントは 192.168.1.0/24 のサブネットで、サーバーが 10.0.0.0/24 のサブネット

に配置され、クライアントはポート 22（SSH プロトコルのデフォルトポート）を使用してサーバ

ーにアクススする場合、permit 句は以下のようになります。 

#(config-ext-nacl) permit tcp 192.168.0.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.0.0.255 eq 

22 

 

 注釈： 

Cisco ACL はネットワークアドレスを定義するのみ逆ネットマスクを使用します。サブネ

ットマスクから逆マスクを計算するには、単に 255 から各オクテット値を減算します。 

2. 応答が SPS に到着することを確実にするために、サーバーゾーンから着信して、クライア

ントゾーンをターゲットとする応答パケットに一致する ACL エントリを作成します。 

#(config) ip access-list extended ssh-outbound 

#(config-ext-nacl) permit tcp <dst net> <dst mask> eq <dst port> <src net> 

<src mask> 

 

 注釈： 

この手順は、監視されたサーバーに対して SPS のアドレスの代わりにソース NAT(IP

スプーフィング)を使用する場合にのみ必要です。 
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Figure A-2 Control > Connections — SNAT の使用 

 

Example A.3 Cisco ポリシールーティングの ACL エントリ設定 

手順 1 の例の場合、permit 句は以下のようになります。 

#(config-ext-nacl) permit tcp 10.0.0.0 0.0.0.255 eq 22 192.168.0.0 0.0.0.2

55 

3. route-map エントリを作成します。ポリシールーティングに影響されるパケット、および転送先

を制御します。match コマンドはポリシールーティングが発生する条件を指定します。set コマ

ンドは、match コマンドによって実行された基準が満たされた場合に、実行するルーティング

アクションを指定します。新しい route-map は以下のように定義します。 

#(config) route-map sps-inbound 

a. ACL ssh-inbound のトラフィックに一致する route-map を設定します。 

#(config-route-map) match ip address ssh-inbound 

b. トラフィックが一致した時のアクションを設定します。SPS にトラフィックを転送する

next-hop エントリを定義します。 

#(config-route-map) set ip next-hop <SPS IP address> 

4. 応答パケットフローを制御する他の route-map を作成します。 

#(config) route-map sps-outbound 

#(config-route-map) match ip address ssh-outbound 

#(config-route-map) set ip next-hop <SPS IP address> 

 

 注釈： 
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この手順は、監視されたサーバーに対して SPS のアドレスの代わりにソース NAT(IP

スプーフィング)を使用する場合にのみ必要です。 

Figure A-3 Control > Connections —SNAT の使用 

 

5. 適切なインターフェースに route-map を適用します。 

a. 最初に、クライアントに面しているインターフェースに ssh-inbound route-map エントリ

を追加します。 

#(config) interface <interface-facing-the-clients> 

#(config-if) ip policy route-map sps-inbound 

b. サーバーに面しているインターフェースに ssh-outbound route-map エントリを追加し

ます。 

#(config) interface <interface-facing-the-servers> 

#(config-if) ip policy route-map sps-outbound 

期待される結果： 

サーバーの指定されたポートをターゲットとするクライアントからのトラフィックは、SPS に転

送されます。したがって、SPS を、このトラフィックを制御および監査するように設定すること

ができます。 

上述のトポロジーに対する全設定は以下になります。 

! interface facing the clients 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 192.168.0.254 255.255.255.0 
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 ip policy route-map sps-inbound 

 duplex full 

 speed auto 

 no mop enabled 

 

! interface facing the SPS 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 172.16.0.254 255.255.255.0 

 duplex full 

 speed auto 

 no mop enabled 

 

! interface facing the servers 

interface FastEthernet1/0 

 ip address 10.0.0.254 255.255.255.0 

 ip policy route-map sps-outbound 

 duplex full 

 speed auto 

 no mop enabled 

 

! access lists matching the server and client subnets and the SSH port - 

incoming packets 

ip access-list extended ssh-inbound 

 permit tcp 192.168.0.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.0.0.255 eq 22 

! access lists matching the server and client subnets and the SSH port - reply 

packets 

ip access-list extended ssh-outbound 

 permit tcp 10.0.0.0 0.0.0.255 eq 22 192.168.0.0 0.0.0.255 

 

! policy routing entry matching on the incoming SSH connections and 

! redirecting them to the SPS external interface 

route-map sps-inbound permit 10 

 match ip address ssh-inbound 

 set ip next-hop 172.16.0.1 

 

! the following part is only required for SNAT-based SPS configuration 
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! policy routing entry matching on the SSH reply packets and 

! redirecting them to the SPS external interface 

route-map sps-outbound permit 10 

 match ip address ssh-outbound 

 set ip next-hop 172.16.0.1 

付録 A.3 Sophos UTM（旧 Astaro Security Gateway）ファイアウォールの高度

なルーティング設定 

オリジナルの宛先に代わりに、選択されたトラフィックを SPS に転送するように、Sophos UTM ファ

イアウォールを設定するには、以下の手順を実行します。インターフェース 1 は Internal として参

照され、インターフェース 2 は ServerFarm として参照されています。 

手順： 

1. Sophos UTM ファイアウォールの[Policy Routes]タブで、[New Policy Route]をクリックしま

す。 

2.  

Figure A-4 New Policy Route 

 

ダイアログボックスに、以下の設定を入力します。 

 Position：ポリシールーターのプライオリティを定義するポジション番号を設定します。

低い番号が高プライオリティになります。ルートは昇順に一致させていきます。ルート
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が一致すると、それより高い番号は評価されません。 

 Route Type：Gateway route を選択します。パケットは特定のホスト（ゲートウェイ）に送

信されます。 

 Source Interface：Internal を選択します。これはルーティングされるデータパケットが

到着するインターフェースです。 

 Source Network：Internal (Network)を選択します。これはルーティングされるデータパ

ケットの送信元ネットワークです。 

 Service：Microsoft Remote Desktop Protocol を選択します。これはルーティングされ

るデータパケットに一致するサービスの定義です。 

 Destination Network：ServerFarm (Network)を選択します。これはルーティングされる

データパケットの宛先ネットワークです。 

 Gateway：SPS の IP アドレスを選択します。これはゲートウェイがデータパケットを転

送するルーターです。 

 Comment：オプションで、説明またはその他の情報を入力します。 

3. [Save]をクリックします。 

4. ルートを有効にするのに、ステータスアイコンをクリックします。 

5. [Definitions & Users]>[Service Definitions]に移動し、[New Service Definition]をクリックし

ます。 

6.  

Figure A-5 新しいサービスの定義 

 

ダイアログボックスに、以下の設定を入力します。ポリシーはすべての TCP/3389 に適用さ
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れます。 

 Name：定義の名前を入力します。（例、Microsoft Remote Desktop Protocol） 

 Type of Definition：TCP を選択します。これはサービスのタイプです。 

 注釈： 

タイプの定義は、定義の保存後に変更することはできません。タイプの定義を変

更するには、サービスの定義を削除して、目的の設定で新しい定義を作成しま

す。 

 Destination port： 3389 を入力します。これは宛先ポートです。単一のオート番号（例、

80）または区切り文字コロン(：)を使用して、ポート範囲（例、1024:64000）のどちらも入

力することができます。 

 Source port： 1:65535 を入力します。これは送信元ポートです。単一のオート番号

（例、80）または区切り文字コロン(：)を使用して、ポート範囲（例、1024:64000）のどち

らも入力することができます。 

 Comment：オプションで、説明またはその他の情報を入力します。 

7. [Save]をクリックします。新しい定義がサービス定義リストに表示されます。 

この手順で、クライアントからサーバーへのルーティングが設定されます。 

8. サーバーからクライアントへのルーティングを設定するには、別のポリシールートを作成し

て、ダイアログボックスに以下の設定を入力します。 

 Position：ポリシールーターのプライオリティを定義するポジション番号を設定します。

低い番号が高プライオリティになります。ルートは昇順に一致させていきます。ルート

が一致すると、それより高い番号は評価されません。 

 Route Type：Gateway route を選択します。パケットは特定のホスト（ゲートウェイ）に送

信されます。 

 Source Interface：ServerFarm を選択します。これはルーティングされるデータパケット

が到着するインターフェースです。 

 Source Network：ServerFarm (Network)を選択します。これはルーティングされるデー

タパケットの送信元ネットワークです。 

 Service： 3389 を選択します。これはルーティングされるデータパケットに一致するサ

ービスの定義です。 
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 Destination Network：Internal (Network)を選択します。これはルーティングされるデー

タパケットの宛先ネットワークです。 

 Gateway：SPS の IP アドレスを選択します。これはゲートウェイがデータパケットを転

送するルーターです。 

 Comment：オプションで、説明またはその他の情報を入力します。 

付録 B エージェントフォワードでの SCPの使用 

クライアントが SSH を使用して SPS 経由でターゲットサーバーにアクセスして、公開鍵で認証する

場合、SPS の認証ポリシーは、サーバー側で[Public key]>[Agent]が設定されます。クライアントが

エージェントフォワードをサポートしている場合、これは正常に動作します。ただし、scp では動作し

ません。エージェントフォワードを無効にするのにコマンドラインで-a オプションを常に追加するか

らです。-A または-oForwardAgent yes コマンドラインオプションを使用してエージェントフォワード

を明示的に許可します。コンフィグレーションに ForwardAgent yes と記述しても有効になりません。

最後のコマンドラインで-a が暗黙的に優先されるからです。 

ソリューション 1 - wrapper scriptの使用 

外部アプリケーションを使用して暗号化された接続を作成するために、-S オプションで scp アプリ

ケーションを起動することができます。Linux および UNIX プラットフォームでは、この外部アプリケ

ーションは、例えば、scp コマンドラインで不要なオプションを削除する以下のスクリプトにすること

ができます。 

#!/usr/bin/perl 

exec '/usr/bin/ssh', '-A', map {$_ eq '-oForwardAgent=no' ? ( ) : $_} @ARGV 

クライアントが、このスクリプトをシームレスに使用するようにするには、以下のコマンドでエイリア

スを作成します。 

alias scp='scp -S <path-to-the-script-on-the-client>' 

ソリューション 2 - ssh master-channelsの使用 

この方法は SSH の master-control チャネルを経由して scp を送信することに基づいています。こ

の場合、scp は、ControlMaster のセットアップ中に既に実行されているためエージェントフォワード

は必要ありません。この方法の利点は、接続が既に開いているので、認証が不要であるため、
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scp の接続が直ぐにセットアップされることです。不利な点は、最初に以下のコマンドを使用してタ

ーゲットホストへの ControlMaster 接続を開く必要があることです。 

ssh -M -S /tmp/<address-of-the-target-server> <address-of-the-target-server> 

scp を起動するには、前のコマンドで作成されたコントロールパスを参照します。 

scp -oControlPath=/tmp/<address-of-the-target-server> [[user@]host1:]file1 ... 

[[user@]host2:]file2 

ソリューション 3 - scp ソースパッチ 

問題を解決するのに、単に scp ソースにパッチをあてることができます。しかし、環境で使用する

すべてのプラットフォームの scp を再インストールおよび再コンパイルする必要があります。

openssh-5.6p1 のパッチ例は以下になります。 

--- scp-org.c    2010-07-02 05:37:33.000000000 +0200 

+++ scp-new.c    2010-09-08 17:56:33.000000000 +0200 

@@ -339,7 +339,6 @@ 

     args.list = NULL; 

     addargs(&args, "%s", ssh_program); 

     addargs(&args, "-x"); 

-    addargs(&args, "-oForwardAgent no"); 

     addargs(&args, "-oPermitLocalCommand no"); 

     addargs(&args, "-oClearAllForwardings yes"); 

ソリューション 4 - サーバー側で固定あるいはマッピングされた鍵の使用 

これはエージェントフォワードではありませんが、scp はまだ鍵を使用できます。ターゲットサーバ

ーにユーザー鍵を渡す代わりに、SPS は、固定鍵、あるいはすべてのユーザーに個別の鍵を使

用してサーバー上で認証できます。SPS でサーバー側の鍵を設定（あるいは LDAP から取得）す

ることは、以下の利点があります。 

 ユーザーは SPS を迂回して、ターゲットサーバーに直接接続することはできません。 

 すべてのホストにユーザー鍵をインポートする必要がないので、サーバー環境での鍵管理

は非常に簡単になります（中央の ID 管理システムを使用しないでローカルで行う場合）。 

SPS でサーバー側の鍵を設定する詳細については、「11.3.3 リレー認証方式」を参照してください。 
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ソリューション 5 - WinSCPでエージェントフォワード 

WinSCP は、SFTP/SCP を使用してファイルを転送する Windows の一般的なツールです。WinSCP

でエージェントフォワードを使用するには、[SSH]>[Authentication(認証)]でフォワードを有効にして、

鍵を読み込みます。 

付録 C SPSの設定へのセキュリティチェックリスト 

以下のチェックリストは、SPS が安全に設定されていることを確認するための推奨設定、および設

定のベストプラクティスです。 

暗号に関連した設定 

 2048 ビットの RSA キー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します。 

 強力なパスワードの使用：数字、文字、特殊文字、および大文字を含む、少なくとも 8 文字

に し ま す 。 ロ ー カ ル の SPS ユ ー ザ ー に は 、 強 力 な パ ス ワ ー ド の 使 用 を 要 求

（[AAA]>[Settings]>[Minimal password strength]を strong に設定）します。詳細については、

「5.2 ローカルユーザーのパスワードポリシー設定」を参照してください。 

 SPS のコンフィグレーションをエクスポート、あるいはコンフィグレーションのバックアップを

作成する場合には、常に暗号化を使用します。エクスポートされたデータは資格情報を含

む機密情報が含まれているので、注意して取り扱ってください。コンフィグレーションを暗号

化する詳細については、「4.7.6 GPG でのコンフィグレーションバックアップの暗号化」を参

照してください。 

 すべての鍵ペアあるいは証明書は、1 つの目的のみに使用します。暗号化鍵あるいは証

明書を再使用しません。例えば、監査証跡を暗号化するのに SPS の webserver の証明書

は使用しないでください。あるいはデータの署名および暗号化に同じ鍵ペアを使用しない

でください。 

 CBC ブロック暗号モード、あるいは diffie-hellman-group1-sha1 鍵交換アルゴリズムは使

用しないでください。詳細については、「11.6 サポートする暗号アルゴリズム」を参照してく

ださい。 

 常に、機密データを保護するために監査証跡を暗号化してください。詳細については、

「7.10.1 監査証跡の暗号化」を参照してください。 

接続ポリシー 
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 接続ポリシーを設定する場合、常に、接続にアクセスする必要のあるクライアントネットワ

ークの接続の送信元を制限してください。 

 常に、ゲートウェイ認証を使用してクライアントを認証してください。接続の送信元の IP アド

レス、あるいはサーバー認証の結果を信頼しないでください。 

 SPS に対しての DoS（Denial of Service）攻撃を防ぐために、接続ポリシーの[Connection 

rate limit]オプションを設定します。詳細については、「7.1 接続設定」を参照してください。 

 強力な暗号化を使用するように RDP の接続ポリシーを設定します。RDP プロトコルで SSL

暗号化を有効にするには、[Enable RDP 5]オプションをチェックし、[Enable Network Level 

Authentication]オプションをチェックするか、RDP の接続ポリシーで[Signing CA]を設定しま

す。詳細については、「10.4 SSL 暗号化した RDP 接続の使用」を参照してください。 

 RDP 接続では、クライアントが、サーバーの認証に Windows ログイン画面を使用する場合、

クライアントのパスワードは監査証跡に表示されます。監査証跡の再生時にパスワードが

表示されるのを防ぐには、ダウンストリームとは別の証明書を使用して監査証跡のアップ

ストリームを暗号化することを推奨します。詳細については、「7.10.1 監査証跡の暗号化」を

参照してください。 

 SSH 接続ポリシーで、ホスト鍵の検証が有効になっているか確認します。つまり、[Server 

side hostkey settings]>[Allow plain host keys]フィールドで[Disable SSH hostkey checking]

オプション、および[Server side hostkey settings]>[Allow X.509 host certificates]フィール

ドで[No check required]オプションが選択されていません。詳細については、「11.1 接続の

SSH ホストキーと証明書の設定」を参照してください。 

アプライアンスへのアクセス 

 SSH を使用して直接 SPS ホストにアクセスすることは、トラブルシューティング目的を除い

て、推奨あるいはサポートはされていません。そのような場合には、サポートの指示に従っ

てください。 

セキュリティの理由から、必要がない場合には SPS への SSH アクセスを無効にしてくださ

い。詳細については、「6.5.2 SPS ホストへの SSH アクセスの有効化」を参照してください。 

 信頼されたネットワークからのみ SPS への管理アクセスを許可します。可能ならば、監視

する接続と SPS の web インターフェースへの管理アクセスは別のネットワークから開始し

てください。 

 ユーザーが SPS へのログインに失敗した場合にアラートを送信するように SPS を設定しま
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す。詳細については、「4.6.4 システム関連トラップ」の[Login failed]アラートを参照してくださ

い。 

 [Disk space fill up prevention]を設定して、SPS のディスク空き容量が少なくなった場合に

アラートを送信するように SPS を設定します。詳細については、「4.6.3 ディスクスペース飽

和防止」を参照してください。 

ネットワークの検討事項 

 SPS は機密データを保存します。ファイアウォールなどの適切なコントロールを使用して、

不正な接続が SPS にアクセスできないようにします。 

 可能ならば、信頼されたネットワークからのみに SPS への管理アクセスを有効にします。 

 SPS の HA インターフェースが信頼されたネットワークに接続されていることを確認します。 

  



 

 

 

 

  Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS 

管理者ガイド 

Rev. 1.0 

 577 / 577 

日本語マニュアル発行日 2019 年 4 月 24 日 

本書は 『Safeguard for Privileged Sessions 5 LTS Administrator Guide 

February 2019』をベースに編集しています。 

ジュピターテクノロジー株式会社 技術グループ 


	目次
	まえがき
	各章の要約
	このガイドの表記規則
	1 イントロダクション
	1.1 SPSとは
	1.2 SPSではできないこと
	1.3 SPSはなぜ必要か？
	1.4 SPSは誰が使用しますか？
	1.5 導入実績

	2 SPSのコンセプト
	2.1 SPSの原理
	2.2 SPSのポリシー
	2.3 資格情報ストア
	2.4 プラグインフレームワーク
	2.5 インデックス
	2.6 サポートプロトコルとクライアントアプリケーション
	2.7 動作モード
	2.7.1 トランスペアレント（透過）モード
	2.7.2 シングルインターフェーストランスペアレント（透過）モード
	2.7.3 ノントランスペアレント（非透過）モード
	2.7.4 インバンド宛先選択

	2.8 SPS経由のサーバー接続
	2.8.1 SSHを使用したSPS経由のサーバー接続
	2.8.2 RDPを使用したSPS経由のサーバー接続
	2.8.3 RDゲートウェイを使用したSPS経由のサーバー接続

	2.9 監査範囲の最大化
	2.10 SPSのIPv6対応
	2.11 SSHのホストキー
	2.12 SSHの公開鍵認証を使用したクライアント認証
	2.13 ゲートウェイ認証のプロセス
	2.14 4-eyes認証
	2.15 ネットワークインターフェース
	2.16 SPSのHA（High availability）サポート
	2.16.1 ファームウェアとHA

	2.17 SPSのバージョンとリリース
	2.18 SPSへのアクセスと設定

	3 ウェルカムウィザードと最初のログイン
	3.1 SPSへの初期接続
	3.1.1 エイリアスIPアドレスの作成（Microsoft Windows）
	3.1.2 エイリアスIPアドレスの作成（Linux）
	3.1.3 SPSのIPアドレスの変更
	3.1.4 非標準インターフェースからウェルカムウィザードにアクセスする

	3.2 ウェルカムウィザードでのSPSの設定
	3.3 SPSへのログインと最初の接続設定

	4 基本設定
	4.1 サポートブラウザとオペレーティングシステム
	4.2 Webインターフェースの構成
	4.2.1 メインワークスペースの要素
	4.2.2 マルチユーザーとロック
	4.2.3 Webインターフェースのタイムアウト
	4.2.4 ユーザー設定

	4.3 ネットワーク設定
	4.3.1 ユーザーと管理者のログインアドレスの設定
	4.3.2 論理インターフェースの管理
	4.3.3 論理インターフェース間で制御しないトラフィックをルーティングする
	4.3.4 ルーティングテーブル設定

	4.4 日付と時刻設定
	4.5 システムログ、およびSNMPとe-mailアラート
	4.5.1 システムログの設定
	4.5.2 e-mailアラート設定
	4.5.3 SNMPアラート設定
	4.5.4 エージェントを使用したSPSステータス情報の照会
	4.5.5 SPSでシステムロギングをカスタマイズする

	4.6 SPSのシステム監視設定
	4.6.1 監視設定
	4.6.2 ヘルス監視
	4.6.3 ディスクスペース飽和防止
	4.6.4 システム関連トラップ
	4.6.5 トラフィック関連トラップ

	4.7 データとコンフィグレーションのバックアップ
	4.7.1 Rsync over SSHを使用したバックアップポリシーの作成
	4.7.2 SMB/CIFSを使用したバックアップポリシーの作成
	4.7.3 NFSを使用したバックアップポリシーの作成
	4.7.4 コンフィグレーションバックアップの作成
	4.7.5 データバックアップの作成
	4.7.6 GPGでのコンフィグレーションバックアップの暗号化

	4.8 アーカイブとクリーンアップ
	4.8.1 クリーンアップポリシーの作成
	4.8.2 SMB/CIFSを使用したアーカイブポリシーの作成
	4.8.3 NFSを使用したアーカイブポリシーの作成
	4.8.4 収集されたデータのアーカイブまたはクリーンアップ


	5 ユーザー管理とアクセスコントロール
	5.1 SPSのローカルユーザー管理
	5.1.1 SPSローカルユーザーの作成
	5.1.2 SPSローカルユーザーの削除

	5.2 ローカルユーザーのパスワードポリシー設定
	5.3 ローカルユーザーグループの管理
	5.4 LDAPデータベースからのSPSユーザー管理
	5.5 RADIUSサーバーへのユーザー認証
	5.6 X.509証明書によるユーザー認証
	5.7 ユーザー権限とユーザーグループの管理
	5.7.1 SPSのwebインターフェースのユーザーグループ権限の割り当て
	5.7.2 グループ権限の変更
	5.7.3 特定のユーザーグループの検索
	5.7.4 ユーザーグループの使用方法
	5.7.5 SPSの組込みユーザーグループ

	5.8 設定変更のリスト表示と検索
	5.8.1 内部検索インターフェースの使用
	5.8.1.1 フィルター
	5.8.1.2 出力結果のエクスポート
	5.8.1.3 内部検索インターフェースのカラムのカスタマイズ


	5.9 ユーザーとユーザーグループ権限の表示

	6 SPSの管理
	6.1 SPSの制御 – リブート、シャットダウン
	6.1.1 制御されたトラフィックの無効化
	6.1.2 制御されたトラフィックを永久に無効にする

	6.2 HA SPSクラスターの管理
	6.2.1 同期速度の変更
	6.2.2 冗長ハートビートインターフェース
	6.2.3 ネクストホップルータの監視

	6.3 SPSのアップグレード
	6.3.1 アップグレードチェックリスト
	6.3.2 SPSアップグレード（シングルノード）
	6.3.3 SPSクラスターのアップグレード
	6.3.4 トラブルシューティング
	6.3.5 SPSのコンフィグレーションのエクスポート
	6.3.6 SPSのコンフィグレーションのインポート

	6.4 SPSライセンスの管理
	6.4.1 SPSライセンスのアップデート

	6.5 SPSのコンソールアクセス
	6.5.1 SPSのコンソールメニューの使用方法
	6.5.2 SPSホストへのSSHアクセスの有効化
	6.5.3 SPSのルートパスワードの変更
	6.5.4 SSHを使用したファームウェアのアップデート
	6.5.5 コンソールを使用したSPSのコンフィグレーションのエクスポートとインポート

	6.6 シールドモード
	6.6.1 シールドモードの無効化

	6.7 SPSのアウトバンド管理
	6.7.1 IPMIインターフェースの設定

	6.8 SPSで使用する証明書の管理
	6.8.1 SPSの証明書の生成
	6.8.2 SPSへの外部証明書のアップロード
	6.8.3 Windows Server 2008のWindows認証局を使用したTSA証明書の生成
	6.8.4 Windows Server 2012のWindows認証局を使用したTSA証明書の生成


	7 一般的な接続設定
	7.1 接続設定
	7.2 宛先アドレスの変更
	7.3 インバンド宛先選択設定
	7.4 送信元アドレスの変更
	7.5 チャネルポリシーの作成と変更
	7.6 コンテンツポリシーによるリアルタイム接続監視
	7.6.1 新しいコンテンツポリシーの作成

	7.7 タイムポリシー設定
	7.8 ユーザーリストの作成と変更
	7.9 LDAPサーバーへのユーザー認証
	7.10 監査ポリシー
	7.10.1 監査証跡の暗号化
	7.10.2 組込みタイムスタンプサービスによる監査証跡のタイムスタンプ
	7.10.3 外部タイムスタンプサービスによる監査証跡のタイムスタンプ
	7.10.4 監査証跡のデジタル署名

	7.11 認証局による証明書の検証
	7.12 オンザフライでの証明書署名
	7.13 ローカルユーザーデータベースの作成
	7.14 SPSの接続データベースのクリーンアップ設定

	8 HTTP固有の設定
	8.1 HTTP接続処理での制限
	8.2 HTTPとHTTPSでの認証
	8.3 HTTP接続の設定
	8.3.1 トランスペアレントのHTTP接続設定
	8.3.2 SPSをHTTPプロキシとして動作させる
	8.3.3 HTTPのSSL暗号の有効化
	8.3.4 HTTPの片側SSL暗号の設定

	8.4 HTTPでのセッション処理
	8.5 プトロコルレベルのHTTP設定の作成と変更

	9 ICA固有の設定
	9.1 ICA接続の設定
	9.2 サポートしているICAチャネルタイプ
	9.3 プロトコルレベルのICA設定の作成と変更
	9.4 Citrix環境でのSPSのデプロイメントシナリオ
	9.5 Citrixに関連した問題のトラブルシューティング

	10 RDP固有の設定
	10.1 サポートしているRDPチャネルタイプ
	10.2 プロトコルレベルのRDP設定の作成と変更
	10.3 SPSでのネットワークレベル認証（NLA）
	10.3.1 ドメインメンバーシップによるネットワークレベル認証(NLA)
	10.3.2 複数ドメインでのSPSの使用
	10.3.3 ドメインメンバーシップ無しでのネットワークレベル認証(NLA)

	10.4 SSL暗号化したRDP接続の使用
	10.5 暗号化された接続でのRDPの証明書認証
	10.6 リモートデスクトップゲートウェイとしてのSPSの使用
	10.7 ゲートウェイ認証時のリモートデスクトップクライアント設定
	10.8 RDP接続でのインバンド宛先選択
	10.9 RDP接続でのユーザー名
	10.10 WindowsでRDPのログイン資格情報の保存
	10.11 RemoteApp設定

	11 SSH固有の設定
	11.1 接続のSSHホストキーと証明書の設定
	11.2 サポートしているSSHチャネルタイプ
	11.3 認証ポリシー
	11.3.1 新しい認証ポリシーの作成
	11.3.2 クライアント側の認証設定
	11.3.2.1 ローカルのクライアント側認証

	11.3.3 リレー認証方式
	11.3.4 Kerberos環境の設定
	11.3.5 Kerberos認証設定

	11.4 サーバーホストキーと証明書
	11.4.1 SPSにサーバーのホストキーと証明書の自動追加
	11.4.2 サーバーのホストキーと証明書の手動追加

	11.5 プロトコルレベルのSSH設定の作成と変更
	11.6 サポートする暗号アルゴリズム

	12 Telnet固有の設定
	12.1 Telnet接続でのTLS暗号化の有効
	12.2 新しい認証ポリシーの作成
	12.3 Telnet接続からのユーザー名の抽出
	12.4 プロトコルレベルのTelnet設定の作成と変更
	12.5 Telnet接続でのインバンド宛先選択

	13 VMware Horizon View接続
	13.1 VMware環境でのSPSのデプロイシナリオ

	14 VNC固有の設定
	14.1 VNC接続でのTLS暗号化の有効
	14.2 プロトコルレベルのVNC設定の作成と変更

	15 監査証跡のインデックス
	15.1 内部インデクサの設定
	15.2 外部インデクサの設定
	15.2.1 前提条件と制限
	15.2.2 外部インデクサホストのハードウェア要件
	15.2.3 外部インデクサを使用するSPSの設定
	15.2.4 外部インデクサのインストール
	15.2.5 外部インデクサの設定
	15.2.6 外部インデクサへの暗号化キーのアップロード
	15.2.7 HTTPトラフィックインデックスのカスタマイズ
	15.2.8 外部インデクサの開始
	15.2.9 SPS上のインデックス付けの無効化
	15.2.10 インデクサの管理
	15.2.11 外部インデクサのトラブルシューティング

	15.3 インデクササービスのステータス監視
	15.4 HTTPインデクサの設定フォーマット

	16 監査証跡の閲覧およびSPSの接続データベース
	16.1 接続の詳細
	16.2 ブラウザでの監査証跡の再生
	16.3 ブラウザでの暗号化された監査証跡の再生
	16.4 コンテンツ検索の使用方法
	16.4.1 完全一致検索
	16.4.2 キーワードの組み合わせ検索
	16.4.3 ワイルドカード検索
	16.4.4 特殊文字の検索
	16.4.5 コマンドおよびウィンドウタイトルの検索
	16.4.6 あいまい検索
	16.4.7 近接検索
	16.4.8 検索項目の関連性の変更

	16.5 接続のメタデータ
	16.6 検索フィルターの使用と管理
	16.6.1 フィルターの作成と保存

	16.7 検索とフィルタプロセス
	16.8 バックエンド検索の手動検索
	16.9 検索結果の統計情報の表示

	17 高度な認証および承認技術
	17.1 ユーザーマッピングポリシー設定
	17.2 ゲートウェイ認証設定
	17.2.1 アウトバンドゲートウェイ設定
	17.2.2 SPSでのアウトバンドゲートウェイ認証の実行
	17.2.3 SSHおよびTelnet接続でのインバンドゲートウェイ認証の実行
	17.2.4 RDP接続でのインバンドゲートウェイ認証の実行
	17.2.5 ゲートウェイ認証のトラブルシューティング

	17.3 4-eyes認証設定
	17.3.1 4-eyes認証設定手順
	17.3.2 SPSでの4-eyes認証の実行

	17.4 サーバー側の認証での資格情報の使用
	17.4.1 ローカル資格情報ストアの設定
	17.4.2 ローカル資格情報ストアとNLAを使用したRPDサーバーへのゲートウェイ認証の実行
	17.4.3 パスワードで保護された資格情報ストアの設定
	17.4.4 資格情報ストアのロック解除
	17.4.5 ターゲットホストの認証にLieberman ERPMを使用する
	17.4.6 ターゲットホストの認証にカスタム資格情報ストアプラグインを使用する
	17.4.7 カスタム資格情報ストアプラグインの作成
	17.4.7.1 利用可能なPython環境
	17.4.7.2 プラグインのファイル構造
	17.4.7.3 プラグインのバージョン管理
	17.4.7.4 プラグインのトラブルシューティング


	17.5 チケットシステムとの連携
	17.5.1 ターミナル接続でのチケット連携による認証の実行
	17.5.2 リモートデスクトップ接続でのチケット連携による認証の実行

	17.6 外部の認証および承認システムとの統合
	17.6.1 認証および承認プラグインの動作
	17.6.2 SPSプラグインでのターゲットホストへの接続承認
	17.6.3 ターミナル接続でのAAプラグイン認証の実行
	17.6.4 リモートデスクトップ接続でのAAプラグイン認証の実行


	18 レポート
	18.1 操作レポートの内容
	18.2 カスタムレポートの設定
	18.3 監査証跡のコンテンツからのレポート作成
	18.4 カスタムデータベースクエリからの統計情報作成
	18.5 カスタムクエリで利用可能なデータベーステーブル
	18.5.1 alertingテーブル
	18.5.2 apsテーブル
	18.5.3 archivesテーブル
	18.5.4 audit_trail_downloadsテーブル
	18.5.5 channelsテーブル
	18.5.6 closed_connection_audit_channelsビュー
	18.5.7 closed_not_indexed_audit_channelsビュー
	18.5.8 connection_eventsビュー
	18.5.9 connection_occurrencesビュー
	18.5.10 connectionsビュー
	18.5.11 eventsテーブル
	18.5.12 file_xferテーブル
	18.5.13 http_req_resp_pairテーブル
	18.5.14 indexer_jobsテーブル
	18.5.15 occurrencesテーブル
	18.5.16 progressesテーブル
	18.5.17 resultsテーブル
	18.5.18 skipped_connectionsテーブル
	18.5.19 usermapped_channelsビュー
	18.5.20 lucene-search機能による証跡コンテンツの検索

	18.6 部分レポートの生成
	18.7 PCI DSSレポートの作成
	18.8 PCI DSSレポートの内容

	19 SPSのRPC API
	19.1 RPC API 使用要件
	19.2 RPCクライアント要件
	19.3 RPC APIからSPSコンフィグレーションのロック
	19.4 RPC APIのドキュメント
	19.5 SPSへのRPC APIアクセスの有効化

	20 SPSのREST API
	21 SPSのシナリオ
	21.1 SPSの公開鍵認証設定
	21.1.1 ローカルキーを使用する公開鍵認証設定
	21.1.2 LDAPサーバーおよび固定キーを使用した公開鍵認証設定
	21.1.3 LDAPサーバーおよび生成されたキーを使用した公開鍵認証設定

	21.2 ノントランスペアレントモードでの接続の構成
	21.2.1 ポート番号に基づいた接続の構成
	21.2.2 エイリアスIPアドレスに基づいた接続の構成

	21.3 SSH接続でのインバンド宛先選択の使用
	21.3.1 PuTTYでのインバンド宛先選択の使用
	21.3.2 OpenSSHでのインバンド宛先選択の使用
	21.3.3 PuTTYでの宛先選択と非標準ポートの使用
	21.3.4 OpenSSHでの宛先選択と非標準ポートの使用
	21.3.5 PuTTYによるインバンド宛先選択とゲートウェイ認証の使用
	21.3.6 OpenSSHによるインバンド宛先選択とゲートウェイ認証の使用

	21.4 公開鍵でのADのSSHユーザーマッピングとキーマッピング

	22 SPSのトラブルシューティング
	22.1 ネットワークのトラブルシューティング
	22.2 システムの問題に関するデータ採取
	22.3 SPSのログ表示
	22.4 SPSのログ詳細レベルの変更
	22.5 エラーレポートのログとシステム情報の収集
	22.6 ステータス履歴と統計情報
	22.6.1 接続の統計情報
	22.6.2 メモリ
	22.6.3 ディスク
	22.6.4 CPU
	22.6.5 ネットワーク接続
	22.6.6 インターフェース
	22.6.7 平均負荷
	22.6.8 プロセス数
	22.6.9 カスタム接続統計情報の表示

	22.7 SPSクラスターのトラブルシューティング
	22.7.1 SPSクラスターのステータスの理解
	22.7.2 SPSのリカバリ（両方のノードがダウンした場合）
	22.7.3 スピリットブレイン状態からのリカバリ
	22.7.4 SPSクラスターのHAノードの置き換え
	22.7.5 クラスターノード間でのIP競合の解決

	22.8 SPSのRAIDステータスの理解
	22.9 SPSのコンフィグレーションとデータのリストア
	22.10 VNCがTLSで動作しない場合

	付録 A 外部デバイスの設定
	付録 A.1 Linuxの高度なルーティング設定
	付録 A.2 Ciscoルーターの高度なルーティング設定
	付録 A.3 Sophos UTM（旧Astaro Security Gateway）ファイアウォールの高度なルーティング設定

	付録 B エージェントフォワードでのSCPの使用
	付録 C SPSの設定へのセキュリティチェックリスト

