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まえがき 

このドキュメントでは、SPS(Safeguard for Privileged Sessions)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。 

このガイドの対象製品 

このガイドで対象となる製品は、Safeguard for Privileged Sessions です。 

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] 

SPS 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。 

 メモ： 

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。 
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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)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の最大の利点 

SPS(Safeguard for Privileged Sessions)は、One Identity Safeguardソリューションの1つで、

One IdentityのPrivileged Access Managementポートフォリオの一部です。SPSは、大企業のニ

ーズに応える特権セッション管理ソリューションです。業界をリードするアクセスコントロール能

力と特権アカウントの不正利用防止、そしてコンプライアンスを促進し、フォレンジック調査を

迅速にするセッション監視および記録を提供します。 

SPSは、すぐにデプロイできるエンタープライズクラスのアプライアンスです。クライアントやサ

ーバーから完全に独立しており、既存のネットワークにシームレスに統合できます。ユーザの

プロファイル化に必要な操作を記録し、フォレンジック調査のためにユーザーのセッションすべ

てに対する深堀り分析を可能にします。 

SPSはSSH、RDP、Telnet、TN3270、TN5250、Citrix ICA、VNCの接続を完全に制御し、管理

者のために明確な線引きのあるフレームワークを提供します。 

SPSの特筆すべき特徴は以下の通りです。 

ポリシーの一括管理 

SPSは、IT環境における認証とアクセスコントロールの中央拠点として機能し、特権IDユーザ

ーによる盗聴や内部不正から保護します。きめ細かいアクセス管理により、重要なIT資産に

誰がいつ何にアクセスできるかを制御できます。 

悪意あるアクティビティの抑制 

SPSは、特権ユーザーセッションをリアルタイム監視し、ポリシー違反を検出します。不審なユ

ーザーの操作(例えば、“rm”のような破壊的なコマンドの入力)を検知すると、アラート送信し

たり、接続を即座に切断できます。 
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より強力な報告能力と抑止効果 

SPSは、例えばデータベースやSAPサーバーなどで「誰が何をした」かを監査します。従業員

はこれを事前に知ることで、より慎重に作業を行いヒューマンエラーが削減できます。簡単に

再生や暗号化ができ、タイムスタンプやデジタル署名による記録の改ざん防止機能に裏付け

された監査証跡は、責任逃れを許しません。 

費用対効果の高いコンプライアンス監査 

SPSは、高品質で改ざん防止に優れ検索性も高い監査証跡に記録して、すべてのユーザー

操作をトレースできます。すべてのデータは暗号化されタイムスタンプ、デジタル署名されて保

存され、修正や改ざんを防止します。映画のように動画再生できる監査証跡は、特別な分析

や監査レポートの作成に必要な情報すべてにアクセスできます。 

トラブルシューティングとフォレンジック調査コストの削減 

何か問題が起こった場合、誰もが本当のことを知りたいです。数千ものテキストログを分析す

ることは、悪夢のような作業で、外部の専門業者を必要とします。ユーザーセッションを簡単に

再生でき、調査時間の短縮化や想定外なコスト増を防ぎます。 

1.2 SPSの守備範囲 

実働まで最短、コストは極めて割安 

SPSは、ターンキーなネットワークアプライアンス－つまり、設置と設定は手早くシンプルに、と

いうことです。SPSを過不足なく稼働させるために、競合製品のように追加のソフトウェア(例え

ば、WindowsまたはMSSQLサーバーなど)やハードウェアを購入したりインストールする必要は

一切ありません。通常、完全に稼働させるまでに3～5日で済みます。カスタマイズのために長

期で高コストな専門的な契約は不要です。稼働後、SPSは飛行機のブラックボックスのように

バックグラウンドで動作します。つまり、以後の特別な操作は必要としません。 

完全なエージェントレス 

SPSはエージェントレスです。クライアントやサーバーにエージェントをインストールしたりアップ

デートする必要が無いため、手間のかかるメンテナンス作業を不要にし、潜在的なセキュリテ

ィリスクを低減します。SPSはホストに依存しないゲートウェイとして、Windows/UNIX/Linuxサ

ーバー、メインフレーム、ネットワークデバイス、セキュリティデバイス、Webベースのアプリケ

ーション、またVMware Horizon View(VMware View)、Citrix Virtual Apps(Citrix XenApp)、Citrix 

Virtual Desktops(Citrix XenDesktop)等のシンクライアント環境も含む、あらゆる種類のシステ

ムへのアクセスを制御し、監視します。 



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

ルータのごとく透過的 

プロキシーゲートウェイとして、SPSはネットワーク上でルーターのように(ユーザーとサーバー

に対して透過的に)動作できます。そのため、SPSの透過型ソリューションは既存のネットワー

クに対して必要最小限の変更で済みます。またネットワークレベルで動作するため、ユーザー

は使い慣れたクライアントアプリケーションを使い続けることができ、踏み台サーバーで必要な

別の作業やプロセスは不要です。 

きめ細かなアクセス制御 

SPSは検査されたトラフィックを掌握しており、セキュリティマネージャーはサーバーにいつ誰

が何処にアクセスできるか細かく制御できます。例えば、SSHのターミナルセッションは有効で

ポートフォワーディングとファイル転送は無効、RDPでデスクトップアクセスは有効でもファイル

共有は無効にするなど、プロトコルのチャネルへのアクセス権を個別に割り当てられます。さ

らに、SPSはリアルタイム追跡をサポートしており、監査担当者は特権ユーザーのセッションを

リアルタイムで見張り、ポリシー違反を検知した場合は強制的に接続を切断できます。 

悪意ある活動のリアルタイム防止 

SPSは転送されるコンテンツをリアルタイムで監視して、トラフィックに特定のパターンを検出し

た場合にアラートを送信したり、接続を切断できます。事前定義された監視対象やパターンと

しては、テキストベースのプロトコルでは高リスクなコマンド、グラフィカル接続では疑わしいア

プリケーションの実行があります。コマンドとアプリケーションレベルでのポリシーにより、悪意

あるユーザーの不正操作を、記録やレポートだけで済ますことなく発生自体を防ぐことができ

ます。 

業界トップクラスのセッション記録と監査能力 

SPSは業界をリードするセッション監査ソリューションです。テキストベースのプロトコルだけで

なくグラフィカルユーザーインターフェイスにも対応する、特権ユーザーのすべてのデータを解

析するOCR機能があります。そしてSPSはファイル転送も監視できます。 

すべての記録データは映画のように動画再生できる監査証跡へと変換され検索可能なデータ

となり、フォレンジック調査やトラブルシューティング時には必要な情報を簡単に探せます。サ

ーバーの設定ミス、データベース操作、予期しないシャットダウンなどの障害が発生した場

合、イベントの状況は監査証跡から簡単に確認できるので、インシデントの原因を簡単に特定

できます。監査担当者はテキストベースやグラフィカルなセッションのコンテンツを自由形式で

検索できますし、イベント(例えば、マウスクリック、Enterの入力)やユーザーに表示されたテキ

ストも残らず「全て」検索できます。 
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接続に含まれる機密情報を保護することも可能です。トラフィックを上下２方向(クライアント→

サーバー、サーバー→クライアント)に分割し異なる鍵で暗号化することで、パスワードのよう

な機密情報を必要な場合にのみ表示するよう設定できます。 

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（OSI参照モデルの第７層/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、すべての通信は各プロトコルへの準拠が必要です。 

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、VNC接続を検査します。その他の

プロトコルのトラフィックはすべて無視して単に転送します。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、必要であれば切断します。接続を2つ（クライ

アント→SPS、SPS→サーバー）に分け、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: 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暗号化パラメーターを決める際の、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。そこでSPSが暗号化アルゴリズムを選んで制限する

ことで、弱い暗号の利用を禁止できます。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。 
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SPSはクライアントとサーバー間の接続を2つの接続に分離するため、暗号化アルゴリズムを

サーバー側とクライアント側で変えることもできます。 

SPSはユーザー認証も含む接続プロセスの最初から制御します。そのため、ユーザー情報を

利用するプロトコル（SSHなど）に強力な認証条件を設定することは容易です。なぜならSPSは

認証方式やサーバーにアクセス可能なユーザーを制限できるからです。 

SPSは各プロトコルの接続や特定のチャネル（操作）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様々なポリシーを使います。（ユーザー名や認証方法に紐付いた）ポリシ

ーはクライアントとサーバー間の接続、接続の特定のチャネル（例えば、SSHのターミナル接

続、RDPのデスクトップ共有など）にも適用できます。 

Figure: 2 プロトコルのチャネル制御イメージ 

 

SPSは管理者の設定操作や監査担当者の証跡確認にWebブラウザを利用します。 

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。ポリシーでは様々な接続パラメ

ーターを指定でき、アクセスの監視や接続タイプの制限を定義できます。SPSに接続要求があ

ると、SPSはコネクションポリシーのリストの最初から、要求されたパラメーターを一つずつ比

較していきます。接続要求と完全に一致する最初のコネクションポリシーが接続に適用されま

す。 
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Figure: 3 ポリシーの処理イメージ 

 

ここから、各ポリシーの簡単な定義、ポリシー種別間の階層構造について説明します。 

コネクションポリシー [Connection Policy]： 

コネクションポリシーは、特定のクライアントとサーバー間の接続をどのように制限したいか細

かく指定できます。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、SPSやサーバ

ーでの認証のような高度な設定もできます。さらに、コネクションポリシーは制御したい接続の

詳細が定義される他のポリシーも参照します。 

プロトコルによっては、コネクション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[Credential Store]資格情報ス

トアの設定。資格情報ストアは「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の設定。オプションですが、ターゲットサーバーの認

証の前に外部システム経由でユーザー認証できます。プラグインの詳細は、「プラグイン

フレームワーク」を参照してください。 

コネクションポリシーの詳細は、「接続の設定」を参照してください。 

チャネルポリシー [Channel Policy]： 

チャネルポリシーは接続時のチャネル（操作のこと。例えば、SSHのターミナルセッションや

SCP、RDPの描画やクリップボードの機能など）を制御します。接続で許可されるチャネルリス

トからチャネルを選び、ユーザーリスト、ユーザーグループ、クライアントやサーバーのIPアドレ
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スに基づいて制限するルールを指定できます。また、チャネルポリシーではコンテンツポリシ

ーやタイムポリシーを指定できます。特定のチャネルの監査の有効化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は、「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 [Content Policy]： 

コンテンツポリシー内で具体的に指定することで、特定のコマンドやテキストがターミナルや画

面に現れた際にイベントとして記録したり、アラート発信したり、接続を切断させたりできます。 

コンテンツポリシーの作成の詳細は、「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 [Time Policy]： 

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際、利用時間帯を

指定して制限します。 

タイムポリシーの設定の詳細は、「タイムポリシーの設定」を参照してください。 

監査ポリシー [Audit Policy]： 

監査ポリシーは、監査証跡ファイルの暗号化、タイムスタンプ、署名の設定です。これにより、

特権ユーザーの行動記録が保存された監査証跡ファイルへの不正操作を防ぐことができま

す。 

監査ポリシーの作成の詳細は、「監査ポリシー」を参照してください。 

認証ポリシー [Authentication Policy]： 

認証ポリシーでは、クライアント-SPS間やSPS-サーバー間での認証方式を定義します。 

認証ポリシーの作成の詳細は、「認証ポリシー」を参照してください。 

LDAP ポリシー [LDAP Policy]： 

LDAPポリシーでは、接続に使うユーザー認証用LDAPサーバを設定します。 

LDAPポリシーの作成の詳細は、「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 [Usermapping Policy]： 

ユーザーマッピングポリシーは、ターゲットサーバー(リモートサーバー)でアクセス許可のある

ユーザー名を指定し、そのユーザー名を利用できるユーザーのグループを作成します。 

ユーザーマッピングポリシーの設定の詳細は、「ユーザーマッピングポリシー設定」を参照して

ください。 
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アーカイブポリシー [Archive Policy]： 

アーカイブポリシーは、監査証跡や接続関連のデータをアーカイブ（外部サーバでの保管）す

るプロセスを設定できます。例えば、外部サーバーのアドレス等の設定やデータのディレクトリ

構造を指定できます。 

アーカイブポリシーの作成の詳細は、「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 [Backup Policy]： 

バックアップポリシーは、接続データをバックアップするサーバーのIPアドレスやプロトコル

(rsyncやsmb、NFS)、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は、「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。 

アナリティクスポリシー [Analytics Policy]： 

アナリティクスポリシーは、特定のセッションにアナリティクス機能を割り当てます。解析スコア

を最終的に集計するための重みづけについても決定します。 

アナリティクスポリシーの詳細は、Safeguard for Privileged Analytics Configuration Guide（英

文）の「Configure analytics」を参照してください。 
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Figure: 4 SPSのポリシー階層 

 

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、証明書などユーザー認証情報の倉庫です。ユーザー

がサーバーへ接続する際、都度これらに触れずにサーバー認証を通すために使われます。

資格情報はユーザーの代理人であるSPSにより、SPS内部の資格情報ストアやサードパーテ

ィ製パスワード管理システムから抽出されます。この自動パスワード処理によりユーザーはパ

スワード情報を知らず触れずのままとなり、パスワードの機密性が守られます。 

資格情報ストアを使ってアクセスしたいユーザーは、ゲートウェイ認証により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にログインすれば（そしてターゲットサ

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は「ゲートウェイ認証のプロセス」

を参照してください。 
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Figure: 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のローカルやリモートデバイスに保存できます。リモート資格情報ストア

では、SPSはプラグインにより外部の認証および承認システムと連携します。 

資格情報ストアの詳細は、「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。 

[Authenticating users to an external authentication and authorization system]外部の認証・

承認システムによるユーザー認証と以下に続くプロセスの概要では、外部の認証・承認システ

ムと連携して、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。 
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Figure: 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は要求された接続情報と一致するコネクションポリシーに認証・承認プラグインが設

定されていると、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は「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ます。 

4. クライアントは認証情報を入力し、SPSに情報が渡ります。 

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. 外部の認証・承認システムによってクライアントのアクセスが許可されると、SPSはサーバ

ーへの接続を確立します。 

プラグインの設定の詳細は、「チケットシステムとの連携」や「外部の認証および承認システム

との連携」を参照してください。 
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2.5 インデックス処理 

SPSは監査証跡へのインデックス化により、特権ユーザーの行動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）やグラフィカルプロトコル（RDP、Citrix 

ICAやVNC）でのユーザーの行動データが含まれています。監査証跡の記録データとしてマウ

ス操作、キーストロークなどがあります。SPSは内部インデクサー（や１台以上の外部インデク

サー）を使用して、ある時点でユーザーの画面に表示されたコンテンツの要素（element）を抽

出します。画面コンテンツの要素には、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。 

インデクサーは監査証跡ファイルを処理すると、次の種類のデータを生成します。 

 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はインデックス処理の出力データを、検索可能な単位に分解します。以下の図はその説

明です。 

Figure: 7  監査証跡のインデックス化 

 

1. SPSは、通過する確認済みのプロトコル接続のトラフィックを監視し、監査証跡ファイルに

記録します。 

2. 接続が終了すると、SPSはインデクサーに監査証跡ファイルを送ります。 

3 インデクサーは監査証跡ファイルの内容を解析し、画面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インベントリを構築します。 

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イスに表示されているデータとなりま
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す。後者の場合、インデクサーのOCR(文字認識)エンジンが画面に現れたテキスト（ウィン

ドウ名）を抽出します。 

4 インデクサーは監査証跡ファイルを解析して抽出したデータを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 インデックス処理が完了すると、監査証跡内のデータはSPSのwebインターフェイスから検

索できます。 

内部インデクサーや外部インデクサーの設定の詳細は、「監査証跡のインデックス」を参照し

てください。 

2.6 対応プロトコルとクライアントソフト 

SPSは以下のプロトコルや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する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のサポート終了、あるいは延長期間終了後は、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

ートとは、ベンダーのサポートが得られないため既知の知識で問題を解決や簡単な修正のみ

対応するということです。 

例： 

例えば、MicrosoftはWindows Server 2012 Standardのメインストリームおよび延長サポートを提

供しています。これらの期間サポートし、Microsoftnoメインストリーム期間が終了後と同時にベ

ストエフォードのサポートを開始します。 

HTTP： 

SPSは、HTTP 1.0および1.1標準をサポートします。 

Secure Shell Protocol： 

SPS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。 

対応するクライアントと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)  

クライアントとサーバーはOpenSSH_7.1p2やOpenSSL 1.0.2f-fips 28 Jan 2016でテストされ

ています。 
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 Dropbear (client and server) 

version 2015.67.でテストされています。 

 SecureCRT (Windows, client) 

version 8.5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： 

対応する Windows アプリケーション： 

次のバージョン向けにビルドされたアプリケーション全般：Windows 7 SP1、Windows 8.1、

Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 

2019、Windows 10 

対応する 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 MojaveのRoyal TSX 4.2.1でテスト） 

対応するサーバー（ターゲット）アプリケーション： 

次のバージョン向けにビルドされたアプリケーション全般：Windows Server 2012、Windows 

Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019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。 

 メモ： 

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 アプリケーションや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 シャドウイングや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、以下のバージョンをサポートしています。 

 Citrix Virtual Apps (旧Citrix XenApp) 6.5 

 Citrix Virtual Apps 7.6 

 Citrix Virtual Apps 7.15 

 Citrix Virtual Desktops (旧Citrix XenDesktop) 6.5 
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 Citrix Virtual Desktops 7.6 

 Citrix Virtual Desktops 7.15 

Citrix Virtual Desktops (旧Citrix XenDesktop)をサポートするデプロイの詳細は、「Citrix環境

でのSPSデプロイメントシナリオ」を参照してください。 

Windows、LinuxやMacOSのCitrix Workspace app (旧Citrix Receiver)は、最新バージョンがサ

ポートされています。 

Telnet： 

TelnetはRFC854や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、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）として動作可能で、RDP接続を転送

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。 

対応するサポートクライアントやサーバーアプリケーションは以下の通りです。 

 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。詳細は、「VMware Horizon Viewの接

続」を参照してください。 
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2.7 動作モード 

SPSはトランスペアレント（透過）や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。 

 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。 

 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への接続を開始するため

SPSを接続先に指定する必要があります。 

 SPSを宛先にした場合、接続するサーバーの選択にインバンド宛先選択を使用できま

す。詳細は、「インバンド宛先選択」を参照してください。 

サーバーの管理やサーバーとのトラフィックのみSPSを通過するネットワーク設計を推奨しま

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(SPOF)とはなりません。 

2.7.1 トランスペアレントモード 

トランスペアレントモード（透過型構成）では特権IDを使う管理者ユーザーのネットワークセグメ

ントと、ネットワーク層（OSIモデルの第3層）で保護されたサーバーのセグメントを接続する透

過型ルーターとして機能します。 

サーバーへ接続するためには必ず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できます。SPSで

制御された接続やトラフィックはアプリケーションレベルで検査され、他のプロトコルを使った通

信は制御せずパケットレベルで転送されます。 

SPSをシングルインターフェイストランスペアレントルーターとして機能するよう設定できます。 

 

注意： 

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。 
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Figure: 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（疑似透過型構成）はトランスペアレントモー

ドと似ていますが、クライアント側や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。監査対象のトラフィックをSPSに転送する外部デバイスが必要です。この外部デ

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/PBR）が必要です。シングル

インターフェーストランスペアレントモードのために外部デバイスを設定する詳細は、「外部デ

バイスの設定」を参照してください。 
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Figure: 9  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 

 

シングルインターフェーストランスペアレントモードの利点 

 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。 

シングルインターフェーストランスペアレントモードの欠点 

 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。クライアント－サーバー接続の代わりに、クライアントとSPS間、SPSとサ

ーバー間の2つの接続に分かれます。その際、SPSとサーバー間の接続の送信元IPアド

レスとして、SPSのIPアドレスやクライアントのIPアドレスを指定できます。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イストランスペアレントモードを含む）では

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

理者はルーティング設定を変更して（トラフィックをSPSに転送しないように）SPSを無効化

できます。 

 監査される接続に新しいポートや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できます。そのような行動を検出

する、追加の対策が必要です。 
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2.7.3 ノントランスペアレントモード 

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（踏み台ホスト、ジャンプサーバ

ー）として機能します。特権IDユーザーはSPSのみを接続先とし、サーバーへ直接接続できま

せん。サーバーや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通すよう設定

する必要があります。SPSは要求された接続パラメーター（ユーザーのIPアドレスや接続先の

IPアドレスとポート番号）に基づいて、接続先と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、基本的には制御された（サーバー管理用やセッションを監視

された）トラフィックだけがSPSを通ります。SPSが故障した場合でも、サーバ上で実行されてい

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。 

 メモ： 

ノントランスペアレントモードは、一般的な（検査されないプロトコルの）トラフィックが非常に

多く、SPS が転送しきれない場合に非常に有益です。 

 

 メモ： 

接続先(Target)のホスト数が多い場合、設定の検証が失敗する可能性があります。ノントラ

ンスペアレントモードでのコネクションポリシーでは、[Target]>[Use fix address]の使用はお

控えください。[Inband destination selection]インバンド宛先選択やトランスペアレントモード

等の、アドレスを動的指定できるオプションを使用するように検討してください。 

 

Figure: 10 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一緒に利用されることが多いモードです。

詳細は、「インバンド宛先選択」を参照してください。 
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2.7.4 インバンド宛先選択 

インバンド宛先選択によりコネクションポリシーが１つで済みます。クライアントがユーザー名

に接続先サーバー名を追加する（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なります。SPSはユーザー名からターゲットサーバーの

アドレスを抽出して、接続を転送します。 

Figure: 11  インバンド宛先選択の動作イメージ 

 

クライアントアプリケーションの一部ではユーザー名に’@’（アットマーク）や’：’（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。 

 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や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

スとポート番号の区切りに角括弧（[]）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は、「RDP接続でのインバンド宛先選択」を参照して

ください。 
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インバンド宛先選択の使用例は、「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際、SPSは以下のよう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。 

2.8.1 SSHを使用した SPS経由のサーバー接続 

ここではSSHクライアントがSPS経由でサーバーに接続する時、何が発生するのか、SPSのさ

まざまなポリシーや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、インバンド宛先選択を使用した場合のシナリオは、こちらでは説明していま

せん。 

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。 

まずクライアントのIPアドレスと、接続を希望するサーバーのIPアドレスとポート番号をチェ

ックします。これらのパラメーターとSPSのコネクションポリシーが一致した場合、SPSは接

続手順を進めます。その他の接続は（ポリシーに合わなければ）SPSによって無視される

か、（監視対象のプロトコルでなければ）単純にパケットレベルで転送されます。 

ここで一致したコネクションポリシーの設定とパラメーターが使われます。 

 メモ： 

SPS はコネクションポリシーのリストの最初（上）から順に、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した最初のコネクションポリシーが接続に使

われます 

詳細は、「接続設定」を参照してください。 

 

3 SPS はコネクションポリシーの[Target]パラメーターに基づいて、接続先を選びます。ここ

ではネットワークアドレス変換が可能です。詳細は、「送信元アドレスの変更」を参照してく

ださい。 

4. SPSはコネクションポリシーの[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。詳細は、「送信元アドレスの変更」を参照してください。 



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

5. クライアントはコネクションポリシーで指定された認証ポリシーの認証方式を使って自身を

認証します。接続ごとに異なる認証ポリシー（と認証方式）が利用可能です。認証ポリシー

で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できます。ま

た、SPS内のローカルなユーザーデータベースだけでなく、外部のLDAPサーバー（例：

Microsoft Active Directory）やRADIUSサーバーでユーザー認証できます。これらはクライ

アントがサーバーと通信するために確立した同じ接続で行われるため、このユーザー認

証はインバンド認証と言えます。 

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。詳細は、「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、サーバーへの接続の前に追加情報

の提供を要求されることがあります。AA pluginの詳細は、「外部の認証および承認システ

ムとの連携」を参照してください。プラグインが接続時のユーザー名を設定したり書き換え

る場合、ユーザーマッピングポリシーとコネクションポリシーを設定する必要があります。

詳細は、「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]オプションがコネクションポリシーに設定されている場合、ユー

ザーがSPSのwebインターフェース経由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。これをSPSではアウトバンド（Out-of-band）認証と呼んでおり、接続ごとに

実行されます。詳細は、「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]オプションがコネクション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を参照します。ゲートウェイグループに所属するユーザーに対

して、サーバー接続でのリモートユーザー名（例えばroot）を使う許可が有るのかチェック

します。詳細は、「ユーザーマッピングポリシーの設定」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、接続の制限が設定された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る使用時間帯の制限などです。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。詳細は、「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に関しては、SPSはコネクションポリシーで指定されたチャネルポリシーの[From]（ク

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

「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として以下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はコネクションポリシーの[SSH Control] > [Settings]に従って、プロトコルの

パラメーター（例えば暗号化のパラメーター）をやりとりします。 

c. SPSはクライアントにSSHホストキーを提示します。これはSPSで生成されたもの

か（SPSで利用可能ななら）サーバーのホストキーです。 
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重要： 

[Connection policy] > [SSH Settings]で RSA キーのみ有効とする場合は、クライ

アントに提示する RSA キーをコネクションポリシーに設定する必要があります。 

 

d. コネクションポリシーの[Server side hostkey settings]オプションに従って、サー

バーのホストキー（[SSH Control] > [Server Host Keys]ページを参照）や証明

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。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。詳細は、「サーバーホストキー」を参照してください。 

10. SPSは以下のデータを使用して、サーバーでの認証を行います。 

 クライアント側で認証中のクライアント情報 

 SPSのローカルか、外部の資格情報ストア（詳細は、「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[User Lists]を使った[Gateway groups]や[Remote groups]の制限

が設定されている場合、SPSはユーザーがサーバーにアクセスできるかチェックしま

す。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、必要に応じて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。詳細は、「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適用された[Time policy]をチェックします。チャネルは許可

された時間帯で開放されます。 

 メモ： 

サーバーへのアクセス可能時間帯を指定するにはタイムポリシーを使って

ください。 

 

12. サーバー側や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

は任意のチャネルタイプ（例えばシェルやSCP、RDPのクリップボードなど）を利用できま

す。 

13. 4-eyes認証（第三者認証）がチャネルポリシーに設定されている場合、承認者がクライア

ントのサーバー接続を許可するまで、クライアントのSSHセッションのプロセスは一時停止

します。そのセッションの許可を誰が担当するのかはコネクションポリシーの[Access 

Control]で設定します。詳細は、「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操作を始めます。接続情報は、[Search]画面で参照できるよ

うになります。 

 チャネルポリシーで監査が有効（Record audit trail）で、かつコネクションポリシーでの

監査ポリシーに暗号化が指定されている場合、SPSは通信全体を暗号化して監査証

跡に記録します。詳細は、「チャネルポリシーの作成と変更」や「監査ポリシー」を参照

してください。 
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 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

接続を監視します。アラートを発信したり、ユーザーの不正行動時に接続を切断させ

たりします。詳細は「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いた場合、SPSはそのチャネルが許可されてい

るかどうかを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、4-eyse認証による終了など）すると、SPSは監査証跡

の内容をインデクス化します（チャネルポリシーの[Record audit trail]オプション

やコネクションポリシーの[Enable indexing]オプションが有効の場合）。 

b. SPSはネクションポリシーでバックアップやアーカイブポリシーが設定されてい

る場合、監査証跡やデータのバックアップ作成やリモートサーバーへアーカイ

ブします。詳細は、「データとコンフィグレーションのバックアップ」や「アーカイブ

とクリーンアップ」を参照してください。 

c. [Delete search metadata from SPS after]の期間が過ぎた場合、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 

ここでは、RDPクライアントがSPS経由でサーバーに接続する時、何が起こるかや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

ます。 

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アドレスや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

れたコネクション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。 

ここで一致したコネクションポリシーの設定とパラメーターが使われます。 

 メモ： 

SPS はコネクションポリシーのリストの最初（上）から順に、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した最初のコネ

クションポリシーが接続に使われます。 
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詳細は、「接続設定」を参照してください。 

 

3. SPSはコネクションポリシーの[Target]パラメーターに基づいて、接続先を選びます。ここ

ではネットワークアドレス変換が可能です。詳細は、「宛先アドレスの変更」を参照してくだ

さい。 

4. SPSはコネクションポリシーの[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。詳細は、「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、サーバーへの接続の前に追加情報

の提供を要求されることがあります。AA pluginの詳細は、「外部の認証および承認システ

ムとの連携」を参照してください。プラグインが接続時のユーザー名を設定したり書き換え

る場合、ユーザーマッピングポリシーとコネクションポリシーを設定する必要があります。

詳細は、「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、クライアントアプリケーションがコネクションポリシーの[RDP Settings]で指定され

たRDPプロトコルのバージョンを使用しているチェックします。プロトコルのバージョンごと

に暗号方式が異なるため、それぞれ違う設定が必要となります。 

7. サーバー側の接続を確立する前に、接続の制限が設定された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る使用時間帯の制限などです。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。詳細は、「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。 

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はコネクションポリシーの[RDP settings]をもとに、接続のプロトコルパラメーター

（例えば、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

ーバー側や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にDrawingチャネルを通します。 

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[User Lists]を使った[Gateway groups]や[Remote groups]の制限

が設定されている場合、SPSはユーザーがサーバーにアクセスできるかチェックしま

す。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、必要に応じて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。詳細は、「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適用された[Time policy]をチェックします。チャネルは許可

された時間帯で開放されます。 

 メモ： 

サーバーへのアクセス可能時間帯を指定するにはタイムポリシーを

使ってください。 
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11. [Gateway authentication]オプションがコネクションポリシーに設定されている場合、ユー

ザーがゲートウェイ認証されるまで、SPSは接続プロセスを一時停止します。これはアウト

バンド認証と呼ばれ、セッションごとに実行されます。詳細は、「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。詳細は、「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 

 SPSのローカルか、外部の資格情報ストア（詳細は、「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。

これは、クライアントがサーバーに再びアクセスを試みた際に、ユーザー名の確認に必要

な処理です。 

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、コネクションポリシーの[Access Control]設定で行

います。詳細は、「2.15 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操作を始めます。接続情報は、[Search]画面で参照できるよ

うになります。 

 チャネルポリシーで監査が有効（Record audit trail）で、かつコネクションポリシーでの

監査ポリシーに暗号化が指定されている場合、SPSは通信全体を暗号化して監査証

跡に記録します。詳細は、「チャネルポリシーの作成と変更」や「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

接続を監視します。アラートを発信したり、ユーザーの不正行動時に接続を切断させ

たりします。詳細は、「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いた場合、SPSはそのチャネルが許可されてい

るかどうかを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、4-eyse認証による終了など）すると、SPSは監査証跡の

内容をインデックス化します（チャネルポリシーの[Record audit trail]オプションや

コネクションポリシーの[Enable indexing]オプションが有効の場合）。 

b. SPSはコネクションポリシーでバックアップやアーカイブポリシーが設定されてい

る場合、監査証跡やデータのバックアップ作成やリモートサーバへアーカイブし

ます。詳細は、「データとコンフィグレーションのバックアップ」や「アーカイブとクリ

ーンアップ」を参照してください。 
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c. [Delete search metadata from SPS after]の期間が過ぎた場合、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。 

2.8.3 RDゲートウェイを使用した SPS経由のサーバー接続 

ここでは、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、何が起こるのか、SPSのさまざまなポリシーやコンフィ

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。詳細は、「RDP

接続でのTLS暗号化の有効」を参照してください。 

1. クライアントはリモートデスクトップ(RD)ゲートウェイのポート443番に接続します。ここでの

RD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のコネクションポリシーではエイリアスIPを設定し、[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RDゲートウェイ（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でのインバンドの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。詳細は、「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「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 アーカイブとバックアップの概念 

SPSはデータのエクスポート、バックアップ、保存ができます。また、ログファイル、コアダンプ、

トラブルシューティングに必要なバンドルデータも作成できます。 
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Figure: 12 アーカイブとバックアップの概念 

 

 

これらの詳細は以下のセクションで説明します。 

 [Configuration export]：コンフィグレーションエクスポート 

 [System backup]：システムバックアップ 

 [Connection backup]：接続バックアップ 

 [Connection archive]：接続アーカイブ 

 [Support bundle]：サポートバンドル 

 [Debug logs]：デバッグログ 

 [Connection logs]：接続ログ 

 [Core dump files]：コアダンプファイル 

2.9.1 コンフィグレーションエクスポート 

SPSの設定は、[Basic Settings] > [System] > [Export configuration]からPCのローカルに保

存できます。この操作はポリシーで自動化できない1回のみのアクションです。ただし、システ

ムバックアップにはコンフィグレーションエクスポートも含まれ、スケジュール指定すればバック

アップサーバーに自動保存できます。 
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コンフィグレーションエクスポートファイルは、gzipで圧縮されたアーカイブファイルです。

Wndowsプラットフォームでは一般的なアーカイブマネージャーで解凍できます。 

ファイル名は<hostname>-<YYYYMMDD>T<hhmm>.configで、パスワードでの暗号化やGPG暗

号化した場合、-encryptedまたは-gpgが各ファイル名の語尾に追加されます。設定のエクス

ポートデータには機密情報が含まれるので、エクスポートでは暗号化することを強く推奨しま

す。 

設定をエクスポートする目的 

 設定値を手動で保存 

 SPS再インストール時の設定リストア 

 設定を別マシンに読み込ませて同構成のSPSを作成 

エスクスポートした設定ファイルの内容 

 設定のXMLデータ 

 設定変更の履歴。変更情報は[AAA] > [Accounting]でも確認できます。 

 以下のような証明書： 

 CA証明書 

 TSA証明書 

 署名CA 

 保存されているキーファイルのうち以下のようなもの： 

 信頼されたキー 

 ユーザーキー 

 RDP RSAキー 

 [User Menu] > [Preferences]で設定されたユーザー環境設定 

 [User Menu] > [Private Keystore]で設定された秘密鍵ストアの証明書と対応する秘密

鍵。[Permanent keystore]で保管されたもののみエクスポートされます 

 [Reporting] > [Configuration]で設定されたカスタムレポートロゴ 

 プラグインとプラグインが保持するデータ 

 [Policies] > [Credential Stores]で設定されたローカルの資格情報ストア(SQLiteデータベ

ース)。 

2.9.2 システムバックアップ 

システムバックアップにはコンフィグレーションエクスポートファイルも含まれ、スケジュール指

定すればバックアップサーバーに自動保存されます。このファイルには機密情報が含まれる
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ので、エクスポート時に暗号化することを強く推奨します。暗号化の詳細は、「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。 

システムバックアップの詳細は、「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。実行には以下の2つのプロセスが必要です。 

1. [Policies] > [Backup & Archive/Cleanup] > [Backup policies]で、バックアップポリシーを

作成します。 

2. [Basic Settings] > [Management] > [System backup] > [System backup policy]で、シス

テムバックアップのポリシーを適用します。 

[Encrypt the configuration]をチェックします。 

バックアップデータからリストアする方法については、「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。 

システムバックアップの目的  

 障害発生時のリカバリー 

システムバックアップデータの内容 

 コンフィグディレクトリ[config directory]： 

[configuration export]のファイルが作成されます。 

 dbディレクトリ[db directory]：  

SPSの接続メタデータのデータベースからのダンプです。1つの.sqlファイルが毎日実ダン

プで上書きされます。 

 reportsディレクトリ[reports directory]： 

[Reporting] > [Reports]でアクセスできる、スケジュールされた各daily、weekly、monthlyシ

ステムレポートがpdfファイルで保存されます。 

 rrdディレクトリ[rrd directory]： 

内部のシステムモニターツール(Munin)の出力ファイル。これらは、[Basic Settings] > 

[Dashboard]ページにグラフ/チャートを生成するのに使用されるファイルです。 

 sqlディレクトリ[sql directory]： 

内部SQLiterデータベースです。例えば、レポートに関するメタデータなどです。 

2.9.3 コネクションバックアップ 

コネクションバックアップはいわゆるデータのバックアップで、証跡ファイルや接続メタデータが

その範囲です。ポリシーのスケジュールを設定し、バックアップサーバに保存します。 

接続バックアップの詳細は、「データバックアップの作成」を参照してください。実行には以下の

3つのプロセスが必要です。 
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1. まず、[system backup]を作成します。データバックアップのリストアは、システムの設定と

メタデータが一致した場合にのみ動作します。つまり、リストア時はシステムバックアップを

戻すのが一番最初となります。 

2. [Policies] > [Backup & Archive/Cleanup] > [Backup policies]で、バックアップポリシーを

作成します。 

3. [Protocol Control] > [Connections]に移動し、バックアップするコネクションを選び、

[Backup policy]で作成したバックアップポリシーを選択します。. 

例えば、ハードウェアの交換のような、バックアップから設定とデータをリストアする手順の詳

細は、「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。 

コネクションバックアップの目的  

 ファイル共有：SPSが生成しインデックス化した監査証跡ファイルやコネクションのメタデー

タを外部サーバーに保存します。これはファイルの（移動ではなく）コピーです。 

 障害対策：ハードウェアを交換する場合、コンフィグレーションエクスポートの作成、システ

ムバックアップと接続バックアップの作業は必須です。 

 環境移行：他のSPSにデータを移し替えてを同じ設定、データのSPSを構築します。 

コネクションバックアップの内容 

 監査証跡ファイル：特権IDユーザーの操作を記録した監査証跡ファイル（.zatファイル）で

す。監査証跡の詳細は、「監査ポリシー」を参照してください。 

 監査証跡のインデックスデータ：監査証跡を検索可能にするためインデックス化したデー

タです。詳細は、「監査証跡のインデックス」を参照してください。 

 メモ： 

監査証跡とインデックスファイルの容量は巨大なため、コネクションバックアップには

同じく巨大なストレージの容量を必要とします。バックアップに十分な空きディスク容

量があることを確認してください。 

2.9.4 コネクションアーカイブ 

コネクションアーカイブは、データアーカイブとも呼ばれ、証跡ファイルと接続メタデータが含ま

れます。コネクションバックアップと同じく、スケジュール指定に従ってアーカイブサーバーに保

存されます。 

アーカイブはデータをSPSから外部ストレージに転送するソリューションです。クリーンアップは

古いファイルを削除します。アーカイブされたデータは検索でき、アクセスも可能ですが、リスト

アには使えません。 

接続アーカイブの詳細は、「アーカイブとクリーンアップ」を参照してください。実行には2つのプ

ロセスが必要です。 
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1. [Policies] > [Backup & Archive/Cleanup] > [Archive/Cleanup policies]で、アーカイブポ

リシーを作成します。 

2. [<Protocol name> [Control] > [Connections]に移動し、アーカイブする接続を選択しま

す。[Archive/Cleanup policy]フィールドに前手順で作成したアーカイブポリシーを選択し

ます。. 

 

注意： 

データ損失の危険性 

データをアーカイブしている場合は、使用したアーカイブ ポリシーを絶対に削除しないでく

ださい。削除した場合は、アーカイブされた監査証跡ファイルに検索画面からアクセスでき

なくなります。 

アーカイブポリシーを「リメイク」しないでください。つまり、アーカイブポリシーを削除してか

ら、同じ名前で別のパラメーターを使用して別のポリシーを作成しないでください。データに

アクセスできなくなり、問題の根本原因の特定が複雑になります。 

接続パラメーターを変更したい場合（例えばストレージサーバーを移行する場合）、共有コン

テンツとファイル権限が変更されていないこと、アーカイブやバックアップタスクが実行され

ていないことを確認する必要があります。 

アーカイブにネットワーク共有先を追加する場合は、以下の手順で進めます。 

1 追加する SMB/NFS ネットワーク共有を準備します。 

2 新しいアーカイブポリシーを作成して、このネットワーク共有を指定します。 

3 接続ポリシーにこのアーカイブポリシーを設定します。 

4 既存のアーカイブポリシーを変更せず、そのままにしておきます。 

サーバー側でネットワーク共有の容量を拡張しても問題ありません。 

 

コネクションアーカイブの目的  

 監査証跡ファイルや接続メタデータを外部サーバーに移動します。これはデータファイル

の（コピーではなく）移動です。アーカイブされたデータは検索でき、アクセスもできますが

リストアすることはできません。 

 SPS本体のディスクスペースを空けます。 

コネクションアーカイブの内容 

 監査証跡：特権IDユーザーの操作を記録した監査証跡ファイル(.zat)です。監査証跡の詳

細は、「監査ポリシー」を参照してください。 

 監査証跡のインデクスデータ：検索用の監査証跡のインデックスデータです。詳細は「監

査証跡のインデックス」を参照してください。 
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2.9.5 サポートバンドル 

サポートに際して、システムの状態とデバッグ情報が必要な場合があります。ボタン一つで自

動作成されるサポートバンドルにはログファイル、SPSのコンフィグレーションエクスポートファ

イルや様々なシステムの情報が含まれます。サポートバンドルを作成するには、[Basic 

Settings] > [Troubleshooting] > [Create support bundle]に移動します。 

エクスポートされたファイルはzip圧縮されています。 

エクスポートされたファイル名は、debug_info-<hostname>YYYYMMDDHHMMです。鍵ファイル

やパスワードのような機密情報データは設定ファイルから自動的に除去されます。 

サポートバンドルの詳細は、「エラーレポートのログとシステム情報の収集」を参照してくださ

い。 

サポートバンドルの目的  

 トラブルシューティングやデバッグ目的で、過去1週間のシステムの状態や情報を収集し

ます。 

 エラーを再現し、再現期間のデータを生成し特定のエラーに関する情報を収集します。エ

ラーに関するトラブルシューティングとデバッグ目的に使用します。 

サポートバンドルの内容 

 過去1週間のデバッグログ、接続ログ、OSログ（1日1ファイル）。1日にイベントが大量に

発生した場合、サポートバンドルのログファイルから接続ログが除去されます。この場

合、完全なログファイルは（シェルを使って）/var/log/messages-<day>だけです。 

 コンフィグレーションエクスポートファイルから以下のデータを抜粋したもの 

 コンフィグレーションXMLファイルから鍵やアカウント情報等を抜いて匿名化したもの 

 プラグイン 

 システムの情報(バージョン、集計情報、メモリ使用率、システム警告など) 

 coreファイルのリスト。もし有れば、システムがクラッシュした可能性があります。 

 RAIDコントローラーの情報 

 アップグレードのログ 

 ダッシュボードのデータ 

2.9.6 デバッグログ 

接続に関連しないイベント（例えば、webインターフェースでの操作など）のログを取るには、

[Basic Settings] > [Management] > [Verbose system logs] > [Enable]でデバッグモードを有効

にします。 
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これらのログファイルは/var/log/scb-<day>で利用可能です。 

デバッグログの目的  

 webユーザーインターフェースに関連した問題を調査します。 

デバッグログの内容 

 SPSのwebインターフェースの操作ログ 

 システムデーモンのログ 

 定期実行されるcronのログ 

2.9.7 コネクションログ 

コネクションログは、過去1週間のすべての接続に関連する情報を含みます(1日1ファイル)。1

ファイルに1日のすべてのコネクションの、すべてのログが含まれます。 

ログレベルはプロトコルごとに個別に設定できます。ログレベルを変更するには、[<Protocol 

name>] > [Control] > [Global Options]に移動します。 

これらのログは/var/log/zorp-<protocol-name>-<day>で利用可能です。 

 メモ： 

ログレベルの範囲は 1(ログ無し)から 10(詳細)で、レベル 4 がデフォルトです。複雑な問題をデ

バッグするには、レベル 7 に上げる必要があるかもしれません。これ以上のレベルは極端なケ

ースの場合にのみ使われます。 

 

 

注意： 

高いログレベルは大量のログを生成するためマシンに高い負荷をかけます。 

ログレベルを 8～10 にすると、すべての接続で高い機密性データ(プレーンテキスト形式で

パスワードや秘密鍵のような)がログに含まれます。 

 

コネクションログの目的 

 ベンダーがコネクションに失敗した理由を調査するため 

コネクションログの内容 

 接続の成功/失敗のイベント 

 コネクションに関係するイベント 
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2.9.8 コアダンプファイル 

システムの重要なソフトウェアコンポーネント（ファイアウォールサービスのZorpなど）が何らか

の理由でクラッシュした場合、コアダウンプファイルが自動的に生成されます。コアダンプファ

イルの生成にアラートを紐付けしている場合、アラートe-mailやSNMPトラップが発信されま

す。詳細は、「SPSのシステム監視設定」と「システムログや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のリストを表示しダウンロードするには、[Basic Settings] > 

[Troubleshooting] > [Core files]に移動します。. 

コアダンプファイルの詳細は、「システムの問題に関するデータ収集」を参照してください。 

コアダンプファイルの目的  

 システムクラッシュに関する理由を調査します。 

コアダンプファイルの内容 

 あるタイミングのメモリの状態を記録したもの。一般的には、プログラムがクラッシュした

時点でのメモリの内容。 

2.10 監査範囲の最大化 

特定の状況では、SPSは設定に基づいた制限下でネットワークトラフィックを検査や監査しま

す。 

以下のようにジャンプホストを使う場合、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: 13 ジャンプホストを経由したリモートサーバーへの接続 

 

次のように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るとします（例：SCPを

使用したファイルコピー）。この場合、最初に確立したクライアントからサーバーの流れとは逆

に、接続方向が切り替わります。 
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Figure: 14 逆方向のファイル操作 

 

このような状況下では、SPSは以下の機能が働きません。 

 コネクションでのチャネルの制限 

 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環境での、リモート

サーバーでの認証 

そういった状況でもすべての接続を監査したい場合は、次のコネクションポリシーを追加してく

ださい。 

 ターゲットサーバーや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 

2.11 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。ネットワークでIPv4やIPv6の両方のアド

レスを定義し、IPv4や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
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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

できます。 

 メモ： 

ICA 接続の IPv6 サポートは、現状では実験的な機能です。 

 

SPSはIPv6の表記方法にしたがって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。例えば以下のアドレスがあるとします。 

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(例えば443)を併記する場合は、以下のように表記します。 

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

SPSの検索ページでは、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いますが、IPv4とIPv6のネ

ットワーク範囲の違いに注意してください。IPv4ではプレフィックス’/32’は単一アドレスを指し

ますが、IPv6ネットワークではプレフィックスを’/128’に指定します。 

2.12 SSHのホストキー 

SSH通信のSSHサーバーがプレーンテキストなホスト鍵やX.509証明書と公開鍵暗号方式を使って

認証します。クライアント認証でも公開鍵暗号方式を使えます。リモートサーバーの証明はホストキ

ーや証明書を認証することで確認できます。 

SPSを経由してサーバーに接続する場合、クライアントはSPSが用意したホストキーや証明書を使

います。このキーはSPS自身のホストキーか、SPSにアップロードされたサーバーの秘密鍵のいず

れかです。後者の場合、クライアントにとっては通常の手順と違わないため、サーバーではなくSPS

と通信していることに気づきません。 
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2.13 SSHの公開鍵認証を使用したクライアント認証 

クライアントの認証で公開鍵認証を利用するには、秘密鍵や公開鍵（やX.509証明書）が必要

です。 

まず、ユーザーの公開鍵はクライアント側のSSH接続でユーザーを検証するのに必要です。ク

ライアントが提示したキーはSPSに保管されていた鍵と比較されます。SPSはサーバー側の接

続でサーバーを認証した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

ポートしなければ認証は失敗します。SPS が公開鍵（や X.509 証明書）を LDAP データベー

スにアップロードする方法もあります。 

 

2.14 ゲートウェイ認証のプロセス 

ゲートウェイ認証がコネクションで要求されている場合、ユーザーはSPSでも認証されなくては

いけません。 

ゲートウェイ認証のプロセスは以下の2種類です。 

 アウトオブバンド：各プロトコルでの入力とは別に、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側で認証データベースとやりとりしなくても（サポートされていなくて

も）、集中型の認証データベース（例えば、LDAP、あるいはRADIUS）のように認証できま

す。また、一般的なユーザー名（例えば、root、Administratorなど）を使用したコネクション

を、実際のユーザーアカウントと紐付けできます。 

 インバンド：インバンドが可能なプロトコルであれば、コネクション要求時の情報を認証デ

ータベースとの通信に使用します。 

SPSのwebインターフェースを使わずインバンドでゲートウェイ認証できるのはSSH、RDP

やTelnetプロトコルです。 

SSHや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は、「クライアント

側の認証設定」を参照してください。 
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RDP接続では、SPSがリモートデスクトップゲートウェイ（RDゲートウェイ）として動作してい

る場合、インバンドゲートウェイ認証が必要です。この場合、クライアントはドメインコントロ

ーラーかローカルユーザーデータベースで認証されます。詳細は、「RDP接続でのTLS暗

号化の有効」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が可能

です。 

Figure: 15 ゲートウェイ認証イメージ 

 

ゲートウェイ認証のプロセスは以下の通りです。 

1. ユーザーはクライアントから接続を開始します。 

2. ゲートウェイ認証が必要なら、SPSは接続処理を一時停止します。 

3. アウトバンド認証の場合：ユーザーはSPSのwebインターフェースにログインし、一時停止

している接続のリストからそれを探して有効にします。認証要求しているクライアントと、

Web認証するクライアントで同じIPアドレスを求める設定もできます。 

インバンド認証の場合：SPSはゲートウェイ認証時、ユーザー名やオプションなどの資格

情報を取得します。OKならユーザーは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処理を進めます。 

 メモ： 

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

な、他の高度な認証や承認技術と併用して使用できます。 

 

2.15 4-eyes認証 

4-eyes認証が要求されている場合、（承認者と呼ばれる）ユーザーがSPSで接続を認証する

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のに必要な認証や

グループメンバーシップの要件に追加されます。（HTTPを除く）どの接続にも4-eyse認証が使

えるので、プロトコルに依存しないアウトバンド認証や監視が可能です。 
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承認者はいつでも接続を切断できますし、認証された接続の操作をリアルタイムで監視できま

す。SPSはSafeguard Desktop Player（専用アプリケーション）にトラフィックデータをストリーミン

グ転送することで、承認者（や別の監査担当者）はまるで映画を観るかのように、ユーザーが

リアルタイムにサーバー上で何をしているか監視できます。 

 メモ： 

監査担当者は Safeguard Desktop Player を実行するホスト上で、必要な復号鍵が

利用可能な場合にのみ監視できます。 

 

Figure: 16 4-eyes認証のイメージ 

 

4-eyes認証のプロセスは以下のとおりです。 

 メモ： 

4-eyes 認証は、ゲートウェイ認証やクライアント側やサーバー側での認証など、他

の認証や承認技術と併用できます。 

 

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は接続処理を一時停止します。 

3. 承認者はSPSのwebインターフェースにログインし、一時停止された接続のリストから当該

接続を探して承認します。 

4. ユーザーはサーバーに接続して認証を進めます。 

5. 監査担当者（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。 
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2.16 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3つの物理インターフェース、HAクラスターのもう一方と通信するためのHAインターフェー

ス、そしてIPMIインターフェースです。3500（ハードウェアアプライアンスの最上位モデル）に

は、さらに2つの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(10GbE)です。ハードウェアのインストールの詳細は、SPSインスト―レ

ーションガイドの「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。 

物理インターフェースに任意の論理インターフェース（エイリアスIP）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が設定できます。論理インターフェースの管理の詳細は、「論

理インターフェースの管理」を参照してください。 

ルーティングで設定されたインターフェースは、SPSのリモートバックアップやsyslogメッセージの

転送に使われます。 

 メモ： 

バックアップや syslog、SNMP メッセージ、アラートメールは専用のインターフェースの利用を推

奨します。詳細は、「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通信に予約された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アダプタを使用します。 

3500の場合、SFP+インターフェースはトラフィック監視と管理用ネットワークの両方に使用できま

す。つまり他の3つの物理インターフェースと同じ目的で使用できます。 

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

でシステムを死活監視したり、SPSのハードウェアを操作できます。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。 

2.17 HA（High availability/高可用性）のサポート 

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

たがって構成できます。HAクラスターの目的は、立地条件に依存しないロードバランシングや

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。 
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高可用性（HA）モードでは、同構成のSPS2台が同時に動作します。2台はプライマリノードとセ

カンダリノード（以前はマスターノードとスレーブノードと呼ばれていました）に分かれており、プ

ライマリノードとセカンダリノードはすべてのデータを共有します。プライマリノードが機能を停

止した場合はセカンダリノードが自動的にアクティブとなるため、サーバーへのアクセスは継

続されます。 

SPSのHAクラスターの管理の詳細は、「SPS HAクラスターの管理」を参照してください。 

SPSの運用をスタンドアローンではなく、HAクラスターで行うことを推奨します。スタンドアロー

ンのSPSは単一障害点（SPOF）となり、その障害はビジネスに重大な影響を与えるかもしれま

せん。 

2.17.1 ファームウェアと HA 

HAモードでSPSの電源を入れると、両方のノードが起動しファームウェア(OS)が読み込まれま

す。ただし、2つのノード間では、起動時に起動するサービスに違いがあります。セカンダリノー

ドは、高可用性に必要な幾つかのサービス（つまり、プライマリノードの認識とデータ同期）の

みを起動します。残りのサービス（接続の管理など）はプライマリノードでのみ起動されます。 

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

にアップグレードされます。 

2.18 SPSのバージョンとリリース 

以下のリリースポリシーがSPSに適用されます。 

 長期サポート、あるいはLTSリリース（例：SPS 6.0）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 6.0.1）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 6.1）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。 
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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：6.0）か

らフィーチャーリリース（6.1）へアップグレードすると、つぎの LTS バージョン（この場合 7.0）

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。 

2.19 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ルは非常に詳細で、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 : 17 SPSのユーザー認証イメージ 
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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。 

 メモ： 

ハードウェアの開梱と設置の詳細は、SPS 6 LTS インスト―ルガイドの「SPS ハード

ウェアインストールガイド」を参照してください。HA の SPS クラスターを構成する方

法の詳細は、SPS 6 LTS インスト―ルガイドの「2 つの SPS ユニットを HA モードで

のセットアップ」を参照してください。 

3.1 SPSへの初期設定 

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できます。 

 メモ： 

サポートブラウザの詳細は、「サポート Web ブラウザと OS」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やセキュリティ設定

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

ーフェースの詳細は、「ネットワークインターフェース」を参照してください。 

 メモ： 

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
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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を作成する詳細は、「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を作成する詳細は、「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

レスを変更できます。 

 

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。 
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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。

 

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。
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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。

 

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。 

 

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。 

 

注意： 

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
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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. 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イスのIDで、通常はeth0、あるい

はeth1です。 

2. 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。 

3. 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 

4. 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。 
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3.1.3 SPSの IPアドレスの作成（Linux）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設定するには、以下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は、「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、「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。 

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。 

3.1.4 標準インターフェース以外からウェルカムウィザードにアクセス 

[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
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詳細は、「ネットワーク設定」を参照してください。 

インターフェース１以外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、[Physical interface 1]にその IP アドレスを使用しないでください。さもないと、ウェ

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のインターフェイス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。 

 メモ： 

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。 
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2. 初めてSPSを設定する場合は、[Next]をクリックします。 

Figure 18: 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設定をインポートできます。この機能を使用して、リカバリー後に

設定のリストアや新しいデバイスへのマイグレーションが可能です。 

 

注意： 

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

エクスポートや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。 

 メモ： 

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。 

設定のバックアップを使ってリストアする詳細は、「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
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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。 

Figure 19 EULAとライセンスキー 
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a. End User License Agreement(EULA)を読んで、[I have read and agree with the 

terms 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。 

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。 

 メモ： 

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インターフェイスを使用して、後で

変更できます。 
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Figure 20 ネットワークの初期設定 

 

a. [Physical interface EXT or 1 — IP address]：SPSのインターフェイス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。 

IPv4アドレスを使用します。 

 メモ： 

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。 
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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(IPv4)です。 

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]：ドメイン名解決に使用されるネームサーバーのIPアドレス(IPv4)

です。 

h. [NTP server]：NTPサーバーのホスト名、あるいはIPアドレス(IPv4)です。 

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(IPv4)です。 

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(IPv4)です。 

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インターフェイスの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。 
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Figure 21:  パスワード 

 

 メモ： 

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できま

す。 

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

 

a. [Admin password]：SPSのWebインターフェイスにアクセスできる、adminユーザの

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。 

 メモ： 

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。 

 

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できます。詳

細は、「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。 
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Figure 22 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やコモンネームとして使われます。 

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。 

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。 
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Figure 23  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 24 秘密鍵のアップロード 

 

 メモ： 

SPS は PEM(RAS と DSA)や 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。 

2048 ビット RSA キー以上を使用することを推奨します。 

 

 メモ： 

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

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キーや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 25 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できます。 
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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。 

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やノントランス

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： 

1. SPSのwebインターフェースにログインします。 

Figure 26 最初のログイン 

 

a. SPSのWebインターフェイ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

ルカムウィザードでインターフェイス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[Certificate]セクション(「webインターフェース証明書の作

成」の手順6)で作成された証明書が表示されますので、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［Setting the administrator 

password］で設定したパスワードを入力します。 
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 [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） 

 メモ： 

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 27 トランスペアレントモードのSSH接続設定([SSH Control] > [Connections]) 
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 [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]フィールドにサーバの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。 
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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） 

 メモ： 

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 28 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。 

 [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。 
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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. [Search]に移動して、検索インターフェイスにアクセスします。 

Figure 29 検索インターフェース 

 

7. [Search]ページで再生するセッションを見つけます。 

検索条件やその他の検索関連のオプションの詳細は、「検索インターフェースの使用」を

参照してください。 
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Figure 30 検索 セッション詳細 

 

[session info]ウィンドウやその内容に関する詳細は、「セッションの詳細表示」を参照して

ください。 

8. をクリックして、接続の詳細を表示します。あるいはテーブルビューでは をクリ

ックします。 

9. をクリックして、再生する監査証跡からビデオファイルを生成します。インデクサーの

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。ビデオが

利用可能になると、 は と に変わります。 ボタンは生成したビ

デオを削除します。ビデオファイルを削除した後、 ボタンが利用可能になり、ビデオ

を再作成できます。 

10. （オプション）暗号化された監査証跡で、必要な証明書と秘密鍵がプライベートキーストア

にアップロードされていない場合、最初に鍵をアップロードする必要があります。それらを

アップロード後、 をクリックします。 は、暗号化されたアップストリームトラ

フィック要素を復号します。それにより、生成されたビデオに表示されます。 

11. をクリックして、ビデオを再生します。プレーヤーウィンドウが開きます。 

12. 監査証跡を再生して、行動を確認します。監査証跡に関する詳細は、「監査証跡の暗号

化」、「ブラウザでの監査証跡の再生」や「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 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。 



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

4.1 サポートブラウザとオペレーティングシステム 

 

注意： 

Internet Explorer 9 および 10 の公式サポートは 2016 年 1 月に終了したため、SPS バージョン

4 F3 以降では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。詳細は、「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。 

 

 メモ： 

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 は警告表示します。 

 

 メモ： 

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。 

 

サポートブラウザ 

Mozilla FirefoxおよびGoogle Chromeの最新のバージョン、Microsoft EdgeやMicrosoft Internet 

Explorer 11以降。ブラウザはTLS暗号HTTPS接続、JavaScriptやCookieをサポートしている必要

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。 

サポートオペレーティングシステム 

Windows 2008 Server、Windows 7、Windows 2012 Server、Windows 2012 R2 Server、Windows 

8、Windows 8.1、Windows 10、Windows 2016やLinux。 

SPSのwebインターフェースはTLS暗号や高強度な暗号アルゴリズムを使用してのみアクセスで

きます。 
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マルチ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 

 メモ： 

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。 

 

Figure 31 webインターフェースの構造 

 

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。 

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、ログアウトや[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でき

ます。 

User Info 
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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 

Figure 32 User MenuとUser Info 

 

System Monitor 
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Figure 33 System Monitor 

 

以下のような、SPSに関するアクセシビリティやシステムヘルス情報を表示します。 

 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。 

 メモ： 

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

細は、「マルチユーザーとロック」を参照してください）。 
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 HTTP、ICA、RDP、SSH、TelnetやVNC：青色はトラフィックが許可されていることを示しま

す。 

 Connections：ICA、RDP、SSH、TelnetやVNCのアクティブな接続数です。HTTPの場合、

アクティブなHTTPセッション数が表示されます。 

 License：ライセンスが無効、あるいは評価版の有効期限が切れた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、ホストベースのライセ

ンスの場合は、SPSを経由してアクセスしているホスト数が、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。 

 Load 1：直近の1分間の平均システム負荷です。 

 Load 15：直近の15分間の平均システム負荷です。 

 CPU、MEM、DISK、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の現在の状態を表示します。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。 

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設定が幾つかのサブメ

ニューにグループ化されて表示されています。サブメニューのパラメーターは、ラベルのつい

たグループやセクションで構成され、以下のような青色の線で囲まれています。 
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Figure 34 メインワークスペース 

 

 ：各ページには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、有効にします。 

 ／  詳細の表示／非表示：追加の設定やオプションの表示、非表示を切り替えま

す。 

 エントリの作成：新しい行やエントリ（例、IPアドレスやポリシー）を作成します。 

 エントリの削除：行の削除やエントリ（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、ファイル（例、秘密鍵）をアップロードします。クリックすると、変更のためのポップアッ

プウィンドウが開きます。 

 ／ リストの項目移動：リスト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、条件と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]や[Port]フィールド）が一

致した最初のコネクションポリシーを選択します。 

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。 
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Figure 35 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した場合、設定を変更できるのは

その中の一人だけです。最初にログインした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ます。 

以下の図のように、警告には設定操作をロックしている管理者のユーザー名が表示されます。 

Figure 36 管理者によるコンフィグレーションロック 

 

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や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（詳細は、「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。 

 メモ： 
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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

ース経由のアクセスは完全にブロックされます。ローカルや SSH 接続は Web 接続と同じくタイ

ムアウトします。詳細は、「SPS のコンソールアクセス」を参照してください。 

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 37 ［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。 
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Figure 38 User Menu > Preferences 

 

 Show tooltips：ユーザーインターフェースで、機能のヒントを吹き出し表示します。 

 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：エントリーを誤って削除しないように、エントリーを削

除する時にポップアップウィンドウを表示します。 

 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

ジにまたがる場合、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： 
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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：コネクションポリシー 

 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 

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や名前解決の設定です。 

Interfaces： 
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Figure 39 Basic Settings > Network > Interfaces 
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SPSの物理インターフェースに割り当てられた論理インターフェース情報（VLAN ID、IPアドレス、

ネットマスクや名前）が表示されます。論理インターフェース管理の詳細は、「論理インターフェー

スの管理」を参照してください。追加で、各ネットワークインターフェース(VLANまたはネットワーク

インターフェイスカード)に個別にMTU (Maximum Transmission Unit)を設定できます。 

各物理インターフェースの速度も表示されています。インターフェースの速度を手動設定するに

は、[Speed]フィールドで値を選択します。インターフェース速度の変更については、熟練した技

術者が行ってください。 

各インターフェースの[Advanced routing]オプションを使用して、インターフェース固有のネットワ

ークルートを追加できます。それ以外の場合は、[Routing table]オプションを使用してネットワー

クルーティングを管理します。 

Routing table： 

Figure 40  Basic Settings > Network > Routing table 

 

接続先のネットワークにパケットを送る際、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。 

詳細な例は、「ルーティングテーブルの設定」を参照してください。 
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IP forwarding： 

Figure 41 Basic Settings > Network > 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

を有効にできます。詳細は、「論理インターフェース間で制御されていないトラフィックのルーティ

ング」を参照してください。 

すでに廃止されたルータ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： 

Figure 42 Basic Settings > Network > Naming 

 

 [Hostname]：SPSが稼働しているマシン名です。 

 [Nick name]：SPSのニックネームです。デバイスの区別に使用し、コアやブートのログイ

ンシェルでも表示されます。 

 [DNS search domain]：ネットワーク上のドメイン名です。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使用します。 
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 [Primary DNS server]：ドメイン名を解決するネームサーバーのIPアドレスです。 

 [Secondary DNS server]：セカンダリDNSサーバーです。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アドレスです。 

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認証のみ実行できます。 

 メモ： 

ゲートウェイ認証と 4-eyes 認証の詳細は、「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できます。 

 メモ： 

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。 

 

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。 

webインターフェースでログインアドレスを分けるには： 

1. [Basic Settings] > [Local Services] > [Web login]に移動します。 
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Figure 43 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）特定のサブネットやIPアドレスにだけ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。 

 

注意： 

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
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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. 推奨設定：[Web login (user only)]に、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の設定は、このIPアドレスからでは表示や変更はされません。 

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。 

また、IPv4だけでなくIPv6アドレスも設定できます。ただし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。 

 メモ： 

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。 

 

論理インターフェースの管理： 

1. [Basic Settings] > [Network] > [Interfaces]に移動します。 
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Figure 44 Basic Settings > Network > Interfaces — 論理インターフェース管理 
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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。 

 VLAN：論理インターフェースのVLAN IDです。（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アドレスです。 

 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] > [Primary 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。 

 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。 

 メモ： 

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範囲です。 

 （オプション）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。 

 MTU：MTU(Maximum Transmission Unit)をネットワークインターフェース(VLANまた

はネットワークインターフェースカード)ごとに設定します。デフォルト値は1500です。 

 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のルーティング 

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

を有効にできます。 

手順： 

1. [Basic Settings] > [Network] > [IP forwarding]に移動します。 

Figure 45 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モードで論理インターフェース

を使用する場合は、両方のフィールドに同じインターフェースを選択できます。 

既存のルールを削除したい場合は 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の設定 

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

の接続や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。 

ルーティングテーブルを設定 

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 46 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。. 

Figure 47  Basic Settings > Date & Time — 日付と時刻管理 
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注意： 

SPS の日付と時刻は、必ず正しく設定してください。ログと監査証跡の日付情報が不正確となり

ます。時刻が同期されなくなると、このページに警告が表示されアラートも送信されます。 

 

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。 

二つの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(IPv4)を入力します。 

3. をクリックします。 

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。 
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5. （オプション）SPSの時刻が大きくズレている場合、NTPサーバーからの日時取得に時間

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 システムログや 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できます。例えば、syslog-

ng Premium Edition、syslog-ng Store Box(SSB)、Splunk、HPE ArcSight Dataプラットフォームな

ど。 

 メモ： 

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。 
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Figure 48 Basic Settings > Management > Syslog — システムログ設定 

 

リモートサーバーにロギングするには： 

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(IPv4)とポートを入力します。 

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プロトコルをサポートしているとは限らないことに

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。 

 メモ： 

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きま

せん。 

One Identity の syslog-ng Premium Edition と Open Source Edition や 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

細は syslog-ng.com を参照してください。 
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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

ェイスの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）。 

ブートファームウェアはSPSを起動し、HAサポートを提供しコアファームウェアを開始しま

す。コアファームウェアはその他のすべて（Webインターフェイスの提供、接続の管理な

ど）を順々に処理します。 

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。 

もしくは 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、[Check server 

certificate]フィールドの[Only accept certificates issued by the specified CA 

certificate]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、

[Check server certificate]フィールドの[No certificate is required]をチェックし

ます。 

 メモ： 

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。 

 No certificate is required. If the host sends one, it must be valid and 

issued to the host：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。 

 Certificate is required. Accept any certificate：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。 

シングル証明書または証明書チェーン(チェーンの1つのメンバーが証明書に署

名したCA)のアップロードを選択できます。証明書チェーンをアップロードするに

は、証明書を1つのファイルにコピーします。[参照]をクリックしてアップロードす

るファイルを選択して、[Upload]をクリックします。あるいは、[Certificate Chain]
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フィールドに証明書を順次ペーストし、[Set]をクリックすることでもできます。証

明書は順番に並んでいる必要はありません。SPSはチェーンを並べ替え、検証

します。チェーンのメンバーが―見つからない場合、エラーメッセージが表示さ

れます。 

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。 

アップロード済みの証明書をダウンロードするには、証明書をクリックして、1つ

のPEMまたはDERファイルにダウンロードします。または、シングル証明書ファイ

ルに個別(証明書チェーンの場合)にダウンロードできます。 

c. シスログサーバーが相互認証を必要とする場合、シスログサーバーはSPSの証

明書を必要とするので、SPSの証明書を生成し、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。 

 メモ： 

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、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. 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 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）
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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。[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。 

3. 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。 

 メモ： 

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できま

す。 

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

 

4. [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アドレスを使用ししてください 

 

Figure 49 Basic Settings > Management > Mail settings — e-mail送信設定 
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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。 

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。レポートの詳細は、「レポート」を参照してください。 

9. をクリックします。 
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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。詳細は、「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。詳細は、「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。 

[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 50  Basic Settings > Management > SNMP trap settings — SNMPアラート設定 

 

2. 使用するSNMPプロトコルを選択します。 

オプション手順：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、[Community]フィールドに使用するコミュニティを入力します。 
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オプション手順：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。 

1. [Username]フィールドに使用するユーザー名を入力します。 

2. [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。 

3. [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。 

4. [Authentication password]フィールドに、使用するパスワードを入力します。 

5. [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。 

6. [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。 

 

Figure 51 Basic Settings > Management > SNMP trap settings — SNMPv3を使用したSNMP

アラート設定 
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 メモ： 

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できま

す。 

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

 

3. をクリックします。 

4. [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。詳細は、「SPSのシステム監視設定」を参照してください。 

5. 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。 
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手順： 

1. [Basic Settings] > [Local Services] > [SNMP server settings]に移動します。 

Figure 52 Basic Settings > Local Services > SNMP server settings — SNMPエージェントア

クセス設定 

 

 

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]や[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。 
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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。 

 メモ： 

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

ェイ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。 

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。 
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4.5.5 SPSでシステムロギングのカスタマイズ 

SPSはシステムロギングに、syslog-ng Open Source Edition application (バージョン3.16)を使用

します。SPS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設定の修正 

syslog-ngの設定内容を正確に理解していない限り、SPSのsyslog設定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. 設定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、設定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）。 

2. 設定ファイルを、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の設定が影響さ

れることはありません。SPSはsyslog-ng Open Source Editionのこれらの設定ファイル

を自動的にインクルードします。 

3. オリジナルの設定ファイル（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。syslog-ng OSEの設
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定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、設定に構文エラー

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の設定をリロードした

後にのみ有効になります。“syslog-ng-ctl reload”  

設定にエラーがある場合、SPSは前の設定を使用し続けます。この場合、設定を修正

してください。間違った設定の状態で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 

設定を修正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の設定ファイ

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インターフェイスを使用してSPS

にアップロードすることはできません。 

SIEM 連携 

SPSのsyslog設定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設定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。 
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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 

次の設定のスニペットは、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); 
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    parser(json); 

    destination(d_custom_remote); 

}; 

上述の設定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": 

  { 

    "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の設定をリロードします。 
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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] > [Management]で

設定したSNMPサーバーからSPSのステータス情報を照会できます。 

 メモ： 

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。詳細は、監視システムのドキュメントを参照してくださ

い。 

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、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。 
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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。 

 

Figure 53 Basic Settings > Alerting & Monitoring — ヘルス監視 

 

 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

は、「アーカイブとクリーンアップ」を参照してください。 

 メモ： 

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 インターフェイスで

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%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% free (= 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。 
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 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。 

 メモ： 

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。 

Figure 54: Basic Settings > Management > Disk space fill-up prevention — ディスクスペース

飽和防止 

 

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80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は、「アーカイブとクリーンアップ」を参照してく

ださい。 

 メモ： 

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. をクリックします。 
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5. [Basic Settings] > [Alerting & Monitoring] > [Health monitoring]に移動し、[Disk 

utilization maximum]アラートを有効にします。 

6. をクリックします。 

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、「e-mailアラート設定」と「SNMPアラート設定」を参照してください。 

 メモ： 

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。詳細は、「ディスクスペース飽和防止」を参照してください。 

ユーザーのログイン失敗をアラート送信するように設定します。[Login failed]アラートを有効にし

ます。 

 

Figure 55 Basic Settings > Alerting & Monitoring — システム関連トラップ 
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Table 1 システム関連のトラップ 

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。 
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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。 
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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。 

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、「e-mailアラート設定」と「SNMPアラート設定」を参照してください。 

Figure 56 Basic Settings > Alerting & Monitoring — トラフィック関連アラート 
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Table 2 トラフィック関連のトラップ 

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 ユーザーがコネクションポリシーで許可

されていない接続を試行しました。 
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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。 

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。 
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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コネクションポ

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。 

AMQP error 

occurred 

scbAMQPError SPSフォワードセッションデータのイベン

トキューに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。 

 

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

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や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。 
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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やその

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

やNFSプロトコルを使用するように設定できます。 

 Rsync over SSHを使用してバックアップ設定するには、「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、「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、「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： 

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（設定のバックアップ）、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。 
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 システムバックアップポリシーを設定するには、「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、「データバックアップの作成」を参照してくだ

さい。 

 メモ： 

バックアップは指定したディレクトリ内の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、詳細は「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）バックアッププロセス複数実行できるよう開始時間を追加できます。 

 

注意： 

[Start time]を追加する場合、前のバックアッププロセスが終了する前に、次のバックアッ

ププロセスが開始されないことを確認してください。 

 

4 [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。 
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5 [Copy data from SPS]ラジオボタンから[Rsync over SSH]を選択します。 

Figure 57 Policies > Backup & Archive/Cleanup > Backup policies —rsyncを使用したバックアップ

設定 

 

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。 

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。 
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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。 

Figure 58 Policies > Backup & Archive/Cleanup > Backup policies — SSHキー設定 
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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 SPSがクラスターノードの場合、[Include the Cluster Node ID in the path]にチェックしま

す。これにより、ノードIDが関連するディレクトリのパスに含まれ、クラスターノードが同じ
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場所にデータをバックアップして、お互いのデータが上書きしてデータ損失することを防ぎ

ます。さらに、ディレクトリ名にノードIDがあることで、簡単に識別できます。 

 

注意： 

SPS がクラスターノードである場合、[Include the Cluster Node ID in the path]を無効にす

ると、クラスターノード間の設定同期が設定されている場合に、データが損失する可能性

があります。 

 

14 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

[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インターフェイ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。 

 メモ： 

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。詳細は、「SPS のシステム監視設定」を参照してください。 

 

15 をクリックします。 

16 接続にバックアップポリシーを割り当てます。「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 

[Copy data to a remote server using 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。 

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
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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 

ポータルから取得できます。 

 メモ： 

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。 

 

 

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) '2010/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。 

 

 

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。 

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。 
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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） 

バックアッププロセス複数実行できるよう開始時間を追加できます。 

 

注意： 

[Start time]を追加する場合、前のバックアッププロセスが終了する前に、次のバックアッププロ

セスが開始されないことを確認してください。 

 

4. [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。 

5. [Copy data from SPS]ラジオボタンから[Copy data to a remote server using SMB/CIFS]

を選択します。 

Figure 59 Policies > Backup & Archive/Cleanup > Backup policies —SMB/CIFSを使用したバック

アップ設定 
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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。 

 メモ： 

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できま

す。 

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

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. [Protocol version]フィールドで、SPSとサーバーを接続するのに使用するSMBプロトコル

を選択します。 

11. SPSがクラスターノードの場合、[Include the Cluster Node ID in the path]にチェックしま

す。これにより、ノードIDが関連するディレクトリのパスに含まれ、クラスターノードが同じ

場所にデータをバックアップして、お互いのデータが上書きしてデータ損失することを防ぎ

ます。さらに、ディレクトリ名にノードIDがあることで、簡単に識別できます。 

 

注意： 

SPS がクラスターノードである場合、[Include the Cluster Node ID in the path]を無効にす

ると、クラスターノード間の設定同期が設定されている場合に、データが損失する可能性

があります。 

 

12. 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

[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インターフェイスにアクセスで

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。 

 メモ： 

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
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されます。詳細は、「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. 接続にバックアップポリシーを割り当てます。「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 

[Copy data to a remote server using 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。 

 メモ： 

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、[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） 

バックアッププロセス複数実行できるよう開始時間を追加できます。 

 

注意： 

[Start time]を追加する場合、前のバックアッププロセスが終了する前に、次のバックアッ

ププロセスが開始されないことを確認してください。 

 

4. [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。 
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5. [Copy data from SPS]ラジオボタンから[Copy data to a remote server using NFS]を選択

します。 

Figure 60 Policies > Backup & Archive/Cleanup > Backup policies —NFSを使用したバックアッ

プ設定 

 

6. [Target server]フィールドに、リモートサーバーのドメイン名を入力します。 

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。監査証跡バックアップはデータに、コンフィグレーションバックアップはconfigサブディレ

クトリに保存されます。 

8. 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は、「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) 

 

9. 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。 

10. SPSがクラスターノードの場合、[Include the Cluster Node ID in the path]にチェックしま

す。これにより、ノードIDが関連するディレクトリのパスに含まれ、クラスターノードが同じ

場所にデータをバックアップして、お互いのデータが上書きしてデータ損失することを防ぎ

ます。さらに、ディレクトリ名にノードIDがあることで、簡単に識別できます。 

 

注意：データ損失の危険 

SPS がクラスターノードである場合、[Include the Cluster Node ID in the path]を無効にす

ると、クラスターノード間の設定同期が設定されている場合に、データが損失する可能性

があります。 

 

11. 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

[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。 

 メモ： 

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。詳細は、「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。 

13. 接続にバックアップポリシーを割り当てます。「データバックアップの作成」を参照してくださ

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。 

 メモ： 

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は、「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。詳細は、「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。 
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Figure 61 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。 

 メモ： 

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は、

「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。詳細は、「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。 
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 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。詳細は、「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。 

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 

GPG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は、「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。 

 メモ： 

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。詳細は、「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。 
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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。 

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）することはできません。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やその他のパラメータを定義します。SPSはバック

アップサーバーへのアクセスにSMB/CIFSやNFSプロトコルを使用するように設定できます。 

 リモートサーバーにデータをアーカイブしない、クリーンアップポリシーを設定するには、

「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、「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、「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。 
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注意：データ損失の危険 

既にデータがアーカイブされたアーカイブポリシーを削除しないでください。削除するとアーカイ

ブされたデータにアクセスできなくなります。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できま

す。サーバー側でネットワーク共有サイズを拡張することも安全な手法です。 

 

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

細は、「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。 

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

は、「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、[Delete data from SPS 

after]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際には注意してください。 

 メモ： 

このポリシーは外部の CIFS または NFS サーバから既存のアーカイブを削除しません。 

 

手順： 
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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） 

クリーンアッププロセス複数実行できるよう開始時間を追加できます。 

 

注意：  

[Start time]を追加する場合、前のクリーンアッププロセスが終了する前に、次のクリーン

アッププロセスが開始されないことを確認してください。 

 

4. 収集されたデータを1日に複数回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。 

 メモ： 

次のクリーンアッププロセスを開始する前に、クリーンアッププロセスが終了していない場

合、次のクリーアッププロセスは前のプロセスが終了するまで待機します。 

 

5. [Delete data from SPS after]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. [Before deleting data from SPS]セクションで、[Just delete the data forever]にチェックし

ます。 

7. 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wWeb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。 

 メモ： 

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
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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。詳細は、「SPS のシステム監視設定」を参照してください。 

 

8. をクリックします。 

9. 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。「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 

[Move data to a remote server using SMB/CIFS]アーカイブ方式は、Message Blockプロトコル

でターゲットサーバ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。 

 メモ： 

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) '2010/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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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。 

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。 

 

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 

 

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. 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、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） 

アーカイブプロセス複数実行できるよう開始時間を追加できます。 
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注意：  

[Start time]を追加する場合、前のアーカイブプロセスが終了する前に、次のアーカイブ

プロセスが開始されないことを確認してください。 

 

4. 収集されたデータを1日に複数回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。 

 メモ： 

次のアーカイブプロセスを開始する前に、アーカイブプロセスが終了していない場合、次

のアーカイブプロセスは前のプロセスが終了するまで待機します。 

 

5. [Delete data from SPS after]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。 

 メモ： 

アーカイブされたデータは SPS から削除されます。 

 

6. [Before deleting data from SPS]ラジオボタンから[Move data to a remote server using 

SMB/CIFS]を選択します。 

Figure 62 クリーンアップとアーカイブ設定 
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7. [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。 

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。 

 メモ： 

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。 
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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. [Protocol version]フィールドで、SPSがサーバーに接続時に使用するSMBプロトコルを選

択します。サーバーは通常、以前のバージョンと下位互換があります。（例えば、version 

2.1をサポートするサーバーは、version2.0や1.0もサポートします。） 

12. 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）、コネクションポリシーの名前、最後に日付（YYYY-MM-DD形式）のディ

レクトリを作成します。 

 メモ： 

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。 

 

13. SPSがクラスターノードの場合、[Include the Cluster Node ID in the path]にチェックしま

す。これにより、ノードIDが関連するディレクトリのパスに含まれ、クラスターノードが同じ

場所にデータをバックアップして、お互いのデータが上書きしてデータ損失することを防ぎ

ます。さらに、ディレクトリ名にノードIDがあることで、簡単に識別できます。 
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注意： データ損失の危険 

SPS がクラスターノードである場合、[Include the Cluster Node ID in the path]を無効にす

ると、クラスターノード間の設定同期が設定されている場合に、データが損失する可能性

があります。 

 

14. 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[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インターフェイ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。 

 メモ： 

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。詳細は、「SPS のシステム監視設定」を参照してください。 

 

15. をクリックします。 

16. 接続にアーカイブポリシーを割り当てます。「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 

[Move data to a remote server using 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。 

 メモ： 

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。 



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

 

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。 

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） 

アーカイブプロセス複数実行できるよう開始時間を追加できます。 

 

注意：  

[Start time]を追加する場合、前のアーカイブプロセスが終了する前に、次のアーカイブ

プロセスが開始されないことを確認してください。 

 

4. 収集されたデータを1日に複数回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。 

 メモ： 

次のアーカイブプロセスを開始する前に、アーカイブプロセスが終了していない場合、次

のアーカイブプロセスは前のプロセスが終了するまで待機します。 

 

5. [Delete data from SPS after]フィールドを入力します。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。 

 メモ： 

アーカイブされたデータは SPS から削除されます。 

 

6. [Before deleting data from SPS]ラジオボタンから[Move data to a remote server using 

NFS]を選択します。 

Figure 63 クリーンアップとアーカイブ設定 
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7. [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。 

8. [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。 
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9. 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のインターフェイスの

IPアドレス。SPSのネットワークインターフェイスの詳細は、「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.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) 

 

10. 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。 

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/ 
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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）、コネクションポリシーの名前、最後に日付（YYYY-MM-DD形式）のディ

レクトリを作成します。 

 メモ： 

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. SPSがクラスターノードの場合、[Include the Cluster Node ID in the path]にチェックしま

す。これにより、ノードIDが関連するディレクトリのパスに含まれ、クラスターノードが同じ

場所にデータをバックアップして、お互いのデータが上書きしてデータ損失することを防ぎ

ます。さらに、ディレクトリ名にノードIDがあることで、簡単に識別できます。 

 

注意： データ損失の危険 

SPS がクラスターノードである場合、[Include the Cluster Node ID in the path]を無効にす

ると、クラスターノード間の設定同期が設定されている場合に、データが損失する可能性

があります。 

 

13. 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インターフェイ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。 

 メモ： 

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。詳細は、「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。 
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15. 接続にアーカイブポリシーを割り当てます。「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。 

4.8.4 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

は、「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。 

4.9 サードパーティシステムへのデータ転送 

SPSは、転送されたデータを検索、分析および視覚化するためにSplunk、ArcSightあるいは他の

サードパーティシステムにセッションデータを転送できます。 

4.9.1 Splunkフォワーダー 

Splunkフォワーダーは、Splunkにファイルベースのデータを自動的に送信しできます。SPAを使

用して、他のソースとこのデータを統合し、1つのインターフェイスから特権ユーザーのアクティビ

ティーに関するすべてのデータにアクセスできます。 
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ユニバーサルSIEMフォワーダーとは異なり、Splunkフォワーダーは、ソースやイベントのタイプな

ど様々な基準に基づいたデータを転送できます。そのため、よりリソースを必要とします。 

データを転送する前に分析あるいはデータを変更する必要がある場合、データのコンテンツに基

づいて宛先を制御する必要がある場合はSplunkフォワーダーを使用します。 

 メモ： 

SPS バージョン 5.11 以降、ユニバーサル SIEM フォワーダーは以前のバージョンのものよりも簡

単に Splunk をサポートしています。SPS を Spluk と統合する場合、Splunk フォワーダーの代わ

りにユニバーサル SIEM フォワーダーを使用することを推奨します。Splunk フォワーダーは

SPS6.4 で廃止される予定です。 

4.9.2 ユニバーサル SIEMフォワーダー 

ユニバ―サールSIMEフォワーダーは、Splunk、ArcSightあるいはその他のサードパーティシステ

ムに監査されたセッション関するデータを自動的に送信できます。メッセージはRFC3164フォーマ

ット(legacy-syslogまたはBSD-syslogフォーマットとも呼ばれる)の標準的なsyslogメッセージで

す。syslogメッセージの本文(MESSAGE部)はJSON(JavaScript Object Notation)、CEF(Common 

Event Format)またはJSON-SIMフォーマットにできます。 

5 ユーザー管理とアクセスコントロール 

AAA メニュー (Authentication, Authorization, and Accounting) では、SPSにアクセスするユー

ザーの認証、認可、およびアカウンティングの設定を制御できます。 

5.1 特権セッションユーザーのローカルでの管理 

デフォルトでは、(SPS) ユーザーは、SPS でローカルに管理されます。SPS でローカルユー

ザーを追加するには、以下の手順のすべてのステップを完了する必要があります。 

1. ユーザーを作成します。 

ローカルユーザーの作成方法の詳細については、「SPSでの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ます。 
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ユーザーグループを追加する方法の詳細については、「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. グループに特権を割り当てます。 

ユーザーグループの権限を制御する方法については、「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でのローカルユーザーの作成 

ここでは、ローカルユーザーを作成する方法を説明します。 

 メモ： 

管理者ユーザーはデフォルトで利用可能で、可能なすべての権限を持っています。admin ユー

ザーは、デフォルトで使用可能で、すべての可能な権限を持っています。このユーザーを削除

することはできません。LDAP 認証が使用されている場合、ローカルユーザーは管理できませ

ん。LDAP 認証を有効にすると、ローカルユーザーのアカウントは無効になり、 [AAA] > [Local 

Users]ページには表示されませんが、削除もされません。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ますが、グループメンバーシッ

プだけは SPS でローカルに管理する必要があります。詳細については、「RADIUS サーバーへ

のユーザー認証」を参照してください。 

 

ローカルユーザーを作成するには 

1. [AAA] > [Local Users] に移動し、 をクリックします。 

 

Figure 64. AAA > Local Users — ローカルユーザーの作成 
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2. ユーザーフィールドにユーザー名を入力します。 

 メモ： 

SSH のユーザーには、有効な UTF-8 文字列のみが許可されます。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。ユーザー名には次の文字は使用でき

ません。 <>\/[]:;|=,+*? 

 

3. [Password] と [Verify password] フィールドにユーザーのパスワードを入力します。 

パスワードの強度は、入力したパスワードフィールドの下に表示されます。パスワード

の強度のポリシーを設定するには、「ローカルユーザーのパスワードポリシーの設定」

を参照してください。 

ユーザーは、SPS Web インターフェースから後でパスワードを変更することができ、ここ

でユーザーのパスワードを変更することができます。 

強度の高いパスワードを使用します。（数字、文字、特殊文字、大文字を含む少なくと

も 8 文字） 

ローカルの SPS ユーザーの場合、強力なパスワードの使用を要求します([AAA] > 

[Settings] > [Minimal password strength] を [strong] に設定します)。 

詳細については、管理者ガイドの「ローカルユーザーのパスワードポリシーの設定」を

参照してください。 

 メモ： 

SSH のユーザーには、有効な UTF-8 文字列のみが許可されます。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。ユーザー名には次の文

字は使用できません。 <>\/[]:;|=,+*? 
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4. [Groups]の をクリックして、ユーザーが所属するグループを選択します。この手順を

繰り返して、ユーザーを複数のグループに追加します。 

ローカルユーザーのグループメンバーシップを後で変更したい場合は、ここで変更でき

ます。 

グループからユーザーを削除するには、グループの隣の をクリックします。 

5. をクリックします。 

5.1.2 SPSからのローカルユーザーの削除 

ここでは、SPS からローカルユーザーを削除する方法を説明します。 

手順： 

1. [AAA] > [Local Users]に移動します。 

2. 削除したいユーザーを見つけます。 

3. 画面の右端にある 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の設定 

SPS は、パスワードポリシーを使用して、最小限のパスワード強度とパスワードの有効期限

を強制することができます。 

制限事項： 

パスワードポリシーについては、次の重要な点に注意してください。 

 パスワードポリシーは、組み込みの管理者ユーザーには適用されません。 

 パスワード ポリシーは、ローカルで管理されているユーザーにのみ適用され、LDAP 

データベースからユーザーを管理している場合や、RADIUS サーバーでユーザーを認

証している場合には効果がありません。 
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 メモ： 

SPS は、150 文字以下のパスワードを受け付けます。次の特殊文字を使用できま

す。 !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^-`{|} 

 

手順： 

1.  [AAA] > [Settings]に移動します。 

 

Figure 65. AAA > Settings — パスワードポリシーの設定 

 

2. 認証方法がデータベースが提供するパスワードに設定されており、ユーザーデータベ

ースがローカルに設定されていることを確認します。 

 メモ： 

これらのフィールドの設定が異なる場合（LDAP または RADIUS など）、SPS はパスワード

をローカルに管理するように設定できていません。 
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3. [Password expiration]フィールドで、パスワードの有効期間を設定します。この期間を過

ぎると、SPSのユーザーはパスワードを変更しなければなりません。パスワードの有効

期限を無効にするには、「0」を入力します。 

4. パスワードの再利用を防ぐために（例えば、ユーザーが2つのパスワードを持っていて、

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だけの場合）、ユー

ザーが古いパスワードを再利用する前に、何種類のパスワードを使用しなければなら

ないかを設定します。 

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。 

 メモ： 

パスワードの強度は、パスワードの長さだけでなく、使用されている数字、文字、大文字、

特殊文字の種類などのエントロピーによって決まります。 

簡単な辞書ベースの攻撃を実行して弱いパスワードを見つけるには、[Cracklib (eg. 

Dictionary) check on password]を[Enabled]に設定します。 

 

6. をクリックします。 

 メモ： 

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後に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強度要件に準拠している

必要があります。 

5.3 ローカルユーザーグループの管理 

ローカルグループを使用して、SPS のローカルユーザーの権限（誰が何を表示・設定できる

か）を制御することができます。 

 

[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 

 どのユーザーが特定のローカルユーザーグループに属しているかを表示 

 グループメンバーシップの編集 
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ここでは、SPS からローカルユーザーを削除する方法を説明します。 

手順： 

1. [AAA] > [Group Management]に移動し、 をクリックします。 

Figure 66: AAA > Group Management – グループ管理 
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2. グループの名前を入力します。 

3. グループに所属するユーザーの名前を入力します。 をクリックすると、さらにユーザ

ーを追加できます。 

4. をクリックします。 

ユーザーグループを追加したら、次のステップでは、ユーザーグループへの特権の割

り当てを開始します。 

 

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
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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。 

 メモ： 

 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。 

ユーザー名:  /\[]:;|=+*?<>" 

グループ名:  /\[]:;|=+*?<>"@, 

 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、「RADIUS サーバーへのユーザー認証」を参照してください。 

 LDAP データベースで大文字小文字を問わない属性のマッチルールの場合、SPS は大文

字小文字を区別しないでユーザーとグループ名を取り扱います。 

 

前提条件： 

LDAP / ActiveDirectory サーバーの応答タイムアウトが 120 秒以上であることを確認してくださ

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。 

mailto:administrator@example.com
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Figure 70 AAA > Settings > Authentication settings — LDAP認証設定 

 

3. [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。 
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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 Address]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。 

 

4.  [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 Directory サーバーに接続するには[Active Directory]にチェック

します。 

ネ ス ト さ れ た グ ル ー プ を 有 効 に す る こ と が で き ま す 。 [Enable AD group 

membership check]をチェックしてから、[Enable nested groups]にチェックします。 

 

注意：  

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。 

 

ユーザー属性のグループ DNs に基づいてグループメンバーシップを確認すること

もできます。[Enable checking for group DNs in user objects]にチェックして、ユー

ザー属性名を[User attribute of group DNs]フィールドに入力(例、memberof)しま

す。 

 

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。ユーザーグループが、グループ

DNs を含むユーザー属性から決定される LDAP スキーマのみに、このオプショ

ンを使用してください。 

 

グループ属性のユーザーDNｓに基づいてグループメンバーシップを確認するには、

[Check the user DN in these groups]オプションを使用します。 

詳細については、「Active Directory LDAPバックエンド」を参照してください。 

 POSIX LDAP スキームを使用したサーバーに接続するには[POSIX]をチェックします。 

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。 
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プライマリーグループメンバーシップを確認することに加えて、[Enable POSIX group 

membership check]をチェックして、[POSIX group membership attribute name]フィール

ドを設定することで、サプリメンタリーグループメンバーシップを確認することもできます。 

ユーザー属性のグループ DNs に基づいてグループメンバーシップを確認することもで

きます。[Enable checking for group DNs in user objects]にチェックして、ユーザー属性

名を[User attribute of group DNs]フィールドに入力(例、memberof)し、オブジェクトクラ

スを[Group objectClass]フィールドに入力(例、groupOfNames)します。 

 

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。ユーザーグループが、グループ DNs を含む

ユーザー属性から決定される LDAP スキーマのみに、このオプションを使用してくだ

さい。 

 

グループ属性のユーザーDNｓに基づいてグループメンバーシップを確認するには、

[Check the user DN in these groups]オプションを使用します。 

詳細については、「Posix LDAP バックエンド」を参照してください。 

5.  [User Base DN]フィールドにユーザーに関する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、OU=People,DC=demodomain,DC=exampleinc） 

 メモ： 

このフィールドは必須フィールドです。[User Base DN]と[Group Base DN]は同じ値を使

用しても大丈夫です。 

（例、administrator@example.com） 

ただし、ユーザーとグループが保管されている LDAP サブツリーのベースを十分に短くす

ると、LDAP の動作が高速化できることに注意してください。 

 

6. [Group Base DN]フィールドにグループに関する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、OU=Groups,DC=demodomain,DC=exampleinc） 

 メモ： 

このフィールドは必須フィールドです。[User Base DN]と[Group Base DN]は同じ値を使

用しても大丈夫です。 

（例、administrator@example.com） 

ただし、ユーザーとグループが保管されている LDAP サブツリーのベースを十分に短くす

mailto:administrator@example.com
mailto:administrator@example.com
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ると、LDAP の動作が高速化できることに注意してください。 

 

7. [Bind DN]フィールドに、SPS が LDAP ディレクトリをバインドするのに使用する DN(識別

名)を入力します。 

（例、CN=Administrator,DC=demodomain,DC=exampleinc） 

 メモ： 

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.com） 

8. 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]をクリックします。 

 メモ： 

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. 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。 

Figure71 Policies > LDAP Servers — 暗号化設定 

 

 メモ： 

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。 
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 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。 

 

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 

Address]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。 

10. をクリックします。 

11. ［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： 
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1. [AAA] > [Settings]に移動します。 

Figure 72 RADIUS認証設定 

 

2. [Authentication method]フィールドで[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。 

 メモ： 
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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。次の特殊文字を使用することが

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

 

[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. をクリックします。 

 

注意：  

この設定をコミットすると、SPS のユーザーインターフェイスは 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。 

 

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 インターフェイ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。 

Figure 73 Policies > Trusted CA Lists — 信頼されたCAリストの作成 

 

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。 
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2. 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。 

3. CA 証明書をアップロードします。 

4. 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、

「認証局による証明書の検証」を参照してください。 

5. をクリックします。 

6. [AAA] > [Settings] > [Authentication settings]に移動します。 

Figure 74 AAA > Settings > Authentication settings —X.509認証設定 

 

7. [X.509]を選択します。 

8. [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。 

9. [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。 

10. 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。 

11. 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、



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

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）、

あるいは特定の操作も実行できるかどうかが設定されます。 

 メモ： 

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。 

Figure 75 AAA > Access Control — SPSのユーザー管理 
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6 SPSの管理 

このセクションでは、SPS の基本的な管理作業について説明します。 

 

SPS クラスターは以下の方法で構成できます。 

 中央検索なしでのコンフィグレーション同期 

これにより、中央管理ノードでコンフィグレーション設定を実行できます。管理対象ホストノ

ードは、定期的に設定をフェッチして独自のノードにマージします(コンフィグレーションの

同期)。中央検索は構成されておらず、中央管理ノードを含む各ノードでセッションを検索

できます。 

詳細については、「中央検索なしでのコンフィグレーション同期」を参照してください。 

 コンフィグレーション同期を使用した中央検索 

 重要： 

コンフィグレーション同期なしでの中央検索構成を持つことは推奨していません。 

 

検索マスターロールを持つ中央管理ノードを使用して、クラスターのミニオンノードによっ

て記録されたセッションデータを表示したり、クラスター内のすべてのノードを中央の 1 つ

の場所から管理したりすることができます。 

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、以下の手順を実行します。 

1. [Basic Settings] > [System] > [System control] > [This node]に移動します。 

2. 各実行ボタンをクリックします。 

[Other node]は SPS HA 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、「SPS HA 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
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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 85 Basic Settings > System > System Control — 基本管理の実行

 

 メモ： 

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。 

 

リブートプロセス中、SPS は、以下にリブートの進捗と発生した問題に関する情報を表示します。 

 SPS の web インターフェース（[Basic Settings] > [Local Services] > [Web login(admin 

and user)]で設定されている[Listening addresses]）。 

 IPMI(ILOM)またはコンソールのモニター 

ブラウザおよびコンソール上に表示される情報は同じです。 

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 86 Basic Settings > System > Traffic control — 制御されたトラフィックの無効化 
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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、「制御されたトラフィックの永久無効化」を参照してくだ

さい。 

 

 メモ： 

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、「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。 

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。.  
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・ 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の永久無効化 

 メモ： 

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、「」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 87 <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。 

 

6.2 SPS クラスターの管理 

デプロイ中に二つ以上のSPSインスタンスがある場合、クラスターとしてつなげることができま

す。これにはいくつかのメリットがあります。以下のことが可能です。 
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 ノードを中央の一か所で管理できます。 

 中央一か所で状態を監視でき、コンフィグをアップデートできます。 

 すべてのノードで記録されたセッションデータをクラスターの単一ノードから検索できます。 

 新しいノードをクラスターに追加で組み込むことでクラスターのパフォーマンスを簡単に向

上できます。 

 新しいノードをクラスターに追加で組み込むことで他のネットワークに監査を拡大できま

す。 

これらのことはクラスターの中の独立したノードに役割を追加することで行うことができます。そ

の際 SPS ノードの一つを中央管理ノードとしてその他のノードを管理できます。 

 

 メモ： 

クラスター内のすべてのノードは同一の SPS バージョンでなければなりません。 

 

 メモ： 

30 以上のインスタンスを中央管理ノードで管理するのは推奨しません。 

 

クラスター内のノードは相互に IPsec を使用して接続します。 

6.2.1 制御されたトラフィックの無効化 

以下のロールをノードに割り当てることが可能です。 

a. 中央管理 

このロールを割り当てられたノードはクラスターの中に一つのみ存在できます。 

中央管理ノードを設ける目的は同じクラスター内のノードと同期できる中央設定のノードを

持っておくことです。 

このノードの中で変更したすべてのクラスター設定（例：ロール変更、ホストのアドレス変

更等）は、他のノードに設定として取り込まれます。 

中央管理ノードにはクラスター内の他ノードのステータス情報を保持していますので、クラ

スター内のノードのヘルスチェックができます。 

ノードのステータス情報は以下を含みます 

b. 設定を取り込んだ時間、および設定を更新した時間 

c. 設定を取り込んだ際、および設定を更新した際のエラーや警告 

d. 管理対象ホスト 
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このロールは複数のノードに割り当てることが可能です。管理対象ホストのロールが与え

られたノードは中央管理ノードから設定を同期します。 

同期するのはクラスター関連の設定だけでなく、管理対象ホストは10秒ごとに自身のステ

ータス情報を中央管理ノードに送信します。 

e. 検索マスター 

このロールは１つのノードにしか割り当てることができません。 

検索マスターノードはクラスタ内でほかノードによるセッション記録をすべて検索できる唯

一のノードです。 

ただし、検索できるのは検索ミニオンロールを割り当てられたノードのみが対象です。 

 メモ： 

検索マスターロールの SPS ノードは、ネットワークトラフィックの監視、またはセッションの

記録や監査の目的のためには使用できません。 

 

このロールは中央管理ノードか管理対象ホストのノードにのみ割り当てることができま

す。 

この設定は検索マスターノードと検索ミニオンノードの設定が常に同期しているために必

要です。 

検索マスターノードと検索ミニオンノードの間に同期設定がなされていないと、検索マスタ

ーが設定した接続ポリシーに合致しないセッションデータが、検索マスターの検索インター

フェースに表示されます。 

f. 検索ミニオン 

このロールは、複数のノードに割り当てることが可能です。検索ミニオンノードが割り当て

られたノードは、中央の検索目的のためにセッションデータを検索マスターに送信します。 

検索ミニオンノードで記録されたセッションデータは、そのノードでは検索できません。でき

るのは検索マスターだけです。 

このロールは、中央管理ロールか管理対象ホストロールのいずれかが割り当てられてい

るノードにのみ割り当てることができます。 

これは検索ミニオンノードと検索マスターノードの設定が常に同期するようにするために

求められます。 

検索マスターノードと検索ミニオンノードの間に同期設定がなされていないと、検索マスタ

ーが設定した接続ポリシーに合致しないセッションデータが、検索マスターの検索インター

フェースに表示されます。 

（検索ミニオンノードで記録されたセッションデータから送信されるからです。） 



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

 ローカル検索 

このロールは複数のノードを割り当てることが可能です。ローカル検索ロールを持ってい

るノードは、ローカル検索で記録されたセッションデータを保持します。 

ローカル検索ロールのノードは自身に記録されたセッションデータを検索できますが、（割

り当てられていれば）検索マスターロールはできません。 

g. ロールなし 

ロールが割り振られていないノードは、クラスター関連要素を取り込むことのみを行いま

す。 

ロールが割り振られていないノードは、自身のステータス情報を中央管理ノードに 10 秒

毎に送信します。 

 

6.2.2 クラスター管理の有効化 

クラスター管理を起動させるためには、SPS に結合させたいすべてのノードのクラスターインター

フェースを起動させてください。 

以下の手順を、すべてのノードに適用させてください。 

 メモ： 

クラスター内のすべてのノードは、同じバージョンの SPS を使用している必要があります。 

 

前提条件： 

クラスター内のノードは相互にIPsecを使って接続をしますので、ファイアウォールのUDPポート

500および4500を開けておくことが必要です。 

手順： 

1. [Basic Settings] > [Local Services] > [Cluster Interface]に移動します。 

2. [Enable]を選択します。 

[Listening address]フィールドが表示されます。 

3. ノードにクラスターインターフェイスを選択します。 

 

Figure 88:  Basic Settings > Local Services > Cluster Interface — Enabling cluster management 
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4. をクリックします。 

6.2.3 クラスターの構成 

クラスターを構成するためには、一つのSPSノードを中央管理ノードに昇格させてからその他の

ノードを結合させてください。 

前提条件： 

クラスターに結合させたいすべてのノードのクラスターインターフェースを起動させてください。 

 

手順： 

1. ノードを中央管理ノードに昇格させます。 

a. [Basic Settings] > [Cluster management] > [Promote this node to the Central 

Management role] に移動します。 

Figure 89:  Basic Settings > Cluster management — クラスター内の中央管理ノードへの昇格 
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b. [Promote]をクリックします。 

 メモ： 

クラスター内のすべてのノードは、同じバージョンの SPS を使用している必要が

あります。 

 

追加した中央管理ノードが表示されます。 

Figure 90 Basic Settings > Cluster management — クラスター内の中央管理ノードの表示 
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REST APIを通してノードを昇格することも可能です。詳細については、REST API 参照ガイドの

「新しいクラスターで中央管理ノードへSPSノードの昇格」についてを参照ください。 

2. ノードをクラスターに追加します。 

 

注意：  

クラスター結合前に設定したコンフィグレーションは、中央管理ノードによって上書きされ

ます。例として、ポリシーやプロトコル詳細設定は管理対象ホストロールにノードを上書き

されます。管理対象ホストロールは定期的に中央管理ノードロールから設定を取り込み

ます。 

これをコンフィグレーション同期と呼びます。管理対象ホスト特有のポリシーや設定の消

失を防ぐために、コンフィグレーション同期プラグインを使用してください。これらのプラグ

インはコンフィグレーション同期の範囲を制限することが可能です。 

 

a. クラスターに結合させたいノードにて[Basic Settings] > [Cluster management]と

移動します。 

Figure 91 Basic Settings > Cluster management — クラスターへノードの結合 

 

b. [IP address of Central Management node]の場所で中央管理ノードのIPアドレス

を入力します。 

c. [Join]をクリックします。 

 メモ： 

この操作はやり直すことができません。[Join]をクリックした後まだ IP アドレスを

変更することができますが、このノードを中央管理ノードに昇格させることはでき

ません。 

 

ノードのトークンを記したダイアログボックスのポップアップが出ます。 

Figure 92 Token of node to join to cluster 
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d. トークンをコピーして[OK]をクリックします。 

e. 中央管理ノードにて、[Basic Settings] > [Cluster management] > [Add new 

node]の移動をします。 

 

f. [Token]の場所にトークンをペーストします。 

g. [Add]をクリックします。 

追加したノードは中央管理ノードのリストに表示されます。 

Figure 93 Basic Settings > Cluster management — ノードをクラスターに追加 
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クラスターに参加したノードの設定を中央管理したい場合は、管理対象ホストロー

ルを割り当ててください。 

REST API を通して追加のノードを参加させることもできます。詳細は、REST API 参

照ガイドの「クラスターにノードを参加」を参照してください。 

6.2.4 クラスターノードへのロールの割り当て 

既定ではノードにはロール（役割）が割り当てられていません。例外はそのロールを果たすため

に特別に昇格させた中央管理ノードのみです。 

クラスターのノードにロールを割り当てるためには、以下の手順を実行してください。 

手順： 

1. 中央管理ノードのwebインターフェースにて、[Basic Settings] > [Cluster management]と

移動します。このページはクラスター内のノードをすべて表示します。 

2. ロールを割り当てたいノードの隣の をクリックしてださい。割り当てが可能なロールが表

示されます。 
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3. ノードに割り当てたいロールを選択します。 

 

注意：  

クラスター結合前に設定したコンフィグレーションは、中央管理ノードによって上書きされ

ます。例として、ポリシーやプロトコル詳細設定は管理対象ホストロールにノードを上書き

されます。管理対象ホストロールは定期的に中央管理ノードロールから設定を取り込み

ます。 

これをコンフィグレーション同期と呼びます。管理対象ホスト特有のポリシーや設定の消

失を防ぐために、コンフィグレーション同期プラグインを使用してください。これらのプラグ

インはコンフィグレーション同期の範囲を制限することが可能です。「クラスターにおけるノ

ード間コンフィグレーション同期」を参照してください。 

 

 メモ：検索ロールを定義するには 

個別のノードが検索ロールを持っていて、かつそれが一つのみ割り当てられているこ

とを確認してください。 

検索ミニオンロールを割り当てる前に、検索マスターロールを割り当ててください。 

 

Figure 94 Basic Settings > Cluster management — ノードへロールの割り当て 
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4. をクリックします。 

割り当てたノードは[node]の隣に表示されます。[Roles]の下です。 

Figure 95 Basic Settings > Cluster management — ノードに割り当てられたロール 

 

 

REST APIを通して、追加のノードを参加させることもできます。詳細は、REST API 参照

ガイドの「ノードへロールの割り当て」を参照してください。 

6.2.5 クラスターノード間のコンフィグレーション同期 

ノードは中央管理ノードから自分たちへコンフィグレーションを取り込みます。 

ロールによっては、ノードはすべてのコンフィグレーションを自分たちへ取り込みます（管理対象

ホストノード）、 

あるいは、クラスターの箇所のみを対象としていることもあります（ロールが割り当てられていな

いノード）。 

中央管理ノードにてコンフィグれーーしょんの変更が行われ確定したときは、クラスター内にある

すべてのノードが中央管理ノードから最新の情報を取得次第に同期します。 

コンフィグレーション同期には、クラスターに結合する前にノードに記録された SSH キー（存在す

れば）と密接な関係にあります。 

ノードで特定のコンフィグレーションを同期から外したい場合は、コンフィグレーション同期プラグ

インを使用してください。 

以下のコンフィグレーションは、同期の際に上書きされることはありません。コンフィグレーション

同期プラグインを使用した場合も同様です。 

 ネットワーク関連の設定([Basic Settings] > [Network]) 

 ローカルサービス関連の設定([Basic Settings] > [Local Services]) 
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 SPS 管理に関する設定([Basic Settings] > [Management]) 

 SPS ライセンスに関する設定 ([Basic Settings] > [System] > [License]) 

 

6.2.5.1 コンフィグレーション同期と SSHキー 

管理対象ホストノードにあるSSHキーは、必ず中央管理ノードに記録されています。これは中央

管理ノードに保管されているSSHキーは、管理対象ホストノードとコンフィグレーション同期が行

われるからです。これはクラスター結合前にノードが保持していたSSHキーは、中央管理ノード

によって上書きされてしまうということです。 

中央管理ノードは以下の場合、新しいSSHキーを記録します。 

 中央管理ノードが[Accept key for the first time]で構成され、中央管理ノードが初めてサ

ーバーと対話したときに新しいキーが自動的に記録されます。 

 [SSH Control] > [Server Host Keys]のページで中央管理ノードにて新しいキーが記録さ

れ、それが確定したときにコミットされます。 

これらは、管理対象ホストノードに同期されるキーです。 

6.2.5.2 コンフィグレーション同期プラグインの使用 

ノード間で中央構成を同期させる場合、以下のようにします。 

 個別ノード構成の中の特定箇所をそのままにしておく。 

 中央構成のうち、特定の箇所だけクラスター内の個別ノードに適応させる。（例えば、異な

るネットワークアドレスにて外部サービスにアクセスしたい場合） 

これらのことはすべて、問題個所に対して柔軟に対応できる構成同期プラグインの使用で達成

できます。このプラグインは、管理対象ホストロールがあるノードでのみ動作します。 

コンフィグレーション同期プラグインを使用してノードの特定個所や要素を編集する場合、REST 

API を通して SPS の構成を行う場合と同じく、特定のデータ形式のもの（例：キーやパスワード）

しか読めない制限がありますが、コンフィグレーション同期プラグインを使用している間はそのよ

うな形式のデータも書き込むことが可能です。 

REST APIを使用したSPS構成の詳細については、REST APIガイドを参照してください。 



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

プラグインの中のデータ構造は、ネストされた JSON オブジェクトとして表現されます。オブジェク

トを参照するためにキーが使用されます。 

プラグインは以下のキーのパラメーターを使用して動作します。 

 local_config: 管理対象ホストノードの現在の構成（REST API を通して構成することができ

るもの） 

 merged_config: 管理対象ホストに同期しようとしているネットワーク、ローカルサービス、

管理、ホワイトリストされた SPS のライセンスに関連する中央管理ノードの構成（REST 

API を通して構成することができるもの）。これらはコンフィグレーション同期によって上書

きされません。 

 node_id: クラスター内の管理対象ホストノードのユニークな ID（この識別子は、REST API

の/api/cluster/nodes のエンドポイントに対して検索要求をかけることで回収することがで

きます） 

 plugin_config: フリー形式のテキストとして提供されるプラグイン構成。プラグインの構成を

特定個所にするかは選択することができます。クラスターが複数ある場合、それぞれのク

ラスターに異なる構成同期を行うことが可能です。 

例：接続ポリシーの IP アドレスを編集する場合 

 

例えば、管理対象ホストノードの RDP 接続ポリシーが、以下のクライアントと対象アドレスを特定する

場合 

$ curl ... https://<url-of-Central-Management-node>/api/configuration/rdp/connections/<id-of-

the-connection-policy> 

 

中央管理ノードにおいて RDP 接続ポリシーが、以下の構成になっていると仮定しましょう。 

$ curl ... https://<url-of-Managed-Node>/api/configuration/rdp/connections/<id-of-the-

connection-policy> 
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管理対象ホストノードの接続ポリシーの詳細が、コンフィグレーション同期の後もそのまま保持されて

いるかを確実にするために、以下の文を plugin main.py ファイルに追加してください。 

 

新しい可能性がある（まだ未確認の）パラメーターのために、**kwargs でパラメーターリストのマージ

機能を閉じるのは大切です。 

カスタマイズされた変更についてサポートが必要の場合、弊社にご連絡ください。 

 メモ：  

ネットワーク関連の設定（[Basic Settings] > [Network]）、ローカルサービス関連の設定（[Basic 

Settings] > [Local Services]）、SPS ライセンス関連の設定（[Basic Settings] > [System] > 

[License]）はプラグインを使っていなくてもコンフィグレーション同期によって上書きされません。 

SPS 管理（[Basic Settings] > [Management]）のため、以下のコンフィグレーション設定は上書き

されません。 

 メール設定 

 システムバックアップ 

 SSL 証明書 

 root パスワード変更 

 

手順： 

1. コンフィグレーション同期プラグインをアップロードします。 

a. [Basic Settings] > [Plugins]に移動します。 
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b. ファイルを参照し、[Upload] をクリックします。 

 メモ：  

SPS がシールドモードの場合、プラグインのアップロードや削除はできません。 

 

2. プラグインを有効にします。 

a. [Basic Settings ] > [Cluster management] > [Configuration synchronization 

plugin]に移動します。 

b. アップロードしたプラグインを選択します。 

Figure 96 Basic Settings > Cluster management —構成同期プラグイン 

 

 

3. オプション：コンフィグレーションフリー形式のテキストフィールドに、プラグインのコンフィグ

レーションを入力します。プラグインのコンフィグレーションを指定すると、複数のクラスタ

ーがある場合に、異なるパラメーターを使用して各クラスターでコンフィグレーション同期

を実行できます。 

4. をクリックします。 

また、REST を使用してコンフィグレーション同期プラグインをアップロードして有効にすることも

できます。詳細については、REST API リファレンス ガイドの「コンフィグレーション同期化プラグ

インのアップロードと有効化」を参照してください。 

6.2.6 クラスター内ノードの状態監視 

ここでは、クラスター内ノードの状態を監視する方法について説明します。 

手順： 
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1. 中央管理ノードの web インターフェースで、[Basic Settings] > [Cluster management] に

移動します。 

このページには、クラスターのすべてのノードが表示されます。 

Figure 97 Basic Settings > Cluster management - ノードの状態監視 

 

 

各ノードごとに以下のステータス情報が表示されます。 

 Last seen: ノードが中央管理ノードにステータス情報を最後に送信した時のもの

（ISO 8601 形式）。 

 Last Update: ノードのコンフィグレーションが同期された最後の時刻（ISO 8601

形式）。 

 Configuration status: コンフィグレーションの同期化の状態を示します。以下の値

を持ちます。 

 UP-TO-DATE: このノードは中央管理ノードから最新のコンフィグレーション

を取得し、それを適用しました。中央管理ノードと同期しています。 

 PENDING: 中央管理ノードでコンフィグレーションの変更があり、その変更は

まだノードに同期されていません。 

 OUTDATED: ノード上でエラーが発生したため、古い設定を実行していま

す。 

 NOT FETCHED: ノードはまだコンフィグレーションを取り込んでいません。 

 N/A: 中央管理ノードなので、他のノードからコンフィグレーションを取得する

ことはありません。 

 Status: コンフィグレーションの同期中に問題が発生したかどうかを示します。以

下の値があります。 

 OK: コンフィグレーションの同期は成功しました。問題は発生しませんでし

た。 

 ISSUES: コンフィグレーションの同期中にいくつかの問題が発生しました。

ISSUES をクリックして詳細を確認してください。 
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 OFFLINE: ノードから60秒以上前にステータス情報が送信されたことを示し

ます。 

REST API を使用してノードの状態を監視することもできます。詳細については、REST 

API リファレンスガイドの「Query the status of all nodes in the cluster」および「Query one 

particular node」を参照してください。 

6.2.7 クラスター内ノードの IPアドレス更新 

ノードをクラスターに参加させた場合でも、そのノードが管理対象ホストノードであれば、そのノー

ドの IP アドレスを変更することができます。 

手順： 

1. 中央管理ノードの web インターフェースで、[Basic Settings] > [Cluster management] に

移動します。 

2. 更新する管理対象ホストノードの隣の をクリックします。 

3. [Address]フィールドで、ノードのIPアドレスを更新します。 

 

注意：  

変更を行うのは、管理対象ホストノードであることを確認してください。中央管理ノードの

IP アドレスは変更しないでください。 

 

Figure 98  Basic Settings > Cluster management — ノードの IP アドレス更新 
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4. をクリックします。 

5. 更新する IP アドレスを持つノードの web インターフェースで、[Basic Settings] > 

[Network] > [Interfaces]に移動します 

6. [Address] フィールドで、ノードの IP アドレスを更新します。 

 

Figure 99 Basic Settings > Network > Interfaces — ノードの IP アドレス更新 
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7. をクリックします。 

6.2.8 中央検索なしのコンフィグレーション同期のクラスター管理 

SPSクラスターは以下の方法で構成できます。 

 中央検索なしのコンフィグレーション同期 

これにより、中央管理ノードでコンフィグレーション設定を実行できます。管理対象ホストノ

ードは定期的に設定を取り込み、自分の設定に適用します(コンフィグレーションの同期)。
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中央検索は設定されておらず、中央管理ノードを含む各ノードでセッションを検索できま

す。 

 コンフィグレーション同期化を使用した中央検索 

 重要：  

コンフィグレーション同期化なしの中央検索構成は、推奨していません。 

 

検索マスターロールを持つ中央管理ノードを使用して、クラスターの検索ミニオンノードが

記録したセッションデータの表示やクラスター内のすべてのノードを中央の 1 つの場所

から管理ができます。 

 

次の図は、中央検索を使用しない構成同期付きクラスターを示しています。 

Figure 100. 中央検索なしの構成同期 

 

上図は、以下のように構成されたSPSクラスターの例です。 

 中央管理ノードがあります。 

 2 つの管理対象ホストノード（マネージドホストノード 1 と 2）があります。 

 中央管理ノードは、2 つの管理対象ホストノードに接続されています。 

 管理対象ホストノードは、中央管理ノードからコンフィグレーションを取得し、それを独自の

コンフィグレーションに適用します。 

 管理対象ホストノードは、そのステータス情報を10秒ごとに中央管理ノードに送信します。 

中央管理ノードと接続された管理対象ホストノードでは、以下の表に示すように、異なるコンフ

ィグレーション設定が必要です。 
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Table 6. 中央検索なしの構成同期の管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これを使用してセッションを記録し、中央管理ノードにステータ

ス情報を送信します。 

 検索ミニオンで設定を実行しないでください。これらはコンフィ

グレーション同期中に上書きされます。 

メモ：検索ミニオンで行ったすべてのコンフィグレーション

設定は、ノード固有のコンフィグレーション設定を除いて、コン

フィグレーション同期中に上書きされます。 

 外部および内部インデクサーを設定します。 

 バックアップおよびアーカイブについては、検索ミニオンノード

および中央管理ノードにバックアップおよびアーカイブサーバ

ーを構成します。 

 各ノード（中央管理ノードと管理対象ホストノードの両方）に高

可用性（HA）が構成されていることを確認します。また、中央

管理ノードにシステムバックアップが構成されていることを確

認します。 

 このノードに記録されたすべてのセッションを検索できます。 

 

ロール 

中央管理ノード 

 

使用方法と設定 

 クラスターの他のノードと同期した中央構成のノードとして使

用します。 

 このノードでコンフィグレーション設定を実行します。管理対象

ホストノードは、定期的にこれらのコンフィグレーション設定を

取り込み、自分自身のコンフィグレーション設定に適用します

（コンフィグレーションの同期）。 

 バックアップとアーカイブについては、検索ミニオンノードと中

央管理ノードにバックアップとアーカイブサーバーを構成しま

す。 

 各ノード（中央管理ノードと管理対象ホストノードの両方）に高

可用性（HA）が構成されていることを確認します。また、中央

管理ノードにシステムバックアップが構成されていることを確

認します。 

 このノードに記録されたすべてのセッションを検索できます。 管理対象ホストノード 
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6.2.9 中央検索でのコンフィグレーション同期のクラスター管理 

SPSクラスターは以下の方法で構成できます。 

 中央検索なしのコンフィグレーション同期 

これにより、中央管理ノードでコンフィグレーション設定を実行できます。管理対象ホストノ

ードは定期的に設定を取り込み、自分の設定に適用します(コンフィグレーションの同期)。

中央検索は設定されておらず、中央管理ノードを含む各ノードでセッションを検索できま

す。 

 コンフィグレーション同期化を使用した中央検索 

 重要：  

コンフィグレーション同期化なしの中央検索構成は、推奨していません。 

 

検索マスターロールを持つ中央管理ノードを使用して、クラスターの検索ミニオンノードが

記録したセッションデータの表示やクラスター内のすべてのノードを中央の 1 つの場所

から管理ができます。 

次の図は、コンフィグレーション同期化を使用した中央検索用に構成されたクラスターを示してい

ます。 

Figure 101 コンフィグレーション同期化を使用した中央検索 
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上の図は、以下のように構成されたSPSクラスターの例です。 

 検索マスターのロールを持つ中央管理ノードがあります。 

2 つの管理対象ホストノード（マネージドホストノード 1 および 2）があり、それぞれ検索ミ

ニオンのロールを持つように構成されています。 

 中央管理ノードは、2 つのミニオンノードに接続されています。 

 ミニオンノードはセッションを記録し、中央管理ノードの検索インターフェースに表示され

ます。 

 ミニオンノードは、中央管理ノードからコンフィグレーションを取得し、それを自分のコンフ

ィグレーションにマージします。 

検索マスターロールを持つ中央管理ノードと、検索ミニオンロールを持つ接続された管理対象ホ

ストノードでは、以下の表に示すように、異なるコンフィグレーション設定が必要です:  

Table 7: 中央検索構成の管理 

 

 

 

 

 

ロール 

中央管理ノード、検索マスター

ノード 

 

使用方法と設定 

 このノードでは、コンフィグレーションの設定を行います。管理

対象ホストノードは、定期的にこれらのコンフィグレーション設

定を取得し、自身のコンフィグレーション設定にマージします

（コンフィグレーションの同期）。 

 バックアップとアーカイブのために、中央管理ノードにバックア

ップサーバーを、ミニオンノードにアーカイブサーバーを設定

します。 

 各ノード（中央管理ノードと管理対象ホストノードの両方）に高

可用性（HA）を設定していることを確認してください。また、中

央管理ノードにシステムバックアップが設定されていることを
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6.3 SPS HA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。プライマリー/セカンダリー（アクティブ/バックアップ）ノードのペアが作成されます。プライマ

リーノードの機能が停止した場合、セカンダリーノードはプライマリーノードのインターフェイスの

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。 

プライマリーノードは HA ネットワークインターフェイス（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

 これを使用してセッションを記録し、中央管理ノードにステー

タス情報を送信します。 

 検索ミニオンで設定を実行しないでください。これらはコンフィ

グレーション同期中に上書きされます。 

メモ：検索ミニオンで行ったすべてのコンフィグレーショ

ン設定は、ノード固有のコンフィグレーション設定を除いて、

コンフィグレーション同期中に上書きされます。 

 外部および内部インデクサーを設定します。 

 バックアップおよびアーカイブについては、検索ミニオンノード

および中央管理ノードにバックアップおよびアーカイブサーバ

を構成します。 

 各ノード（中央管理ノードと管理対象ホストノードの両方）に高

可用性（HA）が構成されていることを確認します。また、中央

管理ノードにシステムバックアップが構成されていることを確

認します。 

 このノードに記録されたすべてのセッションを検索できます。 

管理対象ホストノード 
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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 インターフェイスを無効にする）されると、データ同期ができなくなり強

制的にセカンダリー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。 

 メモ：  

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 102  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。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。 



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

 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。 

 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。 

アクティブ（プライマリー）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、プ

ライマリーノードが使用不能になった場合にアクティブになるセカンダリーノードです。 

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。 

 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。 

 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。 

 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、接続の管理などです。 

 HA link speed：プライマリーとセカンダリー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）。 
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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、「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。 

 Next hop monitoring：ICMP エコー(ping)メッセージを使用して、プライマリーとセカンダリ

ー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、セカンダリーノードから到達可能である間

にプライマリ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

スにセカンダリーノードから到達可能な）場合、それは、プライマリーノードが到達不能で

あると仮定され、たとえプライマリ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、「ネクストホップルーターの監視」を参照してく

ださい。 

6.3.1 HA設定と管理オプション 

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、SPS 6 LTS インストールガイドの「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、「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、「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、セカンダリーノードから到達可能である間にプライマリ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セカンダリーノードから到達可能な）場

合、それは、プライマリーノードが到達不能であると仮定され、たとえプライマリーノードの他の状

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、「ネクストホップル

ーターの監視」を参照してください。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installationguide_sps_6lts.pdf
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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、トークンがセカンダリーノードに置かれます。トークンが存在している間、セカンダリーノード

は、プライマリ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。プラ

イマリーが起動後、プライマリーノードがセカンダリー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。 

プライマリーノードの起動後、セカンダリー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セカンダリーノー

ドがリブートします。 

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（セカンダ

リー）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（セカンダリー）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、先にプライマリーノード

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。 

セカンダリー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。セカンダリーノードは約 60 秒後にアクティブになり、その間は保護されたサーバーにはア

クセスできません。 

6.3.2 同期速度の変更 

SPS は、以下の場合にプライマリー（マスター）とセカンダリー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。 
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 スプリットブレイン状態からリカバリーする時。 

 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、プライマリーノードからセカ

ンダリー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。 

 [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。 

6.3.3 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イス

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

ンターフェイスが故障したり、誤ってプラグが抜かれたりしても、ノードは冗長 HA インターフェイ

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セカンダリーノードに、データは同期しません。同様に冗長ハートビートイン
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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。 

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イスを使用する、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。 

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セカンダリー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プライマリ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。 

 メモ：  

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セカンダリーノー

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 103 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、「ネクストホップルーターの監視」を参照してく

ださい。 

IPv4 アドレスを使用します。 

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
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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、「ネクストホップルーターの監視」を参照してく

ださい。 

IPv4 アドレスを使用します。 

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。 

6.3.4 ネクストホップルーターの監視 

デフォルトでは、プライマリーノードが動作を停止した場合、あるいはセカンダリーノードから到達

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、セカンダリーノード

がまだアクセス可能である状態（例えば、異なるルーターに接続されている）で、プライマリーノ

ードは外部にアクセス不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、プライマリーとセカ

ンダリー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

ー）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ー監視を設定する時は、プライマリーとセカンダリー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。 
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監視対象のアドレスのいずれかに、セカンダリーノードから到達可能である間にプライマリーノー

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セカンダリーノードから

到達可能な）場合、それは、プライマリーノードが到達不能であると仮定され、たとえプライマリー

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、セカンダリーノードがプライマリーノードとテークオーバーできない（例えば、現在のプライ

マリーノードから、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ーの監視に使用するインターフェースにチェックします。 

Figure 104 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、現在のプライマ

リ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、現在のセカン

ダリ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
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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。 

6. をクリックします。 

 

注意：  

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。 

6.4 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 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
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る方法について説明します。 

6.4.1 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、「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）ことを確認し

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。 

SPS 3000 および SPS 3500 では、「X9 SMT IPMI User's Guide」(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

認します。 

仮想環境で 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 は以下にアップグレードの進行状況と問題に関する情報を表示します。 

 SPS の web インターフェース（［Basic Settings] > [Local Services] > [Web login(admin 

ANDuser)] 設定されている[Listening addresses])。ブート後は SPS のログイン画面にリ

ダイレクトされます。 

 メモ：  

この機能はバージョン 6.0 のブート後に有効になるため、バージョン 5.0.x からバージョン

https://www.jtc-i.co.jp/support/download/
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/scbdoc.html
https://www.supermicro.com/manuals/other/X9_SMT_IPMI.pdf
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6.0 にアップグレードする場合、web インターフェースにバージョン 6.0 へのアップグレード

中のログは表示されません。 

 

 IPMI(ILOM)またはコンソールのモニター。 

ブラウザおよびコンソール上に表示される情報は同じです 

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。 

6.4.2 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、「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。 

 

 

注意：  

次のハードウェアを基盤にした物理 SPS アプライアンスは、5 F1 以降のリリースではサポート

されていません。次のハードウェアで 5 F1 以降にアップグレードしないでください。これらのハ

ードウェアで最終的にサポートされるリリースは 5 LTS です(旧アプライアンス、T1、T4 および

T10 は、SPS 6.0 にアップグレードできます)。 

 N1000 

 N10000 

ハードウェアのタイプが分からない場合、以下の手順を実行してください。 

1. SPS にログインします。 

2. [Basic Settings]>[Troubleshooting]に移動し、[System debug]セクションで[Collect and 

save current system state info]をクリックします。 

3. ブラウザでファイルをダウンロードします。 

4. 弊社カスタマーポータルに、ダウンロードしたファイルを添付し、お問い合わせください。 
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手順： 

1. [Basic Settings] > [System] > [Firmwares]に移動します。 

Figure 105 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 6.0 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。 

 

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。 

 

5. [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] > [System 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、「0 上記の重大なエラ

ーを回避するには、以下の方法に従って、検索ミニオンノードを備えた SPS HA 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します。 

1. 検索マスターノードをアップグレード用に設定して、再起動に新しいファームウェアバージ

ョンを使用するようにします。 これを行うには、SPS HA 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上記の手順 1〜11 を実行します。 

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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2. ［Shutdown］をクリックします。 

3. 上記の手順 1〜2 を使用して、検索ミニオンノードを順次アップグレードします。 

4. 検索マスターノードを再起動します。これで、新しいファームウェアバージョンで起動しま

す。 

この方法では、検索ミニオンノードを検索マスターノードから切り離し、他のノードの前に個別に

アップグレードします。 その結果、HA クラスター全体が再起動後に新しいファームウェアバージ

ョンを使用します。 

最初に誤って検索マスターノードをアップグレードし、この重大なエラーが発生した場合は、弊社

までお問い合わせください。 

 

6.4.3 SPS HA 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。 

 

注意：  

[Search Minion]ロールに設定されているノードの場合、クリティカルエラーを防ぐ為にこの手順

じ実行してください。 

 

 

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。 

 

 

注意：  

次のハードウェアを基盤にした物理 SPS アプライアンスは、5 F1 以降のリリースではサポートさ

れていません。次のハードウェアで 5 F1 以降にアップグレードしないでください。これらのハード

ウェアで最終的にサポートされるリリースは 5 LTS です(旧アプライアンス、T1、T4 および T10

は、SPS 6.0 にアップグレードできます)。 

 N1000 

 N10000 
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ハードウェアのタイプが分からない場合、以下の手順を実行してください。 

5. SPS にログインします。 

6. [Basic Settings]>[Troubleshooting]に移動し、[System debug]セクションで[Collect and 

save current system state info]をクリックします。 

7. ブラウザでファイルをダウンロードします。 

8. 弊社カスタマーポータルに、ダウンロードしたファイルを添付し、お問い合わせください。 

 

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。 

 

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。 

 

5. [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セカンダリーノード

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. プライマリ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。 

[Basic Settings] > [System] > [Version details]に移動するか、ブート時の SPS のバージ

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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ョン番号をシステムログでチェックします 

10. IPMI インターフェースを使用してセカンダリーノードの電源を入れます。 

セカンダリー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プライマリ

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、およびセカンダリー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、セカンダリーノードが接続されていて、プライ

マリ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。 

 

注意：  

検索ミニオンロールに構成されているノードの場合、HA クラスターのアップグレードする

前に、検索ミニオンノードをアップグレードする必要があります。最初に検索マスターノー

ドをアップグレードすると、検索マスターの init スクリプトが新しいインデックスを作成する

前に、検索ミニオンノードがレガシーElasticsearch インデックスを作成する可能性があり

ます。この場合、Elasticsearch インデックスには無効なスキーママッピングデータが含ま

れるため、HA クラスターのスキーマが変更されると、検索ミニオンノードはドキュメントを

Elasticsearch にプッシュできず、重大なエラーが発生します。 

 

上記の重大なエラーを回避するには、以下の方法に従って、検索ミニオンノードを備えた SPS 

HA 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します。 

1. 検索マスターノードをアップグレード用に設定して、再起動に新しいファームウェアバージョ

ンを使用するようにします。 これを行うには、SPS HA 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上記の手順 1〜11 を実行します。 

2. ［Shutdown］をクリックします。 

3. 上記の手順 1〜2 を使用して、検索ミニオンノードを順次アップグレードします。 

4. 検索マスターノードを再起動します。これで、新しいファームウェアバージョンで起動します。 

この方法では、検索ミニオンノードを検索マスターノードから切り離し、他のノードの前に個別に

アップグレードします。 その結果、HA クラスター全体が再起動後に新しいファームウェアバージ

ョンを使用します。 

最初に誤って検索マスターノードをアップグレードし、この重大なエラーが発生した場合は、弊社

までお問い合わせください。 
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6.4.4 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、SPS は

以下の処理を実行します。 

 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。 

6.4.5 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

ンもあります。詳細については、「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 106 Basic Settings > System — SPSコンフィグレーションのエクスポート 

 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
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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。 

 メモ：  

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、「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。 

 メモ：  

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、-encrypted と-gpg というサフィックスが付加されます。 
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6.4.6 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、「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 107 Basic Settings > System — SPSコンフィグレーションのインポート 

 

 

注意：  

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： 

 

注意：  

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。 

 

1. [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。 

 メモ：  

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

6.5 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 108 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： 

 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。 
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 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。 

6.5.1 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
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を推奨します。詳細については、「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： 

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。 

 メモ：  

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。 

 

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。 

 

4. 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。 

6.6 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。 

6.6.1 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



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

クセスできます。 

Figure 109 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へのアクセス 

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。 

アクティブファームウェアの選択、および不必要なファームウェアの削除 

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の開始 

バックアッププロセスに関する詳細については、「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。 
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root と admin ユーザーのパスワード変更 

詳細については、「SPS の root パスワードの変更」を参照してください。 

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の表示 

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

ばサポート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サポートバン

ドルを作成するには[Create support bundle]を選択します。 

 メモ：  

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。 

 

システムのリブート、シャットダウン 

詳細については、「SPS の制御（リブート、シャットダウン）」を参照してください。 

シールドモードの有効化/無効化 

詳細については、「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 アドレス設定 

ノードの HA インターフェースに IP アドレスを割り当てる方法の詳細については、「クラスタノード

間での IP 競合の解決」を参照してください。 

 メモ：  

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。 

6.6.2 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

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
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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、「SPS の root パスワードの変更」を参照して

ください。 

 

注意：  

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、「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 

 Ciphers： 

aes256-ctr,aes128-ctr 

 MAC（Message authentication codes）： 

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。 
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Figure 110 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。 

 メモ：  

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、「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。 

 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。 
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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。 

6.6.3 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、「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 111 Basic Settings > Management > Change root password — ルートパスワードの変

更 

 

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。 

 メモ：  

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。 
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6.6.4 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。 

 

注意：  

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（「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、「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。 

コアファームウェアからではなく、クライアントサイドで SCP、コピーコマンドを使用して

SPS にファームウェアをコピーする場合、コアファームウェアの root ディレクトリは、

/mnt/firmware/root/になります。 

4. ファームウェアをインストールします。次のコマンドを実行します。：# /opt/scb/bin/opt/s

cb/bin/firmwarectl install <path-to-firmware> 

このコマンドは、ファームウェアを最初の空のスロットにインストールし、ファームウェアが

インストールされたスロット番号を返します。 

5. 新しいファームウェアがアップグレードできるか確認します。エラーが発生した場合、手順

を続ける前にエラーを解決してください。：# /opt/scb/bin/firmwarectl precheck <slot-n

umber-of-the-firmware> 
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戻り値が"exitcode": 0 の場合、プレチェックにエラー無しで終了したことを意味します。"

exitcode": 1 の場合、エラーが発生したことを意味します。"output": []に問題の原因に

ついての情報が表示されます。 

6. 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 <slo

t-number-of-the-firmware> 

/opt/scb/bin/firmwarectl list コマンドを使用して、アクティベートが成功したかどうか確認

できます。戻り値のスロット番号と”active”値を確認します。 

... 

 "slot": 3, 

 "precheck": true, 

 "active": true, 

 "boot_link": "mnt/boot-firmware/slot3", 

 "core_link": "mnt/firmware/slot3", 

 "branch": "5.6", 

 "version": "5.6.0a", 

 "current": false, 

... 

7. SPS をリブートします。：# xcbclient self xcb_do_reboot 

8. 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/

bin/firmwarectl delete <slot-number-of-unused-firmware> 

9. 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/<firmwa

re-file-you-uploaded> 

6.6.5 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.py 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。 

 メモ：  

/opt/scb/bin/configbundle.py スクリプトは root ユーザーで実行する必要があります。 

 

 メモ：  

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。 
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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.py create --bundle /<my destination folder>/bundle.tar.gz 

 /opt/scb/bin/configbundle.py：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。 

 create：コンフィグレーションをエクスポートするオプション。 

 --bundle：バンドルファイルを指定するオプション。 

 /<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.py import --bundle /<my destination folder>/bundle.tar.g

z 

 /opt/scb/bin/configbundle.py：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。 

 --bundle：バンドルファイルを指定するオプション。 

 /<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。 

6.7 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。 
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 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、「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。 

6.7.1 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。 

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。 

6.8 SPSのアウトバンド管理 

SPS 6.0 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。 
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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、SPS 6 LTS インスト―レーション

ガイドの「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、「コンソールからの 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。 

SPS 3000 および SPS 3500 では、「X9 SMT IPMI User's Guide」(英文)。 

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。 

Figure 112 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。 

6.8.1 コンソールからの 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

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
https://www.supermicro.com/manuals/other/X9_SMT_IPMI.pdf
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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、SPS 

6 LTS インスト―レーションガイドの「SPS のハードウェアセットアップ」を参照してください。 

 

注意：  

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。 

 

 

注意：  

IPMI インターフェースは、すべてのアウトバンド管理インターフェースと同様に、メーカー（One 

Identity）では修正あるいは対応できない既知の脆弱性があります。セキュリティ上の問題を回

避するために、IPMI インターフェースを保護された、アクセスが制限された分離された管理ネッ

トワークからのみ接続するように推奨します。SPS アプライアンスに保存されているすべてのデ

ータに、不正アクセスが発生する可能性があります。アプライアンス上のデータは暗号化、非暗

号化にかかわらず機密情報が含まれています。例えば、パスワード、復号キー、秘密鍵などで

す。 

詳 細につ いては 、「 Best Practices for managing servers with IPMI features enabled in 

Datacenters」(英文)を参照してください。 

 

 メモ：  

SPS の管理者は、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

のために、IPMI インターフェースにアクセスすることができる権限を持っている必要があります。 

 

以下のポートが IPMI で使用されます。 

 Port 22 (TCP): SSH (設定可能)。 

 Port 80 (TCP): Web (設定可能)。 

 Port 161 (UDP、TCP): SNMP (設定可能)。 

 Port 443 (TCP): Web SSL (設定可能)。 

 Port 623 (UDP): Virtual Media (設定可能)。 

 Port 5900 (TCP): IKVM Server (設定可能)。 

 Port 5985 (TCP): Wsman (設定可能)。 

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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手順： 

1. ローカルコンソール（または SSH）を使用して root 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。 

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。 
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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。））。 

 メモ：  

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。 

d. パスワードを変更して、[Modify]で変更を保存します。 

6.8.2 BIOSからの IPMI インターフェースの設定 

SPS 物理アプライアンスを最初に設定する場合に BIOS から IPMI を設定するには、以下の手順

を実行します。 

前提条件： 

この手順を実行するには、物理的にモニターとキーボードを接続する必要があります。 

手順： 

1. アプライアンスのブート中に POST 画面が表示されたら DEL キーを押します。 
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Figure 113 ブート中の POST 画面 

 

2. BIOS で、[IPMI]ページに移動します。 

3. [BMC Network Configuration]を選択して、Enter を押します。 
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Figure 114 IPMI page > BMC Network Configuratin オプション 

 

4. [Update IPMI LAN Configuration]を選択して、Enter を押してから[Yes]を選択します。 
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Figure 115 BMC Network Configuration > Update IPMI LAN Configuration 

 

5. [Configuration Address Source]を選択して、Enter を押してから[Static]を選択します。 
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Figure 116 BMC Network Configuration > Configuration Address Source 

 

6. それぞれ[Station IP Address]、[Subnet Mask]および[Gateway IP Address]を設定します。 
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Figure 117 BMC Network Configuration > Station IP Address, Subnet Mask, Gateway IP 

Address 

 

7. F4 を押して保存して、BIOS を終了します。 

約１分後、IPMI の web インターフェースにログオンできるようになります。 

6.9 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。 



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

Figure 118 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。 

 メモ：  

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。 

 メモ：  

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、「監査証跡の暗号化」を参照してく

ださい。 
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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ドすることは

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、「SPS への

外部証明書のアップロード」を参照してください。 

 

注意：  

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、「SPS の証明

書の生成」を参照してください。 

 メモ：  

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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6.9.1 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。 

 メモ：  

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。 
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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。 

4. をクリックします。 

6.9.2 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。 

 メモ：  

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 
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手順： 

1. [Basic Settings] > [Management] > [SSL certificate]に移動します。 

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 119 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： 
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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。そのた

めには、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。 

 メモ：  

証明書チェーンは、Server X.509 Certificate でのみサポートしています。 

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 120 Basic Settings > Management > SSL certificate — 秘密鍵のアップロード 

 

3. [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。 
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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）。 

 メモ：  

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

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。 

6.9.3 Windows Server 2008 の Windows 認証局を使用した TSA 証明書の

作成 

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 

 

 メモ：  

/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
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“nonRepudiation”にします。他の値は許可されていません。[Encryption]、[Allow key 

exchange without key encryption (key agreement)]が選択されていることを確認します。 

 

注意：  

[Encryption]では、[Allow key exchange only with key encryption (key encipherment)]

を選択してはいけません。その結果、エラーになります。 

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： 

X509v3 Key Usage が存在する場合、“digitalSignature”および/あるいは“nonRepudiation”

にします。 

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 -newke

y 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]:US 

State or Province Name (full name) []:New York 

Locality Name (eg, city) []:New York 

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Examplecompany IT 

Security 

Organizational Unit Name (eg, section) []:Service Delivery 

Common Name (eg, YOUR name) []:scb35-1-i1.tohuvabohu.examplecompany 

Email Address []:vlad@examplecompany.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
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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。 

Figure 121 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 122 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
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ことを確認します。 

Figure 123 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 124 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。 
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k. [Completing the Certificate Export Wizard(証明書のエクスポートウィザードの完

了)]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。 

 メモ：  

SPS の他の証明書に使用されているルート CA（[Basic Settings] > [Management] > [SSL 

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。 

6.9.4 Windows Server 2012 の Windows 認証局を使用した TSA 証明書の

作成 

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 

 

 メモ：  

/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。 
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 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。[Encryption]、[Allow key 

exchange without key encryption (key agreement)]が選択されていることを確認します。 

 

注意：  

[Encryption]では、[Allow key exchange only with key encryption (key encipherment)]

を選択してはいけません。その結果、エラーになります。 

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： 

X509v3 Key Usage が存在する場合、“digitalSignature”および/あるいは“nonRepudiation”

にします。 

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 -newke

y 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]:US 

State or Province Name (full name) []:New York 

Locality Name (eg, city) []:New York 

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Examplecompany IT 

Security 

Organizational Unit Name (eg, section) []:Service Delivery 

Common Name (eg, YOUR name) []:scb35-1-i1.tohuvabohu.examplecompany 
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Email Address []:vlad@examplecompany.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。 

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 125 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。 
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Figure 126 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。 

 [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。 
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Figure 127 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 128 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。 
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Figure 129 サーバー認証の削除 

 

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。 
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Figure 130 タイムスタンプの追加 

 

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。 
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Figure 131 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。 

Figure 132 アプリケーションポリシーの説明 
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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。 

Figure 133 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。 
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Figure 134 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[Allow(許可)]に設定します。 

Figure 135 テンプレートのアクセス許可設定 
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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。 

Figure 136 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 137 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 138 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 139 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> 
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<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。 

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。 

 メモ：  

SPS の他の証明書に使用されているルート CA（[Basic Settings] > [Management] > 

[SSL 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。 
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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（「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、「対応プロトコルとクライアントソフト」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。 

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。 

 メモ：  

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
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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。 

 メモ：  

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。 
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Figure 140 <Protocol name> Control > Connections — 接続設定 
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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

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。 

 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。 

 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、「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

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
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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。 

 メモ：  

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：[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、「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 141 <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。 

 メモ：  

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、「送信元アドレスの変更」およ

び「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、「デー

タとコンフィグレーションのバックアップ」および「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/Cl

eanup 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 i

n 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：データ損失の危険！ 

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、「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。） 

 

 メモ：  

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、「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
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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、「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、「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、「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、「LDAP サーバーへのユーザ

ー認証」を参照してください。 

 メモ：  

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。 

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、「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。「Citrix 環境での SPS 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、「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。 

 SSH 接続では、「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。 
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 Telnet 接続では、「Telnet 接続での TLS 暗号の有効化」を参照してください。 

 VNC 接続では、「VNC 接続での TLS 暗号の有効化」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。 

 

注意：  

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。インデクサー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、「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 142 <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。 

 メモ：  

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 I

P 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
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れたドメインネームサーバーを使用します。 

 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。 

 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。 

 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、「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%@targets

erver%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、VNC では利用できません。 

 メモ：  

接続でインバインド選択と TN3270 パターンを使用する場合、指定したパターンにと一

致した宛先のみ動作します。 
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 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、「SPS を HTTP プロキシとして動作」を参照し

てください。 

 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、「RDP 接続

での TLS 暗号化の有効」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、RD

P 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。 

 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、「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。 

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。 
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Figure 143 <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。 

[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.ex

ample.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 Dod

oma]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 
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domain]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。 

 

注意：  

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、[Target

s] > [Domain]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： 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

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
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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、「RDP 接続での TLS 暗号の有効化」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。 

 メモ： 

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「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 144  <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。 

 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
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ストからランダムに選択します。 

 

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。 

Figure 145  <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： 
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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。 

 リモートデスクトッププロトコルについては、「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、「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。 

 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
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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。 

 メモ： 

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]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。 

 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。 

「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、「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。 

 メモ： 

[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。 

 メモ： 
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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。 

 メモ： 

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、「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、「タイムポリシーの設定」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、「サポートしている SSH チャネルタイプ」および「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、[Record audit trail]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、「ディスクスペース飽和防止」および「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、「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。 

 メモ： 

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。 
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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。 

 メモ： 

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。 

 メモ： 
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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。 

Figure 146 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、インデクサー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。 
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 メモ： 

コマンドの検出は、大文字小文字を区別しません。 

 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

[Permitted number of credit card numbers on screen]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。 

 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、Windows 2016 および Windows2019 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。 
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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。 

 メモ： 

ウィンドウタイトルの検出は、大文字小文字を区別しません。 

 

 メモ： 

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/window-

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 services]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 SPS 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。 

 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。 

 

 Pointing device biometrics：このオプションは、グラフィカルプロトコル、および SPA

も使用している場合にのみ選択してください。SPS 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。 

 Typing biometrics：このオプションは、ターミナルベースプロトコル、および SPS も

使用している場合にのみ選択してください。SPS 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. [Take action if the event contains any of the following strings or expressions]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、[Except if it also 

contains any of these strings or expressions]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。 

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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 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： 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。 

 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. [Take action if the event contains any of the following strings or expressions]ルールに

例外を追加するには、[Except if it also contains any of these strings or expressions]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： 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。 

 [Take action if the event contains any of the following strings or expressions]式

に mysql>.*を入力。 
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 [Except if it also contains any of these strings or expressions]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 connection：接続を即時に終了します。[Command]イベントタイプで

[Terminate connection]アクションを使用すると、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 connection]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、[Apply 

this policy only to members of these gateway groups]または[Apply this policy only to 

members of these remote groups]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。[Apply this policy only to members of these gateway groups]または[Apply this 

policy only to members of these remote groups]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。 

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. [Apply this policy only to members of these gateway groups]または[Apply this 
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policy only to members of these remote groups]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[Except if it also contains any of these strings or expressions]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[Take action if the event contains any of the following strings or 

expressions]リストのいずれかのエントリと一致した場合、SPS はルールに設定さ

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。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。 

 メモ： 

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 147 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。 

 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
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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 148 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。 

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。 
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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。 

 

 メモ： 

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 

以下の使用について、LDAP サーバーの詳細を設定するのに LDAP ポリシーを使用できます。 

 ゲートウェイユーザー認証（SSH および Telnet の認証ポリシーで利用可能） 

 ゲートウェイグループの照会(RDP、Telnet、SSH および CIA で利用可能) 

 リモートグループの照会(RDP、Telnet、SSH、ICA および HTTP で利用可能) 

 メモ： 

この機能は VNC(Virtual Network Computing)接続では利用できません。 
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前提条件： 

LDAP / ActiveDirectory サーバーの応答タイムアウトが 120 秒以上であることを確認してくださ

い。 

 メモ： 

 RDP(RDG を含む)接続では、グループメンバーシップの確認のみに LDAP ポリシーを使

用できます。認証として使用できません。ただし、認証に信頼された AD ドメインを使用

し、グループのメンバーシップの LDAP を使用できます。 

この場合、LDAP はグループメンバーシップの確認にドメイン名を含まないユーザー名の

み使用します。 

 SPS は、LDAP データベースが大文字小文字を区別しない問い合わせのマッチルール属

性の場合、ユーザー名とグループ名を大文字小文字区別しないで扱います。 

 

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。 
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Figure 149 Policies > LDAP Servers — LDAP サーバーポリシー設定 

 

2. ポリシーの名前を入力します（例、ldapservers）。 

3. [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
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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。 

 

注意：  

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 

Address]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。 

4.  [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]にチェック

します。 

ネ ス ト さ れ た グ ル ー プ を 有 効 に す る こ と が で き ま す 。 [Enable AD group 

membership check]をチェックしてから、[Enable nested groups]にチェックします。 

 

注意：  

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。 

ユーザー属性のグループ DNs に基づいてグループメンバーシップを確認すること

もできます。[Enable checking for group DNs in user objects]にチェックして、ユー

ザー属性名を[User attribute of group DNs]フィールドに入力(例、memberof)しま

す。 

 

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。 

ユーザーグループが、グループ DNs を含むユーザー属性から決定される

LDAP スキーマのみに、このオプションを使用してください。 

グループ属性のユーザーDNｓに基づいてグループメンバーシップを確認するには、

[Check the user DN in these groups]オプションを使用します。 

 POSIX LDAP スキームを使用したサーバーに接続するには[POSIX]をチェックし

ます。 

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
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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。 

プライマリーグループメンバーシップを確認することに加えて、[Enable POSIX 

group membership check]をチェックして、[POSIX group membership attribute 

name]フィールドを設定することで、サプリメンタリーグループメンバーシップを確

認することもできます。 

ユーザー属性のグループ DNs に基づいてグループメンバーシップを確認すること

もできます。[Enable checking for group DNs in user objects]にチェックして、ユー

ザー属性名を[User attribute of group DNs]フィールドに入力(例、memberof)し、

オブジェクトクラスを[Group objectClass]フィールドに入力(例、groupOfNames)し

ます。 

 

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。 

ユーザーグループが、グループ DNs を含むユーザー属性から決定される

LDAP スキーマのみに、このオプションを使用してください。 

グループ属性のユーザーDNｓに基づいてグループメンバーシップを確認するには、

[Check the user DN in these groups]オプションを使用します。 

5. [User Base DN]フィールドにユーザーに関する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、OU=People,DC=demodomain,DC=exampleinc） 

 メモ： 

このフィールドは必須フィールドです。[User Base DN]と[Group Base DN]は同じ値を使

用しても大丈夫です。 

ただし、ユーザーとグループが保管されている LDAP サブツリーのベースを十分に短く

すると、LDAP の動作が高速化できることに注意してください。 

6. [Group Base DN]フィールドにグループに関する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、OU=Groups,DC=demodomain,DC=exampleinc） 

 メモ： 

このフィールドは必須フィールドです。[User Base DN]と[Group Base DN]は同じ値を使



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

用しても大丈夫です。 

ただし、ユーザーとグループが保管されている LDAP サブツリーのベースを十分に短く

すると、LDAP の動作が高速化できることに注意してください。 

7. [Bind DN]フィールドに、SPS が LDAP ディレクトリをバインドするのに使用する DN(識別

名)を入力します。（例、CN=Administrator,DC=demodomain,DC=exampleinc） 

 メモ： 

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.com） 

8. 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]をクリックします。 

 メモ： 

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. ユーザーを認証するのにパスワードを使用する場合はこの手順はこの手順はスキップし

ます。 

 公開鍵認証を使用して LDAP データベースからユーザーの公開鍵を取得する場

合は、[Publickey attribute name]フィールドにユーザーの公開鍵を格納している

LDAP 属性の名前を入力します。LDAP データベースを使用して公開鍵認証を使

用する方法の詳細については、「SPS の公開鍵認証の構成」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、ユーザーの証明書を保存する LDAP 属性の名前を [Certificate 

attribute name] フィールドに入力します。 

10. ユーザーを認証するのにパスワードを使用する場合はこの手順はこの手順はスキップし

ます。 

 公開鍵を使用して SPS がサーバー側の暗号鍵をオンザフライで生成し、LDAP サ

ーバーに属性を個別に保管する場合は、[Generated publickey attribute name]フ

ィールドに属性の名前を入力します。 

 証明書認証を使用して SPS がサーバー側の暗号鍵をオンザフライで生成し、

LDAP サーバーに属性を個別に保管する場合は、 [Generated certificate 
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attribute name]フィールドに属性の名前を入力します。 

11. 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。 

Figure 150 Policies > LDAP Servers — 暗号化設定 

 

 メモ： 

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。 

 

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 

Address]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。 
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 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。 

12. をクリックします。 

 メモ： 

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、「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。 

 メモ： 

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。 

 

 

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、「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、「監査証跡の暗号化」を参照
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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、「組込みタイムスタンプサービスに

よる監査証跡のスタンプ」と「外部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、「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。 

 メモ： 

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。 

 

 

注意：  

SPS 5 F4 以降は、記録された監査証跡を暗号化するのに、新しい暗号アルゴリズム

(AES128-GCM)を使用します。この変更は、以下に影響します。 

 監査証跡をインデックス付けするのに外部インデクサーを使用している場合、外部インデ

クサーを最新のバージョンにアップグレードする必要があります。それ以前のバージョン

では、SPS 5 F4 以降で記録され暗号化された監査証跡をインデックス付けすることはで

きません。 

 SPS 5 F4 以降で記録され、暗号化された監査証跡を再生するには、Safeguard Desktop 

Player アプリケーションの最新のバージョン、あるいは SPS のブラウザベースのプレーヤ

ーを使用できます。Safeguard Desktop Player の以前のバージョン、または Audit Player

アプリケーションのどのバージョンでも再生することはできません。 
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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。 

 メモ： 

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。 

 インデクサーサービス用の証明書をアップロードするには、「内部インデクサーの設定」

および「外部インデクサー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、「暗号化された

監査証跡をブラウザで再生」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「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。 

 メモ： 

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 Web 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
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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。 

 メモ： 

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 151 Policies > Audit Policies — 監査証跡の暗号化：証明書ペアで連携暗号 
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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。 

 メモ： 

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。 

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。 

 メモ： 

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。 

 メモ： 
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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。 

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。 
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Figure 152 <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。 

 メモ： 

[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。 

 メモ： 

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。 
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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。 

 メモ： 

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 153 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。 

 メモ： 
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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、「SPS

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 154 <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。 

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。 
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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。 

 メモ： 

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 155 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 156 <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 157 Policies > Audit Policies — 監査証跡の署名 

 

 メモ： 

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。 
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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： 

1. [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。 

Figure 158 Policies > Trusted CA Lists — 信頼された CA リストの作成 

 

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
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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。 

 メモ： 

.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。 

 メモ： 

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。 
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 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、「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. [Policies] > [Signing CAs]に移動し、 をクリックします。 

2. 以下を設定します。 

 [Local]：組込みの署名用 CA を使用するには、以下の手順を実行します。 

i. 一番上のフィールドに CA リストの名前を入力します。 

Figure 169 Policies > Signing CAs — 署名用 CA の設定 [Local] 

 

ii. 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。あるいは、証明書チェーンをアップロードで
きます。ここで、チェーンのメンバーの 1 つが証明書に署名する CA
です。 
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b. [CA private key]フィールドの をクリックして、証明書に署名する認
証局の秘密鍵をアップロードします。 

c. オプション手順：PKI(Public Key Infrastructure)ソリューションの認証
局を使用して生成された CRL(Certificate Revocation List)の URL を
入力します。この CRL の URL ポイントは証明書に含まれます。これ
は、SPS に接続するクライアントに表示される CRL 情報です。 

CRL リストは、SPS の内部 CA によって生成されないことに注意して
ください。リストは独自の PKI ソリューションから取得する必要があり
ます。 

d. をクリックします。 

iii. SPS で CA を生成する場合は、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。 

 [External plugin]：外部の署名 CA プラグインを使用するには、以下の手順を実行し
ます。 

i. 一番上のフィールドに CA リストの名前を入力します。 

Figure 160 Policies > Signing CAs — 署名用 CA の設定 [Local] 

 

ii. [Plugin]フィールドからアップロードした外部プラグインを選択します。 

フィールドから選択できるようにするには、[Basic Settings] > [Plugins] > 
[Signing CAs]で外部プラグインをアップロードする必要があります。 
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外部署名 CA プラグインを作成する方法の詳細については、「外部署名
CA の作成」を参照してください。 

iii. オプションで、アップロードしたプラグインに必要な情報を[Configuration]

フィールドを入力します。 

[Configuration]フィールドに入力した情報は、プラグインに渡されます。 

iv. をクリックします。 

7.12.1 外部署名 CAの作成 

概要 

外部署名 CA プラグインは、認証局によって署名された証明書と秘密鍵のペアを生成します。プ

ラグインを使用して、証明書の署名をカスタム要件に合わせて作成することができます。 

詳細 

プラグインは、MANIFEST と main.py ファイルを含んだ ZIP ファイルです。. 

MANIFEST ファイル 

MANIFEST ファイルは YAML ファイルで、YAML 仕様のバージョン 1.2 である必要があります。プ

ラグインに関する以下の情報を含める必要があります。 

api: 1.0 

type: signingca 

name: MySigningCaPlugin 

version: 1.0 

description: My custom Signing CA 

プラグインのタイプは、signingca にする必要があります。 

main.py ファイル 

以下のメソッドを含むプラグインクラスを main.py ファイルに定義する必要があります。 

 generate_for_addresses：指定したアドレス(IP/DNS)の鍵/証明書ペアを生成します。 

 generate_for_username：指定したユーザー名の鍵/証明書ペアを生成します。 

 generate_for_subject：指定したサブジェクト値の鍵/証明書ペアを生成します。 

メソッドの引数 
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各メソッドには、以下の引数が必要です。 

 generate_for_addresses： 

 addresses：{list of str} - 証明書を発行される、各 IP あるいは DNS アドレスを含め

ます。 

 keytype：{str} - 証明書に要求されるキータイプを示す’RSA’または’DSS’の固定

値を含めます。 

 generate_for_username： 

 username：{str} - 証明書に発行されるユーザー名を含めます。 

 keytype：{str} - 証明書に要求されるキータイプを示す’RSA’または’DSS’の固定

値を含めます。 

 generate_for_subject： 

 subject：{list of (str, str)} - type-value ペア(タプル)の証明書サブジェクトを含めま

す。有効なタイプは以下になります。 

 ’C’ 国名 

 ’ST’ 都道府県名 

 ’L’ 都市名 

 ’O’ 組織名 

 ’OU’ 部署名 

 ’CN’ コモン名 

 ’emailAddress’ e メールアドレス 

 keytype：{str} - 証明書に要求されるキータイプを示す’RSA’または’DSS’の固定

値を含めます。 

メソッドの戻り値 

各メソッドの戻り値は{dict}で、以下のキーが必要です。 

 key：{str} 生成された鍵 
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 chain：{list of str} 最初の要素で生成された証明書を含む PEM エンコードされた証明書チ

ェーン 

例 

以下のコードは、組込みの CA で証明書に署名することができる、単純なプラグインです。デフォ

ルトでは、事前に再生された CA 証明書と鍵を使用して署名リクエストを処理します。 

このサンプルコードを試す場合、プラグインと共に.zip ファイルに MANIFEST ファイルと以下のパ

ッケージの依存関係を提供する必要があります。 

 asn1crypto 

 certbuilder 

 oscrypto 

main.py 

#!/usr/bin/env pluginwrapper3 

 

# 

# Copyright (c) One Identity 

# All Rights Reserved. 

# 

 

from ast import literal_eval 

from certbuilder import CertificateBuilder, pem_armor_certificate 

from ipaddress import ip_address 

from oscrypto import asymmetric 

 

class Plugin(object): 

 

    plugin_root_ca = """-----BEGIN CERTIFICATE----- 

MIIDhjCCAm6gAwIBAgIIW+mOlk1Cu4swDQYJKoZIhvcNAQELBQAwYTELMAkGA1UE 

BhMCSFUxETAPBgNVBAgMCEJ1ZGFwZXN0MREwDwYDVQQHDAhCdWRhcGVzdDEQMA4G 

A1UECgwHQmFsYWJpdDEaMBgGA1UEAwwRQmFsYWJpdCBQbHVnaW4gQ0EwHhcNMTgx 

MTEyMTQzMDQ2WhcNMTkxMTEyMTQzMDQ2WjBhMQswCQYDVQQGEwJIVTERMA8GA1U

E 

CAwIQnVkYXBlc3QxETAPBgNVBAcMCEJ1ZGFwZXN0MRAwDgYDVQQKDAdCYWxhYml0 

MRowGAYDVQQDDBFCYWxhYml0IFBsdWdpbiBDQTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD 

ggEPADCCAQoCggEBAO73W0ONVwIaBJas+qUe0VBZ4rtk6PtzRNenZcBkTCkITuuF 

DAQ3T1qLUsCyQ4uHMo+yKZUqR3HxbWGxS2l4IaHP6Hbna2kNEyYEsg16mGVUz6tc 

D6bxFu3EpB7eU/OXh8RS8URIfZbLNrql1sKe7k1hpXUDS74Ra/avUIYKIpZ5sCjs 

F6MBZWz5u3tNUa53xVmqgpnQ6pozN+OQ6k74DjK4xqWqJgTWcN6rxZ9k2voQYE3s 

H66jl53q+Zl0D4w/AEW5W3OYNHJtx3tsc36sD2i0doqBCAAvflcSDEs7TXhfXSkC 

qCBKyx8ics5EL9h49MDPGwDTehzwvXusz8LlxeMCAwEAAaNCMEAwDwYDVR0TAQH/ 

BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQUyFWUMJli0q5CtJOp25IqK2M70oAwDgYDVR0PAQH/ 

BAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCWoQCJPqfM4Sjg0R2O42yrE2GtQsXf 

Qb3Dur+CefWLcvjI28t1xuj31khDgpNTwk4IVYrvarNX33C3tjYKgcimwWRMijbA 
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p8kZzFajOZSWC32CQtkWL79LLkJCTJB7b/4E41oNQPHtOoNCqFY+uQogP90qZ1w1 

xlFX8ie/W3cuqhfzW6+/M3iCIwdjhBquvOo6mE3t2/lUcGXE20GayFsKnEmgpDJa 

nxoG1+m+s5zCwDuukX8Lr1O7maTMwNVhm5P5QWeEPbGRN7yw+CfzcvPIbFYwnZ5x 

XeC9Vtoj2Jbom8RV9uus8R5LfYBJ+HZh74wbGhIC2Kf9LrJTK7r92uVA 

-----END CERTIFICATE-----""" 

 

    plugin_root_ca_key = """-----BEGIN PRIVATE KEY----- 

MIIEvwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKkwggSlAgEAAoIBAQDu91tDjVcCGgSW 

rPqlHtFQWeK7ZOj7c0TXp2XAZEwpCE7rhQwEN09ai1LAskOLhzKPsimVKkdx8W1h 

sUtpeCGhz+h252tpDRMmBLINephlVM+rXA+m8RbtxKQe3lPzl4fEUvFESH2Wyza6 

pdbCnu5NYaV1A0u+EWv2r1CGCiKWebAo7BejAWVs+bt7TVGud8VZqoKZ0OqaMzfj 

kOpO+A4yuMalqiYE1nDeq8WfZNr6EGBN7B+uo5ed6vmZdA+MPwBFuVtzmDRybcd7 

bHN+rA9otHaKgQgAL35XEgxLO014X10pAqggSssfInLORC/YePTAzxsA03oc8L17 

rM/C5cXjAgMBAAECggEBAIucxpw76naW3tFtNG7eB2pLaZUUSq4F1VWtPlxd/MUI 

Tpt5OuEHs3vx5CIixCWzkk2zyGmWrvEaHU6zN5ziC7wu7ODzKaTRd7uBiMkpM/oX 

x9CU06w0NLIrbbt/J0ss36xKzRyYwY8lIM+Bbmx8UDuzbehkSY89PHd+S6xUJYsF 

YmOVM00wx1N6yZGKHUV9GLRnysHb+DBbjGIcjDqmlsdyuAzlB7/DAeToLFNkZvzx 

Qzza6whMILXS9Qp39dzn7nJuJywfoOAX2q5LgOrPise2QY1FuAy0GTfqvBDR1eGd 

NwFW5YtH89l347AIDPgklKvKaii2iIw1ZEMf1AlX7mECgYEA+0JM9sToMgLhHJDj 

cUsznVn3xzjDT/4O95LdAq1fVrn10wh/SwGCBBPMHQkV1nS70d//1aGctZLWk5+F 

K3aPGV9Eas70mOGNcXdU1ITpFNuVfbKK8uH5NF/oEuoD4zRabunrj/zEk0Qu/D9v 

pN4qEwJoV1SD/9HpfpaUG/xuBLECgYEA83mtE34zYTY2TLBr4HvoiWrFYoEpPldN 

64oD+w1/D0Wd9hxCyzO3y2SmrBmmbzoawTckxD/VKndeRdV5dLlEnAV4F35bPsQl 

dRJJEAAQPqqc1z4x6c2my27WPSbm4mIcvfTc65UFu4ovm/koywc96fwvpTX6JIN1 

X8zHZ/tQaNMCgYEAl3yk3I9hk22K/ecZSiBWEUPCETpW/66kpX3FhKy085wQ61iP 

LtDM69pn0QW+RduBtgsAu3PCAPN0LfManlbP9jMrE96NOHOdDNEusycjRHET04JH 

JiM6VeqRCH5RM7ZH4+FjJh/3APc2AN3aWSOdaHKmKCkLoLyVs73jtG/ggTECgYBp 

reCf22E1yrAa7WCFmYK/UqbGMMXUF1Ts7YT4zUzfNhpwHqgnRxV5pQBrJt8E3DWM 

tACzZfmCazlyGkyTi27qQb10hRXZ0o1nmT45Qa3LZYaaLpa/otHI7xzyghYpIOjU 

0pmpb4+DbWFo0+cO6N/I1ftgPGOMwbqKkHnk+kJWnQKBgQDQwITXna8OVjn86AQP 

m36JHXi0RNVO/x4+b8T7nurU6XCPIzE0PxfVVSXXsbKTWlq48GIw9ZNpPKPSTCQy 

fnYC+Pcu+4A+bfUwFk21khnN/fP5vyFlFhTrGneZeKWhUxv5iOqASEaizfOePmtj 

et/4B9LUf9KQFstlhuIR4AP2OA== 

-----END PRIVATE KEY-----""" 

 

    def __init__(self, configuration=""): 

        self.cert_x509name = { 

            'country_name': 'HU', 

            'state_or_province_name': 'Budapest', 

            'locality_name': 'Budapest', 

            'organization_name': 'One Identity', 

            'common_name': '', 

        } 

        self.cert_alt_domains = [] 

        self.cert_alt_ips = [] 

 

        if configuration is not "": 

            try: 

                configdict = literal_eval(configuration) 

                self.plugin_root_ca = configdict['ca'] 

                self.plugin_root_ca_key = configdict['key'] 

            except Exception: 

                pass 
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        self.root_ca_certificate = asymmetric.load_certificate(bytes(self.plugin_root_ca, 'utf-

8')) 

        self.root_ca_key = asymmetric.load_private_key(bytes(self.plugin_root_ca_key, 'utf-

8')) 

 

    def _sign_certificate(self): 

        end_entity_public_key, end_entity_private_key = 

asymmetric.generate_pair(self.cert_keytype, bit_size=2048) 

        end_entity_private_key = asymmetric.dump_private_key(end_entity_private_key, 

None) 

        end_entity_subject = self.cert_x509name 

 

        builder = CertificateBuilder( 

            end_entity_subject, 

            end_entity_public_key 

        ) 

 

        builder.subject_alt_domains = self.cert_alt_domains 

        builder.subject_alt_ips = self.cert_alt_ips 

        builder.issuer = self.root_ca_certificate 

        end_entity_certificate = builder.build(self.root_ca_key) 

        end_entity_certificate = pem_armor_certificate(end_entity_certificate) 

        return end_entity_certificate, end_entity_private_key 

 

    _subject_type_mapping = { 

        'C': 'country_name', 

        'ST': 'state_or_province_name', 

        'L': 'locality_name', 

        'O': 'organization_name', 

        'OU': 'organizational_unit_name', 

        'CN': 'common_name', 

        'emailAddress': 'email_address', 

    } 

 

    def _set_certificate_x509_name(self, x509name): 

        for (t, v) in x509name: 

            self.cert_x509name[self._subject_type_mapping[t]] = v 

 

    def _set_certificate_keytype(self, keytype): 

        # Certbuilder lists DSS key as DSA so we have to translate the string here 

        if keytype == "dss": keytype = "dsa" 

        if keytype not in ['dsa', 'rsa']: 

            raise ValueError('Certificate type should be either \'rsa\' or \'dss\'') 

        else: 

            self.cert_keytype = keytype 

 

    def _set_certificate_cn(self, cn): 

        self.cert_x509name['common_name'] = cn 

 

    def _set_certificate_addresses(self, addresses): 

        for address in addresses: 

            try: 
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                ip_address(address) 

                self.cert_alt_ips.append(address) 

            except ValueError: 

                self.cert_alt_domains.append(address) 

 

    def _build_response(self, cert, key): 

        return {'key': key.decode('ascii'), 'chain': [cert.decode('ascii'), self.plugin_root_ca]} 

 

    def generate_for_addresses(self, addresses: list, keytype: str): 

        self._set_certificate_keytype(keytype) 

        self._set_certificate_addresses(addresses) 

        self._set_certificate_cn(addresses[0]) 

        return self._build_response( 

            *self._sign_certificate() 

        ) 

 

    def generate_for_username(self, username: str, keytype: str): 

        self._set_certificate_keytype(keytype) 

        self._set_certificate_cn(username) 

        return self._build_response( 

            *self._sign_certificate() 

        ) 

 

    def generate_for_subject(self, x509name: list, keytype: str): 

        self._set_certificate_keytype(keytype) 

        self._set_certificate_x509_name(x509name) 

        return self._build_response( 

            *self._sign_certificate() 

        ) 

MANIFEST ファイルとして以下のスニペットを使用します。 

# Name of the plugin, may contain [a-zA-Z0-9] 

name: HelloSigningCaPlugin 

 

# Version of the plugin, only for display purposes 

version: 0.1 

 

# Type of the plugin - this is a signingca plugin 

type: signingca 

 

# API version of the SCB the plugin was written for, in major.minor format 

api: 1.0 

 

# Free form description. 

description: This is an example plugin used for testing. 

 

# Entry point for the plugin (also for running with python3) 

entry_point: main.py 
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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。 

 メモ： 

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、「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. をクリックして、エントリを追加します。 

Figure 161 Policies > Local User Databases — 鍵と証明書のマッピング 

 

4. [Username]フィールドにユーザーの名前を入力します。 

 メモ： 

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、[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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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]。 

Figure 162 <Protocol name> Control > Global Options — プロトコルの接続データベースのク
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リーンアップ設定 

 

2. [Delete search metadata from SPS after]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）。 

 メモ： 

データーベースのクリーンアップは、1 日に 1 回、22:01PM に行われます。 

[Delete search metadata from SPS after]フィールドに指定した期間は、このプロトコ

ル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[Delete data from SPS 

after]より短くすることはできません。データーベースのクリーンアップは、1 日に 1

回、22:01PM に行われるので、保持日数を同じに設定(例えば、[Delete data from 

SPS after field]を 1 日に)した場合、アーカイブまたはクリーンアップを 22:01PM より

前に開始するように設定してください。 

[Delete search metadata from SPS after]フィールドに指定した期間は、このプロトコ

ルの個々の接続ポリシーに設定した[Delete search metadata from SPS after]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。 

Figure 163 <Protocol name> Control > Connections — 接続への接続データベースクリーンアップ
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設定 

 

4. プロトコルの[Global Options] > [Delete search metadata from SPS after]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、

[Delete search metadata from SPS after]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）。 

 メモ： 

[Delete search metadata from SPS after]フィールドに指定した期間は、このプロトコ

ル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[Delete data from SPS 

after]より短くすることはできません。データーベースのクリーンアップは、1 日に 1

回、22:01PM に行われるので、保持日数を同じに設定(例えば、[Delete data from 

SPS after field]を 1 日に)した場合、アーカイブまたはクリーンアップを 22:01PM より

前に開始するように設定してください。 

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： 

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。 
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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、「対応プロトコルとクライアントソフト」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 policy]、[Record audit trail]、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（「HTTP と HTTPS での認証」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、

「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、「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、「HTTP でのセッション処理」を参照して

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、「プロトコルレベルの 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。 
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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。 

 4-eys 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。 

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「HTTP でのセ

ッション処理」を参照してください。 

8.3 新しい HTTPの認証ポリシー作成 

認証ポリシーは、接続で使用することが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 SPS に認証できるかどうかを決定するのに認証ポリシーを参照します。 

手順： 

1. [HTTP Control] > [Authentication Policies]に移動して、 をクリックします。 

https://tools.ietf.org/html/rfc2617
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Figure 164 HTTP Control > Authentication Policies — HTTP 認証ポリシー設定 

 

2. [Name]フィールド(先頭のフィールド)にポリシー名を入力します。 

3. [Authenticate the client to SPS using]フィールドで、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(HTTP 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

にクライアント認証します。クライアント側で LDAP 認証を使用するには、

[Authenticate the client to SPS using]を[LDAP]にチェックします。 

 
メモ： 

SPS は、接続ポリシーで設定した LDAP サーバーにクライアント側の接続を認

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のすの

に使用する LDAP サーバーと同じにする必要はありません。 

 Local user database：[Local user database]を使用して、SPS ゲートウェイでクライ

アントをローカルに認証します。[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。ローカルユーザーデータベースを作成する方法の詳細につ

いては、「」を参照してください 

 RADIUS：SPS は、指定された RADISU サーバーにクライアント認証します。

[Authenticate the client to SPS using]を[RADIUS]にチェックします。[Address]フ

ィールドに RADIUS サーバーの IP アドレス(IPv4 アドレスを使用)またはホスト名を

入力して、[Port]フィールドに RADIUS サーバーのポート番号を入力し、[Shared 

secret]フィールドに RADIUS サーバーの Shared Secret を入力します。パスワー

ド認証(ワンタイムパスワードを含む)のみサポートされます。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。 

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の

みに認証されます。 
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4. [Gateway Authentication Timeout]フィールドにゲートウェイ認証のタイムアウト時間を指

定します。 

ア ク テ ィ ブ な HTTP セ ッ シ ョ ン の 中 断 を 防 ぐ に は 、 [Sessions Extend Gateway 

Authentication]をチェックします。有効な場合、アクティブ HTTP セッションは、設定したタ

イムアウト以上に、ゲートウェイ認証を延長できます。 

5. をクリックします。 

 
メモ： 

クライアント側の認証設定は、SPS ゲートウェイに対してユーザーインバンド(HTTP プロ

トコル内)として認証が適用されます。 

8.4 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、「一般的な接続設定」を参照してください。 

8.4.1 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、「SPS を HTTP プロキシとして動作」を参照してくださ

い。 

Figure 165 HTTP Control > Connections — トランスペアレント HTTP 接続 
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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。 

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、「HTTP の SSL 暗号の有効化」を参

照してください。 

8.4.2 SPSを HTTPプロキシとして動作 

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 166 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。 

TLS 経由で HTTP プロキシとして SPS 使用できます。ブラウザと SPS 間のすべてのトラ

フィックは、TLS でトンネリングされます。 

この機能を使用するには、クライアントソフトウェアがセキュアな web プロキシー接続を確

立でき、クライアントソフトウェアが、プロキシーの自動設定ファイルなど、設定をサポート
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していることを確認してください。 

Chromium での設定については、Secure Web Proxy(英文)を参照してください。 

2. HTTP クライアントと SPS 間の web プロキシ接続をを暗号化するか選択します。 

ここで、web ブラウザーと SPS 間でセキュアチャネルが利用できるので、proxy 

authentication(英文)を有効にすることもできます。web ブラウザーは、SPS 経由で HTTP

リクエストを発行する前に、SPS にインバンドゲートウェイ認証を行うことが可能です。 

 HTTPクライアントとSPS間で暗号化を無効にするには、[Disabled]を選択します。 

 
メモ： 

転送データには機密情報が含まれている可能性があるので、HTTP クライアン

トと SPS 間を暗号化することを推奨します。 

 HTTP クライアントと SPS 間を暗号化するために、以下のオプションを選択します。 

 固定の証明書を使用するには、 [Use the same certificate for each 

connection]を選択して、証明書をコピーまたはアップロードします。 

 指定した署名 CA によって署名し、オンザフライで証明書を生成するには、

[Generate certificate on-the-fly]を選択します。証明書は、CN フィールド

を除く、署名 CA のパラメーターを使用します。CN フィールドには、ターゲ

ットホスト名が入力されます。 

 
メモ： 

[Generate certificate on-the-fly]を選択して、接続をトランスペアレン

ト に 設 定 し て いる 場 合 、 CN フ ィ ー ル ド に は 、 SNI(Server Name 

Indication)を使用して入力されます。クライアントが SNI をサポートして

いない場合、CN フィールドにはターゲット IP が含まれます。これはク

ライアントブラウザーで証明書検証のワーニングが発生する可能性

があります。 

3. [Target]で[Inband destination selection]を選択します。 

4. 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。 

5. 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。 

6. [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

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。 

7. 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。 

 
注意： 

SPS でゲートウェイ認証を実行するには、クライアントブラウザーを PAC(Procy Auto-

Configuration)スクリプトを使用するように設定する必要があります。 

https://www.chromium.org/developers/design-documents/secure-web-proxy
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Proxy-Authorization
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Proxy-Authorization
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TLS 暗号チャネルでゲートウェイ認証を実行するには、スクリプトが HTTPS アドレスを

返す必要があります。現在、Safari ブラウザーは、ゲートウェイ認証で TLS 暗号をサ

ポートしていません。 

例： 

if (dnsDomainIs(host, "example-domain.com") || dnsDomainIs(host, 

"www.example-domain.com")) return "HTTPS 192.168.11.121:3128"; 

クライアントブラウザーは Subject Altenate Name フィールドを含めるように SPS の証

明書を要求する場合があります。[Generate certificate on-the-fly]オプションを使用し

て、SPS で生成された証明書にはこのフィールドが自動的に含まれます。各接続で同

じ証明書を使用する場合、このフィールドの存在と正しく設定されているか確認してく

ださい。 

8.4.3 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 167 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、以下の手順を実行します。 

a. 自身の PKI システムで SPS の証明書を生成し署名します。証明書とその

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。 
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c. [Private key for host certificate]フィールドの をクリックして、秘密鍵を

アップロードします。 

d. [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。 

 
メモ： 

[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。 

 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がピア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、「ポリシーの一括管理」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。 

制限： 

 
メモ： 

[Generate certificate on-the-fly]を選択して、接続をトランスペアレントに設定して

いる場合、CN フィールドには、SNI(Server Name Indication)を使用して入力されま

す。クライアントが SNI をサポートしていない場合、CN フィールドにはターゲット IP

が含まれます。これはクライアントブラウザーで証明書検証のワーニングが発生す

る可能性があります。 

 

 
メモ： 

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、「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。 
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8.4.4 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。 

Figure 168 HTTP Control > Connections> SSL Settings — HTTP の片側 SSL 暗号の有効化 

 

手順： 

1. [SSL Settings]で[Require HTTPS on client side and HTTP on server side]を選択します。 

 
メモ： 

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. 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、以下の手順を実行します。 

a. 自身の PKI システムで SPS の証明書を生成し署名します。証明書とその

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]フィールドの をクリックして、秘密鍵を

アップロードします。 

d. [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。 

 
メモ： 

[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。 

 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がピア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、「オンザフライでの証明書署名」を参照してくださ

い。 
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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。 

制限： 

 
メモ： 

[Generate certificate on-the-fly]を選択して、接続をトランスペアレントに設定してい

る場合、CN フィールドには、SNI(Server Name Indication)を使用して入力されます。ク

ライアントが SNI をサポートしていない場合、CN フィールドにはターゲット IP が含まれ

ます。これはクライアントブラウザーで証明書検証のワーニングが発生する可能性が

あります。 

 

 
メモ： 

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。 

8.5 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 がリクエストで最初のセッション cookie が同じです。cookie は[Session Cookie 

Settings]にリストされている必要があります。詳細については、「プロトコルレベルの

HTTP 設定の作成と変更」を参照してください。 

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]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。 
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8.5.1 プロトコルレベルの 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。 

 
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]に移動します。HTTP 設定プロファイルを作成するに

は をクリックします。プロファイルの名前を入力します（例、http_special）。 

Figure 169 HTTP Control > Settings — プロトコルレベルの HTTP 設定の作成と変更 

 

2. 設定のパラメーターを表示するには をクリックします。 

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)。 
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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。 

 
メモ： 

このオプションは無効にすることはできません。 

4. web アプリケーションのセッション cookies に基づいて監査された HTTP リクエストとレス

ポンスを区別するには、[Session Cookie Settings]の をクリックして、セッション cookie

の名前を入力します。例えば、PHPSESSID、JSESSIONID あるいは ASP.NET_SessionId。

セッション cookies の名前は大文字小文字が区別されることに注意してください。 

複数の cookie 名を追加するには、この手順を繰り返します。複数の cookie 名を入力した

場合、SPS は、セッションリクエストに最初の cookie を使用します。 

5. [TLS security settings]に移動して、[Client side]と[Server side]の両方の TLS セキュリテ

ィ設定を行います。 

Figure 170 <Protocol> Control > Settings > TLS security settings - TLS セキュリティ設定 

 

 Cipher strength：OpenSSL が使用する暗号スイート文字列を指定します。以下の

設定オプションが利用できます。 

 Recommended：この設定は、適切な赤痢ティレベルの暗号スイートのみ

が使用されます。 
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 Custom：この設定では、SPS が接続に使用することを許可する暗号スイ

ートのリストを指定できます。この設定は、古いシステムとの互換性の維

持するためにのみ推奨します。 

 Minimum TLS version：SPS がネゴシエーションで使用する最小の TLS バージョン

を指定します。以下の設定オプションが利用できます。 

 TLS 1.2：ネゴシエーションに TLS バージョン 1.2 のみ使用します。これは

推奨設定です。 

 TLS 1.1：ネゴシエーションに TLS バージョン 1.1 以降を使用します。 

 TLS 1.0：ネゴシエーションに TLS バージョン 1.0 以降を使用します。 

 
メモ： 

SPS は、TLS 暗号接続のみ許可します。SSLv3 はサポートされません。 

6. をクリックします。 

7. 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。 
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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。 

 
メモ： 

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、「 

 」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、「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、「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、「Citrix 環境での SPS 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、「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、「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]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 
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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。 

 

 
メモ： 

[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 SPSへの初期設定 

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、「対応プロトコルとクライアントソフト」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。 

 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。 
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 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。 

 
メモ： 

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 6. 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 
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Figure 171 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、ICA 設定プロファイルを作成するには を

クリックします。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。 

 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。 

 
メモ： 

[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。 



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

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（Citrix Virtual Apps(旧 Citrix 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（Citrix 

virtual Apps(旧 Citrix XenApp)の 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： 

Accessing Citrix Virtual Desktops(旧 Citrix 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。 
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Figure 172 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。

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 173 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。 
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Figure 174 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 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 175 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) - 
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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 176 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、「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 

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。 

 
メモ： 

この問題は、SPS を使用することとは関係はありません。 
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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、「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、「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、「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。 

 TLS 暗号化接続：TLS 暗号化された RDP 接続の設定方法の詳細については、「RDP 接続

での TLS 暗号の有効化」および「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、

「RDP 接続での TLS 暗号化の有効」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、「新しいコンテンツポリシーの作成」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で認証する前に、ユーザーを認証または承認するための外部

システムと連携するための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

はユーザーから追加の情報を要求(例えば、多要素認証)するのにも使用することができ

ます。 

詳細については、「外部の認証および承認システムとの連携」を参照してください。 

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。 
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 RDP ファイル(例、Default.rdp)に“use multimon:i:1”を追加します。 

 
メモ： 

[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。 

制限： 

RDP 接続は、以下の Windows 側の設定によって失敗します。 

 ターゲットユーザーが保護されたユーザーのセキュリティグループの場合。 

 リモート資格情報保護を有効にして、使用している場合。 

 Restricted Admin モードを有効にして、使用していいる場合。Windows で Restricted Admin 

mode を有効または無効にする方法の詳細については、Remote Desktop Services: Enable 

Restricted Admin mode(英文)を参照してください。 

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。チャネルポリシー

の設定方法の詳細については、「チャネルポリシーの作成と変更」を参照してください。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、「対応プロトコルとクライアントソフト」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。 

 
メモ： 

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。

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]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。 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/security/credentials-protection-and-management/protected-users-security-group
https://docs.microsoft.com/hu-hu/windows/security/identity-protection/remote-credential-guard
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/dn283323(v%3dws.11)#restrictedadmin-mode-remote-desktop
https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/32905.remote-desktop-services-enable-restricted-admin-mode.aspx
https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/32905.remote-desktop-services-enable-restricted-admin-mode.aspx
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 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]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。 

 
メモ： 

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。 

 [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。 

 
メモ： 

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

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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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、「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。 

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。 

 
メモ： 

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。 

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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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。 

Figure 177 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、RDP 設定プロファイルを作成するには をクリック

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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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）。 

 
メモ： 

[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）。 

 
メモ： 

[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 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、「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、

「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。 
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 ドメインに参加できない、またはさせたくない場合は、「 

  
メモ： 

SPS が複数のドメインで使用していて、LDAP データベースを使用する場合、

LDAP は、グループメンバーシップを確認するのにドメイン名のないユーザー

名のみを使用します。 

 」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。 

 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。 

 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、「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。そのため、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. 認証前にクライアントにバナーメッセージを表示させるには、[Banner]フィールドにメッセ

ージを入力します。例えば、接続が監査されていることをユーザーに通知します。SPS は、

[OK]ボタンのみのグラフィカルウィンドウにこのバナーを表示します。以下の点に注意し

てください。 

 プレーンテキストまたはベーシックな HTML 形式のバナーを記述できます。 

 
注意： 
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バナーが、階層の深い複雑な HTML の場合、バナー表示は失敗し、RDP 接続

がタイムアウトします。 

 HTML マークアップを使用する場合、バナー全体がシングル HTML オブジェクト

(例、div)にする必要があります。 

<div align="center"><b>Your session is recorded using Privileged Session 

Monitoring</b></div> 

 HTML では、img タグでデータ URL を使用してイメージ(例えば、会社のロゴ)を埋

め込むことができます。ロゴまたはその他のイメージを含めるには、base64 エンコ

ードのデータ URL を使用します。 

<img alt="Embedded Image" 

src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADIA..." /> 

 テキストにリンクを含んることはできますが、ユーザーはクリックやコピーできませ

ん。 

5. [TLS security settings]に移動して、[Client side]と[Server side]の両方の TLS セキュリテ

ィ設定を行います。 

Figure 178  <Protocol> Control > Settings > TLS security settings - TLS セキュリティ設定 

 

 Cipher strength：OpenSSL が使用する暗号スイート文字列を指定します。以下の

設定オプションが利用できます。 
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 Recommended：この設定は、適切な赤痢ティレベルの暗号スイートのみ

が使用されます。 

 Custom：この設定では、SPS が接続に使用することを許可する暗号スイ

ートのリストを指定できます。この設定は、古いシステムとの互換性の維

持するためにのみ推奨します。 

 Minimum TLS version：SPS がネゴシエーションで使用する最小の TLS バージョン

を指定します。以下の設定オプションが利用できます。 

 TLS 1.2：ネゴシエーションに TLS バージョン 1.2 のみ使用します。これは

推奨設定です。 

 TLS 1.1：ネゴシエーションに TLS バージョン 1.1 以降を使用します。 

 TLS 1.0：ネゴシエーションに TLS バージョン 1.0 以降を使用します。 

 
メモ： 

SPS は、TLS 暗号接続のみ許可します。SSLv3 はサポートされません。 

 

 
メモ： 

Windows 7 Service Pack 1(SP1)および Windows 2008 R2 Service Pack 2(SP2)では、

TLS 1.1 および 1.2 は、デフォルトでは利用できません。詳細については、Update to 

enable TLS 1.1 and TLS 1.2 as default secure protocols in WinHTTP in Windows(英

文)を参照してください。 

6. をクリックします。 

7. 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。 

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） 

SPS がドメインのメンバーの場合で、Credential Security Service Provider（CredSSP、ネットワー

クレベル認証：NLA）を使用するには、以下の手順を実行します。SPS をドメインに参加させない

場合、あるいは SPS がドメインに参加できない場合は、「 

 
メモ： 

SPS が複数のドメインで使用していて、LDAP データベースを使用する場合、LDAP は、グル

ープメンバーシップを確認するのにドメイン名のないユーザー名のみを使用します。 

」を参照してください。 

 

前提条件： 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/3140245/update-to-enable-tls-1-1-and-tls-1-2-as-default-secure-protocols-in-wi
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/3140245/update-to-enable-tls-1-1-and-tls-1-2-as-default-secure-protocols-in-wi
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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

については、「複数ドメインでの SPS の使用」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. [Domain (NetBIOS name)]フィールドにドメイン名（例、mydomain）を入力します。 

Figure 179 RDP Control > Settings — ドメインへの参加 

 

4. [Fully qualified domain name (realm name)] フ ィ ー ル ド に レ ル ム 名 （ 例 、

mydomain.example.com）を入力します。 

 
メモ： 

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、[Hostname]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。 

5. をクリックします。 

6. [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。 

7. 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。 

 [Password]フィールドにパスワードを入力します。 

 
メモ： 

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
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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。 

 
メモ： 

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[Ping 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。 

OU 文字列は、RDN(相対識別名)を除いて上から下に読み取り、’/’で区切られま

す。’\’(バックスラッシュ)はシェルおよび LDAP の両方でエスケープ文字と使用さ

れているので、パススルーし、区切り文字として使用しないようにするには 2 重、4

重にする必要があります。 

8. [Join domain]をクリックします。 

9. 成功した場合、SPS は参加したドメイン名を表示します。 

 
メモ： 

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(OTHER-DOMAIN)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
続は確立します。 

 

 
メモ： 

SPS が複数のドメインで使用していて、LDAP データベースを使用する場合、LDAP は、グル
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ープメンバーシップを確認するのにドメイン名のないユーザー名のみを使用します。 

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 

任意のドメイン 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。 

手順： 

1. [RDP Control] > [Settings]に移動し、接続ポリシーで使用する RDP 設定ポリシーを選択

します。 

2. [Enable Network Level Authentication] > [Require domain membership]オプションのチェ

ックを外します。 

3. をクリックします。 

10.4 暗号化された接続での RDPの証明書認証 

デフォルトでは、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。詳細については、「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. [Verify server certificate]をチェックします。 

 
メモ： 

この設定は、ネットワークレベル認証を使用しているセッションの場合、効果がありま
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せん。SPS はサーバー証明書を検証するのに異なる方法を使用するためです。 

ネットワークレベル認証（NLA、CredSSP とも呼ばれる）を使用する場合、TLS セッショ

ンバインディングで TLS レイヤーで実行される検証はありません。TLS セッションバン

ディングの詳細については、Microsoft ドキュメントの[MS-CSSP]: Credential Security 

Support Provider (CredSSP) Protocol を参照してください。 

Figure 180 RDP Control > Connections —RDP 接続での SSL 暗号化の使用 

 

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。 
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10.5 RDP接続での TLS暗号化の有効 

RDP 接続ポリシーで TLS 暗号化を有効にするには、以下の 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、CredSSP とも呼ばれる）を有効にします。RDP 接続で NLA

を有効にするには、「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

ワークレベル認証は、自己署名証明書で SSL 暗号化するので、署名 CA を設定する必要

はありません。 

 以下の手順を実行して、TLS 暗号化を設定します。 

前提条件： 

要件に応じて、以下の 1 つ以上が必要になります。 

 各セッションで同じ証明書を使用するには、X.509証明書と、その秘密鍵が必要です。SPS

はクライアント側のピアに、この証明書を提示できます。SPS ではこれらを作成することが

できないので、自身の PKI システムを使用してください。背方名所の CN(Common Name)

はターゲットマシンのドメイン名または IP ドレスが含くむ必要があります。さもないと、クラ

イアントは証明書を拒否します。 

 接続で証明書をオンザフライで生成するには、署名 CA が必要です。署名 CA の作成方

法の詳細については、「オンザフライでの証明書署名」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. ［RDP Control］ > ［Connections］に移動して、TLS を有効にする接続ポリシーを選択しま

す。 

Figure 181 RDP Control > Connections — RDP 接続の TLS 暗号化の有効 

 

2. [Transport security settings]セクションで、SPS とクライアント/サーバー間で使用する暗

号化設定を行います。 

暗号化を要求するには、[TLS]を選択します。接続を暗号化した場合、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。 

 TLS 暗号化を有効にしますが、外部 CA または署名 CA によって生成した証明書
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がない場合、[Generate self-signed certificate]を選択します。このオプションは、

デフォルトで選択されます。 

 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. 自身の PKI システムで、SPS 用の証明書を生成して署名し、証明書とそ

の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 をクリックして、秘密鍵をアップロー

ドします。 

d. [X.509 host certificate]の をクリックして、証明書をアップロードします。 

 自身の署名 CA を使用する場合、以下の手順を実行します。 

a. SPS がピアに提示する証明書に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、「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]フィールで、使用する CA を選択します。 

 
メモ： 

署名 CA の証明書をクライアントにインポートします。さもないと、クライアントア

プリケーションは、CA が不明のためワーニングを表示します。 

 RDP 接続で TLS 暗号化を完全に無効にするには、[Legacy RDP Security Layer]

を選択します(Legacy RDP Security Layer は Standard RDP Security とも呼ばれ

る)。Legacy RDP 暗号化を使用していて互換性の問題が発生している場合、これ

を使用する必要があるかもしれません。例えば、非常に古い Windows マシン

(Windows Server 2003 以前)に接続する場合、互換性の問題が発生する場合が

あります。 

4. オプション手順：TLS 暗号化を選択した場合でも、legacy RDP 暗号化を使用できるオプシ

ョンがあります。互換性の問題 (例えば、Windows Server 2003 以前の、非常に古い

Windows マシーンに接続する場合など)が発生して、TLS 暗号化が利用できないため、

legacy RDP 暗号化の使用を許可したい場合、[Allow fallback to legacy RDP Security 

Layer]にチェックします(Legacy RDP Security Layer は Standard RDP Security とも呼ばれ

る)。 

 
注意： 

[Legacy RDP Security Layer]または[Allow fallback to legacy RDP Security Layer]オプ

ションを選択すると、暗号化強度が著しく低下します。 

他の方法で互換性の問題を解決できない場合にのみ、このオプションを選択すること

を推奨します。 

セキュリティリスクを避けるために、TLS 暗号化を使用することを推奨します。 

5. をクリックします。 
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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。 

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、「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、「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、「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。 
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 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、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、「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。 

Figure 182 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。 
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 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

宛先選択を使用する方法の詳細については、「送信元アドレスの変更」を参照し

てください。 

 
メモ： 

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、「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。 

 
メモ： 

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. [Authentication backend]セクションで以下を設定します。 

 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、「RDP 接続での TLS 暗号化の有

効」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、「RDP 接続での TLS 暗号化の有効」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 183 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
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クトップクライアント設定 

 

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 184 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 

 

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。 
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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。 

 
メモ： 

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\exampleusername） 

8. [Connect(接続)]をクリックします。 

 
メモ： 

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、「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。（「RDP 接

続での TLS 暗号化の有効」を参照してください。） 

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 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。
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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。 

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オプションがあります。接続で使用するユーザー名を特定できない場合、あ

るいはユーザー名フィールドに宛先サーバーがエンコードされていない場合、SPS はログイン画

面を自動的に表示します。ログイン画面が表示された場合、宛先アドレスを指定することができ

ます。 

ユーザー名に宛先サーバーのアドレスをエンコードする場合、いくつかの注意点があります。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、「ゲートウェイ

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「ユーザーマッピングポリシー設定」および「ゲートウ

ェイ認証設定」を参照してください。 

 
メモ： 

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

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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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。 

 SPA を使用する場合は、ユーザー名も必要不可欠です。SPA 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。 

Figure 185 RDP でのサーバー側のログイン 

 

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。 

 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\DontDis

playLastUsername レ ジ ス ト リ 設 定 を 無 効 に し ま す 。 詳 細 に つ い て は 、

「DontDisplayLastUserName TechNet article」（英文）を参照してください。 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc957392.aspx
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メモ： 

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。 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc938084.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc938084.aspx
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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。 

 Drawing 

 rail 

 rail_ri 

 rail_wi 
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Figure 186 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。 

 Remote Desktop (RD) Licensing ロールをインストールする必要があります。 

手順： 

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。 

https://msfreaks.wordpress.com/2013/12/09/windows-2012-r2-remote-desktop-services-part-1/
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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。 

10.12 RDPでファイル転送後に監査証跡からファイルのエクスポート 

SPS のバージョン 6.2 以降から、RDP でクリップボード転送したファイルを監査証跡からエクスポ

ート可能となりました。 

手順： 

1. [RDP Control] > [Connections]へ移動し、既存のコネクションを開くか新規作成します。 

2. コネクションポリシーの[Channel policy]リストからエクスポート用のチャネルを選択します。 

3. [RDP Control] > [Channel Policies]に移動し、コネクションポリシーで選んだチャネルポリ

シーを開きます。 

4. [Type]に[Clipboard]が有り、かつ[Record audit trail] にチェックが入っていることを確認し

ます。 

5. (オプション) 設定を修正した場合は をクリックして保存します。 
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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、「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、「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、「ユー

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、「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、「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、「新しいコンテンツポリシーの作成」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で認証する前に、ユーザーを認証または承認するための外部

システムと連携するための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

はユーザーから追加の情報を要求(例えば、多要素認証)するのにも使用することができ

ます。 

詳細については、「外部の認証および承認システムとの連携」を参照してください。 
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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。 

Figure 187 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 を検証します。 

 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。 

 
メモ： 

クラスターに構成された SPS のインスタンスがが 2 つ以上デプロイする場合、

クラスターに参加する前の管理ホストに記録された SSH キーは、中央の管理

ノードのキーによって上書きされます。 

 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、「サーバーホストキー」を参照してください。 

 
メモ： 

クラスターに構成された SPS のインスタンスがが 2 つ以上デプロイする場合、

クラスターに参加する前の管理ホストに記録された SSH キーは、中央の管理

ノードのキーによって上書きされます。 

 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. RSA ホスト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
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す。 

 
メモ： 

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。 

4. 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。チャネルポリシーの設定方

法の詳細については、「チャネルポリシーの作成と修正」を参照してください。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、「対応プロトコルとクライアントソフト」を参照してください。 

 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。 

 
メモ： 

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。 

 
メモ： 

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 188 ローカル TCP フォワード 

 

 
メモ： 

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_GLOBAL_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 192.168.50.50 を入力

します。 
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Figure 189 リモート TCP フォワード 

 

 
メモ： 

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_GLOBAL_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]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。 

 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。 

 
メモ： 

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。 



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

 

 
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、「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]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。 

 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。 

 
メモ： 

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、

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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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、「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。 

Figure 190 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。 

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 191 SSH Control > Authentication Policies — 認証ポリシー設定 

 

2. [Name]フィールド(最初のフィールド)にポリシーの名前を入力します。 

3. [Authenticate the client to SPS using]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、「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、「リレー認証方式」を参照してください。 

リレー認証方式に[Public key] > [Agent]を選択した場合： 

このオプションを使用すると、SPS はターゲットサーバー上の認証に SSH エージェントを

使用するようにクライアントに要求します。従って、エージェントフォワードを有効するよう

にクライアントを設定する必要があります。さもないと、認証に失敗します。SSH アプリケ

ーションでエージェントフォワーディングを有効にする方法については、アプリケーション

のドキュメント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、「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
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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。 

 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 192 SSH Control > Authentication Policies — SSH 認証ポリシー設定 

 

 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、[Authenticate the client to 

SPS using] > [LDAP]を選択し、許可する認証方式（[Password]、[Public key]）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 user database：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、「1.1.1.0 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。[Authenticate 

the client to SPS using] > [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
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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

ク認証プロトコルを使用するには、[CHAP]を選択します。 

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 user database]をバックエンドで使

用できます。 

Figure 193 Client-side inband gateway authentication with different certificates 

 

Table 8 Client-side inband gateway authentication with different certificates 
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 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 

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 

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。 

 
メモ： 

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、「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. [Authenticate the client to SPS using] > [Local user database]を選択し、許可する認証

方式（[Password]、[Public key]）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。 

 
メモ： 

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



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

の設定（[Relayed authentication methods]の設定）を無視します。 

Figure 194 SSH Control > Authentication Policies — リレー認証方式の設定 

 

 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。 

 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。 

 Fix：サーバー側の接続で特定の秘密鍵を使用します。 

 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と、SPS はターゲットサーバー上の認証に SSH エージ

ェントを使用するようにクライアントに要求します。従って、エージェントフォワード

を有効するようにクライアントを設定する必要があります。さもないと、認証に失敗

します。SSH アプリケーションでエージェントフォワーディングを有効にする方法に

ついては、アプリケーションのドキュメント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。 

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： 
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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） 

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、「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。 
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メモ： 

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、「Kerberos 環境の設定」を参照してください。 

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。 

ユーザーマッピングポリシーと[GSSAPI-based single sign-on]を使用した SSH 認証ポリ

シーを使用した接続ポリシーの場合、SPS は、セッションデータベースにゲートウェイユー

ザーとしてユーザープリシンパルを、サーバーユーザー名としてターゲットユーザー名を

保存します。ユーザープリシンパルと異なるターゲットサーバーのユーザー名を使用して

ユーザーを許可するには、SSH 接続にユーザーマッピングポリシーを設定します。詳細

については、「ユーザーマッピングポリシーの設定」を参照してください。 

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、「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。 

 
メモ： 

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 

信頼されたサーバーのホストキーは、[SSH Control] > [Server Host Keys]ページを使用して管

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。 
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 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。 

 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 195 SSH Control > Server Host Keys — サーバーのホストキー 

 

11.4.1 SPSにサーバーホストキーの自動追加 

サーバーのホストキーは、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。 

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。 
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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 サーバーホストキーの手動追加 

ホストキーを手動で追加するには、以下の手順を実行します。 

 
メモ： 

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。 

ポップアップウィンドウが表示されます。 
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Figure 196 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. をクリックします。 
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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。 

Figure 197 SSH Control > Settings — SSH 設定 

 

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

1. [SSH Control] > [Settings]に移動し、SSH 設定プロファイルを作成するには をクリック

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。 

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、「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、「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。 

https://www.ietf.org/rfc/rfc4252.txt
https://www.ietf.org/rfc/rfc4252.txt
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 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。 

 
メモ： 

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。 

 

 
メモ： 

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。 

 
メモ： 

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。 

Table 9 キー交換(KEX)アルゴリズム 

キー交換(KEX) Default Comment 

diffie-hellman-group1-sha1 - 推奨しません 
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diffie-hellman-group14-sha1 ✔  

diffie-hellman-group-exchange-sha1 ✔  

diffie-hellman-group-exchange-sha256 ✔  

 

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。 

Table 10 暗号化アルゴリズム 

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 

 

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。 

Table 0 メッセージ認証コード(MAC)アルゴリズム 

MAC Default 

hmac-sha1 - 

hmac-sha1-96 - 

hmac-md5 - 

hmac-md5-96 - 

hmac-sha2-256 ✔ 

hmac-sha2-512 ✔ 

 

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。 

Table 12 SSH 圧縮アルゴリズム 

SSH 圧縮アルゴリズム Default Comment 

zlib -  

none ✔ 圧縮無し 
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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、「対応プロトコルとクライアントソフト」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]、 [Record audit trail]、 [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、「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、「Telnet 接続での TLS 暗号の

有効化」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、「新しい Telnet 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、「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、「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、「新しいコンテンツポリシーの作成」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で認証する前に、ユーザーを認証または承認するための外部

システムと連携するための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

はユーザーから追加の情報を要求(例えば、多要素認証)するのにも使用することができ

ます。 

詳細については、「外部認証/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暗号の有効化 

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
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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。 

 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、「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、「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 198 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。 

 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。 
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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。 

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、「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、「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。 

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。 
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 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。 

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、「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。 

制限 

 
メモ： 

[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、クライアントアプ

リケーションは、接続で使用している証明書が無効になるので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。 

 

 
メモ： 

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。 

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。

信頼された CA を作成する方法の詳細については、「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 Telnet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
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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。 

Figure 199 Telnet Control > Authentication Policies — Telnet 認証ポリシー設定  

 

2. [Name]フィールド(最初のフィールド)にポリシーの名前を入力します。 

3. [Authenticate the client to SPS using]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、[Authenticate 

the client to SPS using] > [LDAP]を選択します。 

 
メモ： 

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 Local user database：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、「ローカルユーザーデ
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ータベースの作成」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。

[Authenticate the client to SPS using] > [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。 

 
メモ： 

 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、「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。 

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。 
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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。 

 
メモ： 

認証ポリシーに TN3270 固有のデバイスは 1 つしか追加できません。 

[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。 

 
注意： 

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、Telnet 設定プロファイルを作成するには

をクリックします。プロファイルの名前を入力します（例、telnet_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

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

 [TLS security settings]に移動して、[Client side]と[Server side]の両方の TLS セキ

ュリティ設定を行います。 

Figure 200  <Protocol> Control > Settings > TLS security settings - TLS セキュリティ設定 

 

 Cipher strength：OpenSSL が使用する暗号スイート文字列を指定します。以下の

設定オプションが利用できます。 

 Recommended：この設定は、適切な赤痢ティレベルの暗号スイートのみ

が使用されます。 

 Custom：この設定では、SPS が接続に使用することを許可する暗号スイ

ートのリストを指定できます。この設定は、古いシステムとの互換性の維

持するためにのみ推奨します。 

 Minimum TLS version：SPS がネゴシエーションで使用する最小の TLS バージョン

を指定します。以下の設定オプションが利用できます。 

 TLS 1.2：ネゴシエーションに TLS バージョン 1.2 のみ使用します。これは



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

推奨設定です。 

 TLS 1.1：ネゴシエーションに TLS バージョン 1.1 以降を使用します。 

 TLS 1.0：ネゴシエーションに TLS バージョン 1.0 以降を使用します。 

 
メモ： 

SPS は、TLS 暗号接続のみ許可します。SSLv3 はサポートされません。 

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。 

12.6 IBM iSeries Access for Windows での TN5250 プロトコル使用時の制

限 

クライアントがSPSの IPアドレスを使用してすべての接続を行う場合(例えば、クライアントとSPS

の両方が同じセグメントで、ファイアウォールが SPS の後ろにある場合)のノントランスペアレント

モードで、IBM iSeries Access for Windows で TN5250 プロトコルの使用はサポートされません。

これは、Telnet サーバー以外の他のコンポーネントと管理接続を行う、IBM iSeries Access for 

Windows クライアントの場合の問題です。非監査トラフィックの通信はノントランスペアレントでは

対応できません。 

利用可能な回避方法： 

 アクティブクライアント-サーバー接続の代わりに local service file の使用。 

 トランスペアレントモードの使用。 

https://www.mcpressonline.com/security/ibm-i-os400-i5os/iseries-access-through-a-firewall
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 シングルインターフェーストランスペアレントモードおよびポリシーベースルーティングの使

用。 

 

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。 

 
メモ： 

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、「RDP 固有の設定」を参照してください。 

13.1 VMware環境での SPS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、デプロイ時には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。 
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Figure 201 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。 

Figure 202 クライアント－SPS－サーバー 
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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、「対応プロトコルとクラ

イアントソフト」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 policy]、[4 eyes]、[Record audit trail]、[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、「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、「VNC 接続での TLS 暗号の有

効化」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、「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、「ゲートウェイ認証のプロセス」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、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、「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暗号の有効化 

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。 

 メモ： 

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

https://tools.ietf.org/html/rfc6143
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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、「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、「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。 
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Figure 203  VNC Control > Connections —VNC 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。 

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。 
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 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。 

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、「オンザフライでの証明書署」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、「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。 

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。 
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 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。 

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、「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。 

制限： 

 メモ： 

[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、クライアントアプリケーション

は、接続で使用している証明書が無効になるので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。 

 

 メモ： 

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。 

 

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。

信頼された CA を作成する方法の詳細については、「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. [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、VNC 設定プロファイルを作成するには をクリック

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
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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。 

 [TLS security settings]に移動して、[Client side]と[Server side]の両方の TLS セ

キュリティ設定を行います。 

Figure 204 <Protocol> Control > Settings > TLS security settings - TLS セキュリティ設定 

 

 Cipher strength：OpenSSL が使用する暗号スイート文字列を指定します。以下の

設定オプションが利用できます。 

 Recommended：この設定は、適切な赤痢ティレベルの暗号スイートのみ

が使用されます。 

 Custom：この設定では、SPS が接続に使用することを許可する暗号スイ

ートのリストを指定できます。この設定は、古いシステムとの互換性の維

持するためにのみ推奨します。 

 Minimum TLS version：SPS がネゴシエーションで使用する最小の TLS バージョン

を指定します。以下の設定オプションが利用できます。 

 TLS 1.2：ネゴシエーションに TLS バージョン 1.2 のみ使用します。これは

推奨設定です。 

 TLS 1.1：ネゴシエーションに TLS バージョン 1.1 以降を使用します。 

 TLS 1.0：ネゴシエーションに TLS バージョン 1.0 以降を使用します。 
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メモ： 

SPS は、TLS 暗号接続のみ許可します。SSLv3 はサポートされません。 

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ーサービス、あるいは外部インデクサー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。インデクサー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。 

SPS は内部インデクサーを持ち SPS アプライアンス上で実行されます。内部インデクサーに加

えて、外部インデクサーは 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ー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。 

 内部インデクサーサービスは 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。 

 外部インデクサーは 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、内部インデクサー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ーと連携して動作できます。 

 
メモ： 

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] > [Delete data from SPS after]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、[Delete data from SPS after]が 60 日に設定さ

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
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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[Delete data from SPS after]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）。 

 

注意： 

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、「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、「内

部インデクサーの設定」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。 

 外部インデクサーを設定するには、「外部インデクサーの設定」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、「インデクサ

ーサービスのステータス監視」参照してください。 

監査証跡の再インデックス付け 

特定な場合に、既にインデクス付けされた監査証跡を再インデックス付する必要がある場合が

あります。監査証跡が[Full screen contents]オプションを使用しないでインデクス付けした後で、

スクリーンコンテンツを検索する必要がある場合など。このような場合、画面コンテンツ抽出を実

行するのに、監査証跡を異なるインデクサー設定で再インデックス付けすることができます。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。 

15.1 内部インデクサーの設定 

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ー（「外部イン

デクサーの設定」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。 

インデクサーサービスを使用する場合の [Backup & Archive/Cleanup] > [Archive/Cleanup 

policies] > [Delete data from SPS after]の最小値は 30 日です。これより短く設定した場合、イン

デクサー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。 

 メモ： 

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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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。 

 

 メモ： 

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、インデクサーサービスを使用

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。 

Figure 205 Basic Settings > Local Services > Indexer service－インデクサーサービスの設定 

 

2. [Maximum number of 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. [Maximum number of parallel audit trails to index near real-time on box]の定義。 

このオプションは、SPS アプライアンスがほぼリアルタイムで実行する並列インデックスす

るタスクの最大数を決定します。つまり、セッションがまだ進行中にインデックス付けを開

始します。デフォルト値は 0 に設定されます。 

 

 メモ： 

接続ポリシーで[near real-time]プライオリティ([Connection policy] > [Enable indexing] > 
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[Priority])を設定するには、[Maximum number of parallel audit trails to index near real-

time on box]を 0 以外の値に設定する必要があります。 

 

4. 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。 

 メモ： 

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。 

 メモ： 

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、「ブラウ

ザで暗号化された監査証跡の再生」を参照してください。 

 

5. をクリックします。 

6. [Policies] > [Indexer Policies]に移動します。 

7. 2 つのインデクサーポリシーがデフォルトで利用可能で、両方とも自動言語検出です。 

 full_indexing： 低速ですが、すべてのイベントを含む、画面コンテンツを完全にイ

ンデックス付けします。 

 lightweight_indexing：高速ですが、画面に表示される、実行されたコマンド(コマン

ドイベント)およびウィンドウタイトルのみ抽出します。他の画面コンテンツ(例えば、
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ターミナルや RDP ウィンドウに表示されたテキスト)はインデックス付けされません。 

例えば、SSH プロトコルの場合、[lightweight_indexing]は cat --help のようなパラ

メーターを使用したコマンドをインデックス付けしますが、ヘルプの内容のようなタ

ーミナルに出力されたものはインデックス付けされません。 

新しい接続ポリシーを追加する場合、[lightweight_indexing]インデクサーポリシー

がデフォルトで適用されます。 

 メモ： 

グラフィカルプロトコルの場合、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、新しいインデクサーポリシーを作

成してください。 

 

新しいインデクサーポリシーを作成するには、 をクリックします。 
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Figure 206 Policies > Indexer Policies > インデクス付けオプションと手動言語選択 

 

8. 以下のインデックス付けオプションを選択します。 

 Commands：SSH および Telnet セッションで実行されたコマンドを参照、検索およ

び分析します。 

 

注意： 

特別な理由がない場合、無効にしないでください。 

 

 Window titles：RDP、Citrix ICA、および VNC 接続の画面に表示されたウィンドウ

タイトルを参照、検索、および分析します。画面の一部を OCR 解析するため、わ
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ずかにリソースを消費します。 

 

 

注意： 

特別な理由がない場合、無効にしないでください。 

 

 Full screen contents：監査セッションのすべての画面コンテンツを検索する場合

に、このオプションを選択します。 

Telnet、SSH、RDP、Citrix ICA、または VNC 接続で画面に表示されてすべてのテ

キストを抽出します。グラフィカルプロトコルでは、画面のコンテンツを抽出するの

に OCR を使用します。そのため大量の CPU およびディスクを必要とします。必要

に応じて外部インデクサーの導入を検討してください。 

 Pointing device biometrics：SPA を使用する場合のみ、このオプションを選択して

ください。 

ポインティングデバイス(例、マウス)の使用パターンに基づいて、ユーザー認証の

ための生体認証データーを抽出します。SPS モジュールが必要です。 

 Typing biometrics：SPA を使用する場合のみ、このオプションを選択してください。 

タイピング動作に基づいて、ユーザー認証のための生体認証データーを抽出しま

す。SPS モジュールが必要です。 

9. 検出する言語を設定するには、[Select languages manually for character recognition]を

チェックします。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。 

10. OCRの精度レベルを指定します。精度レベルは、以下の処理スピードと精度を表します。 

 Fast：正確さは失われますが、もっとも速いオプションです。正確さよりもスピード

を重要視する場合に選択してください。 

 Balanced(デフォルト)：最適化されたスピードと正確さを持つオプションです。複数
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のセッションがある場合で処理時間に問題がない場合に、このオプションを選択

します。 

 Accurate：最適なスピードではありませんが、可能な限りもっとも正確なオプション

です。スピードを重視しない場合、あるいは少ないセッションを処理する場合のみ

選択してください。 

11. インデックス付けする接続ポリシーでインデックスポリシーを設定します。 

デフォルトでは、[lightweight_indexing]インデックスポリシーが、[normal]プライオリティで、

すべての接続ポリシーで有効になります。この設定で問題なければ、次のステップに進

みます。例えば、画面コンテンツを完全に OCR する、あるいは特定言語のインデクサー

ポリシーを作成して、異なるポリシーを使用する場合は以下の手順を実行します。 

a. 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。 

b. [Enable indexing]をチェックします。 

Figure 207 <Protocol name> Control > Connections > Enable indexing — Select Indexing Policy 

 

[Indexing Policy]で使用するインデックスポリシーを選択します。組込みの両イン

デックスポリシーは、自動言語検知です。特定の言語のみ検知するには、手順 6.

でインデックスポリシーを作成して選択してください。 

c. 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。[near 

real-time]は、セッションがまだ進行中にインデックス付けを開始します。 

d. をクリックします。 

12. 接 続 で 使 用 す る チ ャ ネ ル ポ リ シ ー を 確 認 し て 、 [<Protocol name> Control] > 

[Connections]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。 

13. [<Protocol name> Control] > [Channel Policies]ページで、[Record audit trail]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。 

14. をクリックします。 

 

 メモ： 
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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、インデクサー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]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 

Services] > [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 外部インデクサーの設定 

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ーサービスをイ

ンストールできます。これらの外部インデクサーホストは、SPS アプライアンスと同じインデクサー

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。外部インデクサーは 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。外部インデクサー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ーを使用するには、以下の手順を実行します。 

 外部インデクサーに関連した条件と制限について確認します。「前提条件と制限」を参照

してください。 

 外部インデクサーを実行する（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。

外部インデクサーホストのハードウェア要件の詳細については、「外部インデクサーホスト

のハードウェア要件」を参照してください。 

 外部インデクサーを使用するように SPS を設定します。詳細については、「外部インデク

サーを使用する SPS の設定」を参照してください。 

 外部ホストにインデクサー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、「外部インデクサーの設定」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ー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、「外部インデクサー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 

外部インデクサーで SPS の使用を開始する前に、以下の点を考慮してください。 

 外部インデクサーホストと 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。 



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

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

ー設定を変更し、新しい設定を外部インデクサー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、「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]

で外部インデクサーが実際に実行しているホストへのインデクサー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。 

 メモ： 

現在、OCR エンジンは 30×30 ピクセル未満のアジア系文字の認識できません。アジ

ア系文字の文字認識に問題がある場合、接続の解像度を上げてください。 

 

 外部インデクサーは、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、インデクサー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 で外部インデクサーを使用しないでください。 

15.2.2 外部インデクサーホストのハードウェア要件 

 CPU：インデクサー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

ーマンスのためには、各インデクサープロセスに専用の 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、インデクサーは、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：インデクサー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、インデクサーサービスに

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

クサー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。 

https://kofaximaging.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6346
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15.2.3 外部インデクサーを使用する SPSの設定 

外部インデクサー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 208 Basic Settings > Local Services > Indexer service > Enable remote indexing — 外部インデクサーの

設定 

 

4. [Listening addresses] > [Address]フィールドに、SPS が外部インデクサー接続を許可する

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、外部インデクサーホストの IP アドレスとネットマスクを入力
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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 外部インデクサーのインストール 

前提条件： 

外部インデクサーは次の 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、インデクサー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。 

 メモ： 

法的な理由により、SPS バージョン 6.3 および 6.0.2 以降のリリースから、外部インデク

サーのインストールパッケージは、SPS の web インターフェースからのみ入手できます。

また、インストールパッケージは web サイトから削除されます。 

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ー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。これはインデクサーアプリケ

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

サーの 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 
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 メモ： 

インデクサーホストと 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. インデクサーを設定します。詳細については、「外部インデクサーの設定」を参照してくだ

さい。 

15.2.5 外部インデクサーの設定 

SPS に接続し、監査証跡をインデックス付けするには、外部インデクサー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. 外部インデクサー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ーを使用するように 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（IP 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。 

外部インデクサーのホストにファイルをアップロードします。 

3. 外部インデクサーホスト上で、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. 外部インデクサー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, 
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near-realtime）です。 

 

 メモ： 

[near-realtime]capabilities は、以下のようにアクティブあるいはクローズしたセ

ッションをインデックス付けするかどうかのみを決定します。 

 ワーカーに[near-realtime, index] capabilities を設定した場合、ワーカーは

アクティブな進行中のセッションにのみインデックス付けします。 

 ワーカーに[index, screenshot, video] capabilities を設定した場合、ワーカ

ーはクローズしたセッションにのみインデックス付けします。 

 

 メモ： 

接続ポリシーで[near real-time]プライオリティ([Connection policy] > [Enable 

indexing] > [Priority])を設定するには、インデクサワーカーの capabilities を

[near realtime]にする必要があります。 

 

 メモ： 

[near-realtime]capabilities を使用しないインデックスワーカーは CPU コア数は

少なくて済みますが、よりメモリが必要です。 

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。 

外部インデクサー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ー

に独占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。 

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
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 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。 

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、「外部インデクサーの開始」を参照してください。 

15.2.6 外部インデクサーへ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

ー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、外部インデクサー

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。 

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. インデクサーサービスを開始できます。詳細については、「外部インデクサーの開始」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。 
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前提条件： 

外部インデクサー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ーは、

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"] 

  }, 

  "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 インデクサー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、「HTTP インデクサーの

設定フォーマット」を参照してください。 

 メモ： 

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。インデクサーは

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、インデクサー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. インデクサー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ー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ー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ーを無効にします。さもないと、特定の監査証跡

が異なるインデクサー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。 
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15.2.8 外部インデクサーの開始 

外部インデクサーを設定し、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ーサービスを開始します。 

 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. インデクサー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。 

外部インデクサー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. インデクサーホストが、SPS の web インターフェースの[Indexer] >[Indexer Status]ページ

のインデクサー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： 

外部インデクサー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 が外部インデクサー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 インデクサーの管理 

外部ホスト上で実行されるインデクサーは、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。 

インデクサー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ープロセスを、/etc/init.d/external-indexer restart コマンド

を使用してインデクサーサービス全体を、それぞれ再起動できます。インデクサーサービスを再

起動するとワーカープロセスも自動的に再起動します。 

インデクサーが実行しているホストが、SPS の web インターフェースの[Indexer]ページのインデ

クサーリストに表示されている必要があります。 

15.2.11 外部インデクサーのアップグレード 

以下では、外部インデクサーホストでインデクサーアプリケーションをアップグレードする方法の

詳細について説明します。 

 

 

注意： 

SPS 5 F4 以降は、記録された監査証跡を暗号化するのに、新しい暗号アルゴリズム

(AES128-GCM)を使用します。この変更は、以下に影響します。 

 監査証跡をインデックス付けするのに外部インデクサーを使用している場合、外部イン

デクサーを最新のバージョンにアップグレードする必要があります。それ以前のバージョ

ンでは、SPS 5 F4 以降で記録され暗号化された監査証跡をインデックス付けすることは

できません。 

 SPS 5 F4 以降で記録され、暗号化された監査証跡を再生するには、Safeguard Desktop 

Player アプリケーションの最新のバージョン、あるいは SPS のブラウザベースのプレー

ヤーを使用できます。Safeguard Desktop Player の以前のバージョン、または Audit 

Player アプリケーションのどのバージョンでも再生することはできません。 

 

前提条件： 

ア ッ プ グ レ ー ド す る 前 に 、 /opt/external-indexer/etc/indexer/indexerworker.cfg お よ び

/opt/external-indexer/etc/indexer/indexercerts.cfg のインデクサーコンフィグレーションファイ

ルをコピーしバックアップを作成します。 

手順： 

1. 弊社、電子納品サイトより、最新のインデクサーをダウンロードします。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/edelivery/
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 メモ： 

法的な理由により、SPS バージョン 6.3 および 6.0.2 以降のリリースから、外部インデクサ

ーのインストールパッケージは、SPS の web インターフェースからのみ入手できます。ま

た、インストールパッケージは web サイトから削除されます。 

2. ダウンロードした.rpm パッケージを外部インデクサーホストにコピーします。 

3. 以下のコマンドを使用してインデクサーを停止します。 

 RedHat または CentOS 6.5： 

service external-indexer stop 

 RedHat または CentOS 7： 

systemctl stop external-indexer.service 

4. 次のコマンドを実行します。：yum upgrade -y indexer.rpm 

5. アップグレードプロセス中に表示されるワーニングを解決します。 

6. 以下のコマンドを使用してインデクサーを再起動します。 

 RedHat または CentOS 6.5： 

service external-indexer start 

 RedHat または CentOS 7： 

systemctl start external-indexer.service 

すべてのインデクサーホストにこのプロセスを繰り返します。 

15.2.12 外部インデクサー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ーは、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 と外部インデクサーのログ

をチェックします。問題が外部インデクサーホストにある場合、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ー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： 
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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 インデクサー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]ページに表示されます。 

[Indexer]ページの要素 

以下に[Indexer]ページの要素と機能を説明します。 

 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。 

 Indexer IP address：インデクサーの IP アドレス(インデクスサ―が SPS で実行し

ているか、あるいは外部インデクサー)を表示します。 

 127.0.0.1：インデクサーが SPS で実行していることを示しています。 

 127.0.0.1 以外の IP アドレス：外部インデクサーを示しています。 

 Capabilities：このワーカーが実行するジョブのタイプ。 

 Capacity：インデクサー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）、および監査証跡をインデックス付けしている（Indexing）アクティブなプロセス

数、またはビデオを生成している（Generating video）アクティブなプロセス数や、ス

クリーンショットを生成している（Generating screenshot）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。 

[Indexing]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。 

 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。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/ticket_details_techsupport.php
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Figure 209 Indexer — インデクサーのステータス監視 

 

[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 インデクサーの設定フォーマット 

このセクションでは、ＨＴＴＰインデクサー（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。 

 メモ： 

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。インデクサーは 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、インデクサー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。 

15.4.1 HTTP インデクサー設定オプション 

General 

タイプ：Top level item 

説明：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.*"] 
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}, 

General (Whitelist) 

タイプ：list 

説明：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"], 

General (Blacklist) 

タイプ：list 

説明：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 

タイプ：Top level item 

説明：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るか決定します。 

例： 

"Form": { 

    "Blacklist": ["password", "pass"] 

  }, 

 

 メモ： 

TTP 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。インデクサーは 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、インデクサー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。 

Form(Blacklist) 

タイプ：list 

説明：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。 
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例： 

"Blacklist": ["password", "pass"] 

Html 

タイプ：Top level item 

説明：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"] 

} 

Html(Attributes) 

タイプ：list 

説明：key=value ペアで抽出され、インデックス付けされた HTML 属性のリスト。この値では、イン

デクサー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。 

例： 

"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="OI 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=OI_SA 

Html(StrippedTags) 

タイプ：list 
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説明：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"] 
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16 検索インターフェースの使用方法 

この章では検索画面(Search interface)の使用方法を説明します。検索画面へのアクセス方法、

効果的な検索手順、検索結果の表示方法、接続の詳細表示や監査証跡の再生、検索結果の

CSV ファイル出力など手順が書かれています。 

前提条件 

ユーザが検索画面にアクセスするには、検索(Search)権限が必要です。 

 メモ： 

[AAA] > [Access Control]ページでユーザに検索権限を割り当てると自動的に[Search in all 

connections]が有効となります。ユーザは特定の接続ポリシーの[Access Control]にリストさ

れているグループではなくても、すべての監査証跡へのアクセスが許可されます。 

許可されている接続の監査証跡のみにユーザがアクセスできるようにするには、「検索権限

の割り当て」を参照してください。 

 接続の第三者認証の設定については、「4-eyes 承認の設定」を参照してください。 

 ユーザ権限の設定については、「ユーザー権利とユーザーグループの管理」を参照してく

ださい。 

 

1. 検索画面にアクセスするには、[検索（Search）]に移動します。 

カード形式(Card View)、表形式(Table View)、またはフロー形式((Flow View)でセッションを

表示できます。 

 をクリックするとカード形式で表示されます。 

Figure 210: 検索画面 - カードビュー 
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 をクリックすると表形式で表示されます。 

Figure 211: 検索画面 – 表形式 

 

セッションは日付順に表示されます。進行中のセッションは検索画面がリアルタイム

で更新され、常に最新の情報が表示されます。 

 をクリックするとフロー形式で表示されます。 

Figure 212. 検索画面 - フロー形式 
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フロー形式には以下の機能があります。 

 クライアントアドレス、ユーザ名、プロトコル、接続承認の有無、サーバアドレス、

One Identity Safeguard for Privileged Analytics (行動分析モジュール)スコアな

どのさまざまなメタデータに基づいて、セッション履歴をすばやく視覚化します。 

セッションのメタデータは縦棒で表示され、色は各データの比率を表します。 

例：比率グラフでの表示 

[Verdict]の列は、多くのセッションが失敗し(FAIL)、それなりのセッションが受

け入れられ(ACCEPT)、あとは[AUTH_FAIL]と[TERMINATED]に分類されて

いることを示しています。 

Figure 213. Search ≻ Flow view – 比率グラフの表示 
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 様々なメタデータの関係性をひと目で判別し、ユーザの行動パターンを特定す

ることができます。 

例：メタデータ間の関連性 

アクセスが拒否された操作行為の概要を知りたいとします。 

[Verdict]列をざっと見てみると、認証に失敗した(AUTH_FAIL)アクセスが複

数存在し、[AUTH_FAIL]からいくつかのサーバアドレスが辿れます。 

Figure 214: Search > フロー形式 - メタデータ間の関連性 
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 グラフをクリックして情報の深堀りもできます。 

情報を掘り下げるには、グラフ内をクリックして[検索]をクリックします。 

 メモ： 

項目を除外するには、Ctrl キーを押しながらクリックします。 

 

これで通常とは異なるセッションのみが表示されます。必要に応じてさらに絞り込むことができ

ます。 

Figure 215. 検索 > フロー形式 - 対話的に情報を深堀りする 
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2. カード形式やテーブル形式でソートするには、[Sort by]をクリックしてリストから選びます。 

Figure 216. 検索 - ソート 

 

例えば、接続時間が最も短いセッションを表示するには、リストから[Duration]を選択しま
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す。接続時間でソートされ、一番短いセッションが最初に表示されます。最長のセッション

を表示するには、  (ａscending)をクリックします。 

3. 検索範囲の期間指定は、「時間範囲の指定」を参照してください。 

4. セッション情報のフィルタ検索は、「検索フィルターの使用」を参照してください。 

5. 監査証跡の内容検索は、「監査証跡のコンテンツの検索」を参照してください。 

6. セッション情報の詳細確認は、「セッションの詳細の表示」を参照してください。 

7. 監査証跡をダウンロードして再生するには、「ブラウザでの監査証跡の再生」[を参照して

ください。 

8. 検索結果をカンマ区切りのテキストファイルとしてエクスポートするには、[Export CSV]を

選択します。検索結果が 10,000 件を超える場合は、最初の 10,000 行のみがエクスポート

されます。すべての結果を出力したい場合は、検索条件を変えて絞り込んでください。出

力ファイルの項目を変更するには[Export CSV]の右隣の[....]をクリックします。 

 

16.1 検索権限の割り当て 

自身が許可されたコネクションだけを対象に、検索と閲覧を可能とする方法を説明します。 

ユーザが検索画面にアクセスするには、[Search]権限が必要です。 

[AAA] > [Access Control]ページでユーザに検索権限を割り当てると自動的に[Search in all 

connections]が有効となります。ユーザは特定のコネクションポリシーの[Access Control]にリス

トされているグループではなくても、すべての監査証跡へのアクセスが許可されます。 

訳注：[Search in all connections]を外した権限を持つユーザからは、各コネクションポリシーの
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[Access Control]が未設定なセッションは全く見えません。 

前提条件 

 検索権限を割り当てたユーザを作成してください。詳細については、「SPS ローカルユー

ザーの作成」を参照してください。 

 ユーザグループを作成してください。詳細については、「ローカルユーザーグループの管

理」を参照してください。 

接続権限のあるセッションにのみアクセスできる権限を割り振る 

1. [AAA] > [Access Control]に移動します。 

Figure 217. AAA > Access Control - 検索権限の設定 

 

2. ユーザグループに Search 権限を割り当てます。「SPS web インターフェースでユーザー

グループに権限割り当て」を参照してください。 

3. [Search in all connections]のチェックを外して、権限を付与されたコネクションのセッション

にのみアクセスできるようにします。 

4. 特定のコネクションに許可を与えるには各プロトコルの[Connections]ページに移動し (例: 
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[SSH Control] > [Connections])、対象となるコネクションポリシーを修正します。 

Figure 218. <Protocol name> Control > Connections > Access Control - 検索権限の設定 

 

5. [Access Control]に移動し、 をクリックします。 

6. 許可させたいユーザのグループ名を[Authorizer Group]に入力します。このグループは

[AAA] > [Group Management]に存在する必要があります。 

 

注意： 

ユーザ名、ユーザリスト、ユーザグループの名前は、大文字と小文字が区別されます

(case sensitive)。 

 

7. ユーザグループにアクセス権限を割り振ります。 

 そのユーザグループに承認(ユーザへのセッション許可)と監査(セッションのリア

ルタイム監視と監査証跡のダウンロード）を割り振る場合は [Permission] > 

[Search&Authorize]を選択します。 

 ユーザグループが 監査の み、 セッシ ョ ン承認権限 を持 たせな い場合 は

[Permission] > [Search]を選択します。 

 メモ： 

[Client user is] > [Member of]にユーザリストを入力して、監査可能なユーザをさらに絞

り込むことができます。ですが、Search 画面にはアクセスできなくなります。この問題を

回避するには、[Authorizer Group]で別の[Access Control]ルールを[Client user is]を

空けたまま追加します。（クライアントやリモートホストのユーザ名ではなく）SPS の

[admin]は、すべての接続を監査し、認証することができます。 

 

設定の結果 

ユーザは与えられた権限に関係するセッションへアクセスが可能となりました。 

ユーザがセッションにアクセスするために必要な権限を持っていない場合、以下のように警告メ

ッセージが表示され、セッション一覧は現れません。 

Figure 219. 検索 – アクセス拒否 
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16.2 期間の指定 

検索を期間を指定して制限したり、境界線を設定して検索条件をフィルタリングすることができま

す。また、予め用意された期間セットでの制限や、カスタム範囲を指定してさらに細かく検索もで

きます。 

検索期間を指定すると、結果には以下のセッションが含まれます。 

 指定した開始時刻と終了時刻の間の、任意の場所で開始および終了した接続 

 指定した開始時刻と終了時刻の間の、任意の場所で開始した接続 

 指定した開始時刻と終了時刻の間の、任意の場所で終了した接続 

 指定した開始時刻と終了時刻の間のどこかで開始されアクティブなままの接続 

たとえば現在は 17:00 で、開始日を今日の 10:00、終了日を今日 15:00 として検索すると、検索結

果には次のようなセッションが含まれます。 

 8：00 に開始し、14:00 に終了した接続 

 11:00 に開始し、14:00 に終了した接続 

 11:00 に開始し、16:00 に終了した接続 

 11:00 に開始し、未だアクティブな接続 

 10:00 に開始し、未だアクティブな接続 

期間を指定するには 

1. 検索の開始日を選択するには、[Pick a date]をクリックします。またショートカットを使って

プリセットの期間(Shortcuts)から選んで絞り込むこともできます。例えば、今から 1 時間以

内に発生した事件を調査するには、ショートカットの[Today]でも大丈夫ですが、[Last 60 

minutes]を使うほうが良いでしょう。 

Figure 220. 検索 - 日付の選択 



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

 

2. カレンダーから、必要に応じて開始日を選択します。 

 メモ： 

日付は、SPS で設定したタイムゾーンに沿います。 

 

3. 日付だけでなく、時刻を指定して検索できます。 

Figure 221: 検索 - 時刻の指定 

 

4. 検索の終了日が必要なら、[Pick a date] をクリックして日付を選択します。 

開始日のみ指定した場合、終了日は現在の時刻に設定されます。 

5. （開始日と終了日のクリア）[shortcuts > All time] をクリックします。 

6. （タイムライン表示）タイムライン表示を使って指定期間のさらなる絞込みを手早く、また視

覚化できます。 

アイコンをクリックします。 

Figure 222: 検索 - タイムライン表示 
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a. バーには、選択した期間での検索のヒット数が表示されます。 

アクティブ/[active sessions]なセッションの列には、指定期間内でアクティブだった

全てのセッションが表示されます。開始したセッション/[sessions started]の列は、指

定期間内でに始った全セッションを示します。 

例えば今日の 8:00 から 9:00 で指定した場合、7:00 に開始し 8:00 以降も続いている

たセッションはアクティブの列に表示されます。8:30 開始のセッションは、開始したセ

ッションの列に表示されます。 

期間内にセッションがアクティブだったため、8:30 に開始したセッションもアクティブセ

ッションの列に表示されます。 

ア クテ ィブ な セッシ ョンを 無視 し て開 始し た セッシ ョ ンだ け表示す るには 、 

をクリックします。開始したセッションを無効にして、タイムラインでアク

ティブなセッションのみを表示するには、 をクリックします。 

マウスをバーの上に置くと、そのバーが表す期間のセッション数とバーの開始日と

時刻、終了日と時刻が表示されます。 

b. マウスで期間を選択するには、マウスポインタをタイムライン上にドラッグするか、

Shift+クリックして複数のバーを選択します。 
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16.3 検索フィルターの使用 

ここでは、検索フィルターを使ってさらに具体的に検索する方法を説明します。 

検索フィルターを使用して検索するには 

1. 検索クエリ/[Search query]フィールドに検索フィルターを入力するか、検索一覧のいずれ

かの項目をクリックします。 

Figure 223 検索 - 検索フィルター 

 

検索画面のどこにも項目が表示されない検索フィルターもありますが、問題無く使用する

ことができます。 

たとえば、検索フィルター[active]を使用してアクティブな接続を検索可能です。検索結果

もそれに応じて表示されますが、［Overview］タブ、［Details］タブ、［Events］タブ、［Alerts］

タブ、［Contents］タブにいずれにも[active]の項目は表示されません。 

 メモ： 

検索は大文字と小文字を区別しません。大文字小文字を区別するには、検索キーワー

ドを二重引用符で囲みます。検索クエリ欄には英数字と記号のみ使用できます。正規

表現の組合せや論理演算子を使用できます。 

 

2. 検索フィルタを必要なだけ入力したら、[Search]をクリックします。 

 メモ： 

検索クエリを保存するには、URL を保存するか、ブラウザにブックマークします。 

 

期待される結果 

セッション情報(Connection metadata)は、任意のパラメータやパラメータの組み合わせで

フィルターされ一覧表示されます。検索一覧だけでなく、[Overview]、[Details]、[Events]、
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[Alerts]、[Contents] タブでも表示されます。 

16.3.1 利用可能な検索フィルターの一覧 

このセクションでは、より詳細な検索を実行するために使用できる検索フィルターの一覧を表示

します。検索フィルターの使用方法については、「検索フィルターの使用」を参照してください。 

次の表では、このセクションにリストされている検索フィルターの表について説明します。 

Name:  

検索フィルターの意味がわかるよう言い換えたものです 

Search filter: 

検索フィルタの正式名です。たとえばサーバー側の IP アドレス(10.30.255.70)で絞り込むには、

[Search query]欄に[server.address:10.30.255.70]と入力します。すると、サーバー側の IP アドレ

スとして 10.30.255.70 を含む全てのセッションが表示されます。 

Displayed: 

検索フィルタの結果が検索一覧や[Overview]、[Details]、[Events]、[Alerts]、または[Contents] 

タブに表示されているかを表します。たとえば、検索フィルター[active]を使用してアクティブな接

続を検索可能です。検索結果もそれに応じて表示されますが、［Overview］タブ、［Details］タブ、

［Events］タブ、［Alerts］タブ、［Contents］タブにいずれにも[active]の項目は表示されません。 

16.4 監査証跡のコンテンツ検索 

 メモ： 

この機能は、セッションに対して監査やインデックス作成が行われた場合にのみ使用できま

す。詳細については、「内部インデクサーの設定」を参照してください。監査証跡のコンテンツ

(コマンドやウィンドウ名やファイル名)は、以下の 2 種類の方法で検索できます。 

 

監査証跡のコンテンツ検索は、次の通りです。 

 ブラウザ再生：検索クエリを含むすべてのセッションを検索する場合は、[Search query]フ

ィールドに検索フィルター[screen.content: expression]を入力します。例えば、[exit]を探し

たいなら[screen.content="exit"]と入力してください。exit が画面に表示されているすべて

のセッションが検索されます。 

 Safeguard Desktop Player アプリケーションの使用：特定の監査証跡内でコンテンツを検

索できます。監査証跡をダウンロードして Safeguard Desktop Player アプリケーションで開

き、アプリ内の検索機能を使います。SPS で記録とインデックス、そして動画化されたセッ

ション内でコンテンツを検索できます。 
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コンテンツを絞り込むには、以下のようなさまざまな方法があります。 

 ワイルドカードの使用 

 論理演算子の使用 

 ターミナル接続でのコマンドの検索 (例: [command:"sudo su"]) 

 グラフィカルな接続のウィンドウ名の検索 (例: [title:settings]) 

検索クエリの例 

以下は、さまざまな検索クエリ例のリンクです。 

 完全一致については、「完全一致の検索」を参照してください。 

 検索キーワードの組み合わせ、論理演算子については、「検索キーワードの組み合わせ」

を参照してください。 

 ワイルドカード検索については、「ワイルドカードを使った検索」を参照してください。 

 特殊文字を使用については、「特殊記号を含んだ検索」を参照してください。 

 似たスペルの単語を検索するあいまい検索については、「あいまい検索」を参照してくださ

い。 

 指定した距離内に出現する単語を検索する近接検索については、「近接検索」を参照して

ください。 

検索語の関連性の調整については、「検索語の関連性調整」を参照してください。 

 

完全一致の検索 

SPS は基本的に検索キーワードを単語として検索し、部分一致ではなく完全一致のみマッチした

とみなします。検索キーワードに特殊文字が含まれている場合は、バックスラッシュ (\) 文字を

付けるする必要があります。特殊文字については「特殊記号を含んだ検索」を参照してください。 

以下の文字は特殊文字です。+ - & | ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \ / 

例：完全一致検索 

検索表現  example 

一致 example 

一致しない examples 

 example.com 

 query-by-example 

 exam 
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フレーズを正確に検索したい場合は、二重引用符""で囲みます。 

検索表現 "example command" 

一致 example command 

一致しない example 

 command 

 example: command 

例えば Windows のパス表記のような、バックスラッシュを含む文字列を検索したい場合はバック

スラッシュ２つで囲みます。 

検索表現 C\:\\Windows 

一致 C:\Windows 

 

検索キーワードの組み合わせ 

検索キーワードの組み合わせには AND や NOT といった論理演算子を使用します。括弧で複雑

な検索条件を作ることもできます。 

例：組合せ検索 

検索表現 keyword1 AND keyword2 

一致  （両方のキーワードを含むセッション） 

 

検索表現 keyword1 OR keyword2 

一致  （どちらかのキーワードを含むセッション） 

 

検索表現 "keyword1 keyword2" NOT "keyword2 keyword3" 

一致  （先のフレーズを含み、後のフレーズを含まないセッション） 

 

検索表現 +keyword1 keyword2 

一致  （キーワード 1 は必須、ただしキーワード 2 は含んでも良い） 

論理演算子自体（AND など）を検索する場合は、"AND"のようにカッコを付けます。 
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例：カッコを使った検索 

カッコを使って複雑な検索表現を作ることもできます。 

検索表現 (keyword1 OR keyword2) AND keyword3 

一致  キーワード１と３を含むか、キーワード２と３を含む 

 

ワイルドカードを使った検索 

検索表現に?や*を使うこともできます。 

例：?を使った検索 

?は、正確に任意の 1 文字を意味します。ただし、UTF-8 以外の文字やマルチバイト文字の検索

には使えません。これらの文字を検索したい場合は??か*を使ってみてください。 

*と?は検索の最初の文字として使用することはできません。 

 

検索表現 example? 

一致 example1 

 examples 

 example? 

不一致 example.com 

 example12 

 query-by-example 

 

検索表現 example?? 

一致 example12 

不一致 example.com 

 example1 

 query-by-example 

 

例：*を使った検索 

*は 0 個以上の任意の文字を指します。こちらは UTF-8 以外の文字、マルチバイト文字に対応



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

しています。 

検索表現 example* 

一致 example 

 examples 

 example.com 

不一致 query-by-example 

 example* 

 

例：ワイルドカードを組合せて検索 

ワイルドカードの組合わせも可能です。 

検索表現 ex?mple* 

一致 example1 

 examples 

 example.com 

 exemple.com 

 example12 

不一致 exmples 

 query-by-example 

 

特殊記号を含んだ検索 

?(クエスチョンマーク)、*(アスタリスク)、\（＼バックスラッシュ）、 (空白)などの特殊記号自体を探

したい場合、記号類の前にに\(バックスラッシュ）を付けて検索してください。バックスラッシュの

後ろの記号は検索対象の文字として扱われます。 

特殊記号扱いされるのは以下の文字です。 + - & | ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \ / 

例：特殊記号を検索 

特殊記号の検索にはバックスラッシュを使います（￥）。 

検索表現 example\? 

一致 example? 
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不一致 examples 

 example1 

Windows のパス名のようにバックスラッシュを含む場合はバックスラッシュ２つで囲います。 

検索表現 C\:\\Windows 

一致 C:\Windows 

 

UNIX のパス名のように、スラッシュ（/）を含む場合は、全てのスラッシュの前にバックスラッシュ

を付けます（\/）。 

検索表現 \/var\/log\/messages 

一致 /var/log/messages 

 

検索表現 \(1\+1\)\:2 

一致 (1+1):2 

 

コマンドやウィンドウ名の検索 

ターミナル接続の場合は、 [command:]でコマンドを指定します（画面内コンテンツ/screen 

content 扱いされません）。グラフィカル接続では、[title:]でウィンドウ名を指定します（これも画面

内コンテンツ扱いされません）。コマンドやウィンドウ名を検索から除外するには以下の表現を使

います。[keyword AND NOT title:[* TO *]] 

ワイルドカードや他の表現を組合せることもできます。例：title:properties AND gateway 

例：コマンドやウィンドウ名を検索 

検索表現 command:"sudo su" 

一致 コマンドとしての sudo su 

不一致 画面内コンテンツとしての sudo su 

 

検索表現 title:settings 

一致 操作中のウィンドウ名が settings 

不一致 画面内コンテンツとしての settings（ウィンドウ名ではない） 

 

画面内コンテンツの検索と、その結果からコマンドやウィンドウ名を除外したい場合は以下の検
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索表現を使います。 

 

検索表現 properties AND NOT title:[* TO *] 

一致 ウィンドウ名ではない、properties というコンテンツ 

不一致 ウィンドウ名が properties 

 

ワイルドカードや他の検索表現を組合せることもできます。 

 

検索表現 title:properties AND gateway 

一致 ウィンドウ名が properties で、画面内コンテンツ（ウィンドウ名含む）に

gateway が有る 

不一致 画面内コンテンツに properties と gateway が有る、ただし properties はウ

ィンドウ名ではない。 

 

あいまい検索 

~（チルダ記号）を使って、あいまい検索が出来ます。単語の最後にチルダを付けて、似た綴りの

単語を検索する方法です。 

例：あいまい検索 

 

検索表現 roam~ 

一致 roams 

 foam 

 

近接検索 

同じく~（チルダ）を使い、複数の単語が指定の単語数内（近接距離）に現れるセッションを探す近

接検索が可能です。 

例：あいまい検索 

 

検索表現 "keyword1 keyword2"~10 
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一致 10 単語内に keyword1 と keyword2 が有る 

 

検索語の関連性調整 

基本的にどの単語、フレーズも等価として扱われますが、^(キャレット)を使ってキーワードや検

索表現に対して関連性の重みを追加できます。 

例：検索語の関連性調整 

 

検索表現 keyword1^4 keyword2 

一致 keyword1 と keyword2 を含む、ただし 1 の関連性は 4 倍 

 

16.5 検索結果の集計の表示 

1. アイコンをクリックします。 

2. [Value distribution based on]から集計したいメタデータを選択します。例えば、ユーザー名

の集計を表示するには[Username]を選択します。 

Figure 224. 検索 - 集計表示 
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3. 円グラフから項目を除外するには、除外したいメタデータの横にあるアイコンをクリックし

ます。 

例えば、テストボットというユーザ結果を除外したい場合は、項目の横にあるアイコンを選

択します。 

Figure 225. 検索 - 円グラフから項目を除外する 

 

円グラフに除外項目の結果が表示されないようになりました。パーセンテージは常に合計

が 100%となるよう再計算されます 

必要に応じて検索結果を制限や絞り込んで、集計表示し続けることができます。 
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16.6 Safeguard for Privileged Analytics を使用したデータの分析 

SPS は記録した様々なデータを統合して、ユーザー行動分析の基礎として使用します。

Safeguard for Privileged Analytics(SPA)は SPS のデータに対して機械学習アルゴリズムを用い、

行動特性を精査して特権ユーザーのユーザー行動プロファイルを生成します。SPA はユーザー

のプロファイルをユーザーの実際の行動とをリアルタイムで比較します。そのプロファイルは機

械学習を使用して継続的に調整されます。SPA はユーザーの怪しい行動を検出すると、SPS の

インターフェースに行動の(悪い)評価をグラフ化して表示します。 

前提条件 

まずセッションデータの有無を確認してください。 

 root/administratoｒや共有アカウント以外の、実名や一意なユーザー名 

検索画面の[Username] を確認します。セッションをユーザー単位で分析するため、ここ

は極めて重要な部分です。 

管理者、共有アカウントしか使ってない場合は、認証設定を見直しすか、アカウントとユー

ザーを紐付ける方については、弊社へお問い合わせください。 

 インデクスによって抽出されたコマンド 

インデクスと対象する範囲の設定は、「監査証跡のインデクス化」を参照してください。 

リアルタイムのコマンド抽出の設定は、「新しいコンテンツポリシーの作成」を参照してくだ

さい。 

 インデクスによって抽出されたキー入力 

信頼できるレベルの分析には、少なくとも 5 セッションとそれぞれ 200 文字以上のキー入

力が必要です。 

キー入力のインデクスと対象範囲の設定は、「監査証跡のインデクス化」を参照してくださ

い。 

リアルタイムなキー入力の抽出の設定は、「新しいコンテンツポリシーの作成」を参照して

ください。 

 インデクスによって抽出されたウィンドウ名 

インデクスと対象範囲の設定は、「監査証跡のインデクス化」を参照してください。 

リアルタイムなウィンドウ名抽出の設定は、「新しいコンテンツポリシーの作成」を参照して

ください。 

続いて、SPA を使ってデータ分析する方法を説明します。 

 

制限事項 

SPS のモジュールである SPA の動作条件は以下の通りです。 
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 SPS は最低 12GB の RAM が必要です。アプライアンスのアップグレードをご希望の場合

は[弊社]までお問い合わせください。 

 SPA の動作には相当な PC リソースを必要するため、SPS への負荷が高くなります。 

 キー入力アルゴリズムは他のアルゴリズムに比べ、リソースを圧倒的に多く消費

します(much more resource-hungry)。まずリソース負担の少ないアルゴリズムで

データ分析を始めることをお勧めします。 

 SPA を使い始める前に、SPS のメモリの少なくとも半分が利用可能であることを

確認してください。 

 SPA は監査証跡と SPS のメタデータのみを分析し、いわゆるログデータは分析しません。 

 

SPA を開始する 

1. 評価用スコアの取得を開始します。 

スコア計算はリアルタイムで行われます。つまり、そこに新しいデータ（進行中のセッション

であっても）があれば、SPA は即座にデータをスコアリングします。 

 メモ： 

データがすぐに入手できず、またセッションから十分な量のデータが生成されるまで待

てない場合には、以下の方法があります。 

 手動で既存セッションのインデックスを再作成します。詳しくは、「SPA 構成ガイド」

の「Reindex historical sessions」を参照してください。 

 手動で既存セッションのインデックスを再作成します。詳しくは、「SPA 構成ガイド」

の「Reindex historical sessions」を参照してください。 

 ウィンドウ名については pam-process-historical-window-titles コマンドを実行し、

既存セッションとインデックス化されたセッションの両方のウィンドウ名の再処理し

ます。これは SPS が旧 SCB5(バージョン F6)よりも前のバージョンからアップグレー

ドしていたり、ウィンドウ名の処理を行ったことがない場合に便利です。 

 

スコアは加点方式です。セッションは互いに独立した複数のアルゴリズムによってスコア

化され、それらは合計され 1 つのスコアになります。 

SPA の設定方法の詳細については、「SPA 構成ガイド」を参照してください。 

2. 高スコアのセッションを検索します。 

a. [Search（検索）]画面に移動します。 

セッションは日付順に表示されています。進行中のセッションについては、検索画

面はリアルタイム更新されており常に最新の情報が表示されます。 
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b. [Search query（検索クエリ）]フィールドに、[analytics.score.aggregated: [80 TO 

100]]と入力して、[Search（検索）]をクリックします。80～100 のスコアはユーザの

異常な行動を示します。 

 

Figure 226:  検索クエリを使用して、ユーザの異常な行動を示すセッションを検索する 

 

高い（悪い）スコアのセッションが表示されます。 

 

Figure 227： 高得点のセッション - 表形式 

 

 

Figure 228: 高得点のセッション - カード形式 
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3. 他にも、スクリプト化されたセッションを検索できます。 

その場合は、[Search query（検索クエリ）]フィールドに[analytics.scripted:true]と入力して、

[Search（検索）]をクリックします。 

4. セッションの詳細を表示するには、カード形式なら をクリックします。 

または、表形式なら をクリックします。 

5. [Analytics]タブをクリックします。 

ページの上部に、以下のようなセッションの注目すべき情報のまとめが表示されます。 

 集計されたスコア（ゲージで表示）が色付きで表示されます。 

 80-100 は異常な行動を示し、赤で表示されます。 

 70-79 はさらなる分析と注意を必要とするかもしれない行動を示し、オレ

ンジで表示されます。 

 0-69 は正常な行動を示し、グレーで表示されます。 

 セッションとユーザの行動について、各アルゴリズムによる評価を一文でまとめた

もの。 

[Anomalies found]と[Normal behavior]にはアルゴリズムそれぞれの詳細な分析があります。

各アルゴリズムの動作、可視化された評価をどう読み取るかの説明や、個々のアルゴリズム

のスコアが含まれています。 

 

Figure 229:  検索 - [Analytics] タブの詳細表示：Anomalies found 
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Figure 230： 検索 - [Analytics] タブの詳細表示：Normal behavior 
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16.7 検索とフィルターのプロセス 

画面内コンテンツは、まずインデックス化され、次に検索バックエンドで処理され、最後に検索フ

ィルターが適用されます。このセクションではこれらのプロセスについて説明します。 

Figure 231.  検索とフィルタ処理 
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前提条件 - インデックス作成フェーズ 

まず、検索プロセスのために画面内コンテンツのインデックス作成が必要です。インデックス作

成フェーズでは、検索とフィルタープロセスのためのデータベースが生成されます。 

インデクサー（インデックス作成サービス）は監査証跡ファイルを解析し、画面表示に基づいてユ

ーザの行動の"インベントリ"を構築します。 

1. 端末セッションでは、画面内コンテンツは端末ウィンドウ内で記録された操作データです。

グラフィカルセッションなら、画面内コンテンツはユーザが操作するアプリケーションのウィ

ンドウ内が対象です。後者の場合ならインデクサの光学式文字認識(OCR)エンジンが画

面上に現れたテキスト(ウィンドウ名など)を抽出します。 

 

 メモ： 

画面表示が 1 秒未満だったテキストは抽出処理されません。 

 

2. インデクサーは、解析された監査証跡ファイルから抽出された情報を SPS に渡します。端

末セッションなら抽出テキストは画面内コンテンツ 1 秒分を 1 ドキュメントとしてデータベー

スに保存されます。このため、検索結果でのスクリーンショットに部分的にしか表示されな

い場合があります。グラフィカルセッションでは抽出されたテキストがスクリーンショット毎

の 1 ドキュメントとしてデータベースに格納されます。 

3. 検索クエリは、検索時にこのデータベースを使います。 
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インデックス作成の詳細は「インデックスされた監査証跡」を参照してください。 

 

検索とフィルタープロセスのフェーズ 

検索・フィルタプロセスは、大きく分けて 3 つのフェーズで構成されています。 

 クエリフェーズ 

 グループ化フェーズ 

 フィルターフェーズ 

 

クエリフェーズ 

まず検索結果数を制限するためランク付けします。 

1. クエリの処理結果は、順位付けシステムで評価された上位 3000 件となります。 

つまり、3000 件以上だった場合、順位の低いものは次のフェーズには全く渡されません。 

この順位付けは基本的に変更できず、低ランクの結果に忖度する方法はありません。 

重要な検索データ全てをグループ化フェーズに渡したい場合は、検索する期間を絞ってく

ださい。結果が 3000 件以下になれば、探したいイベントは確実にグループ化フェーズに

渡るはずです。 

2. グループ化フェーズは処理結果を受け取ります。 

 

グループ化フェーズ 

つづいてクエリフェーズから渡された結果をグループ化します。 

1. まず同じ証跡(trail)ID を持つ結果をグループ化します。そこには、その証跡内でヒットした

すべての結果が含まれます。 

2. 次にそのグループは文字列(search expression)と期間によってさらにグループ化されます。

基本的には文字列が画面に表示されている期間でグループ化されます（例えば、[root]が

00:00:00:12 から 00:01:45 まで表示されている場合、これが 1 グループになります）。 

3. グループ化された結果が検索画面で 1 行表示されます。 

 

フィルターフェーズ 

最後に、グループ化された結果に検索フィルタを適用します。 

 メモ： 
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クエリフェーズ中に除外された画面内コンテンツにはフィルタは適用されません。 

 

例: クエリフェーズで除外された検索結果に対するフィルタリング 

例えば[root]が表示された Telnet 接続を検索した場合には以下のようなことが起こります。 

あなたは画面内コンテンツの root について検索しました。検索結果は 3100 件、内訳は 3050 件

の SSH 接続、50 件の Telnet 接続です。ここで、Telnet 接続が何らかの理由で最低ランクの評

価を受けているとします。すると、3100 件のうち最下位の順位付けの 100 件は除外され、この例

ではすべての Telnet 接続がそこに入っています。 

その結果、プロトコルの Telnet でフィルタリングしても、（検索自体はヒットしていますが）結果は

表示されません。 

この状況を改善するには検索結果が 3000 件以下になるよう、より期間を絞って検索してみてく

ださい。上手くいかない場合は、検索システムをコマンド入力で調整してみてください。詳細につ

いては、以下の「検索システムをコマンド入力で微調整する」を参照してください。 

 

検索システムをコマンド入力で微調整する 

コマンドラインツールの[lucenectl]を使って手動で検索を微調整することができます。これには、

コンソールか SSH 経由で core shell にログオンする必要があります。詳細は「SPS のコンソール

アクセス」を参照してください。 

 より正確な期間指定(Unix 時間を使用)：たとえば、期間を 2016 年 6 月 30 日(木)から

11:39:51AM-2016 年 11 月 3 日(木)2:44:46PM に制限するには以下のコマンドを入力しま

す。 

lucenectl search --from-to 1467286791 1478184286 --text remote --limit 3000 --

aggregate-by-trail --normalize-rank 

 メモ： 

Unix 時間への変換は https://www.epochconverter.com/が便利です。 

 

 3000 件の制約を任意の値に変更 

例えば、クエリ数の上限を 3000 から 4500 に増やすには、次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 

lucenectl search --from-to 1467286791 1478184286 --text remote --limit 4500 --

aggregate-by-trail --normalize-rank 



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

 メモ： 

コマンド入力でクエリ数上限を上げても検索結果が増えない場合は、今の検索条件で

十分だということです。 

 

 

しかし[lucenectl]を使って検索を微調整する場合の欠点は、コマンド入力での検索後、監査証跡

を metadb の助けを借りて手動で抜き出す必要があることです。 

次の例は lucenectl 検索の出力を示しています: 

{ 

"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, 
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  "trail_id": "139", 

  "rank": "139", 

  "rank" 0.5923645275802537 

 } 

 ] 

} 

 rank:大きいほどランクが高い 

 hits_count:その画面内コンテンツ（文字列）が監査証跡内で表示された回数 

 trail_id:証跡の ID 

 channel_id:チャネルの ID 

最も関連性の高い監査証跡は、おそらく最も高いランクでしょう。 

該当する監査証跡が決まっている場合は、以下のコマンドを入力します。_connection_channel_id

の値は、最も関連性が高いと判断した lucenectl 出力での trail_id になります。 

psql -U scb scb -c "select audit from channels where _connection_channel_id = 12; " 

そしてこのコマンドの出力は以下の通り。 

/<audittrailpath>/audit-scb_rdp-1467274538-0.zat:2 

/<audittrailpath>/audit-scb_rdp-1467274538-0.zat:1 

この出力から判る監査証跡ファイルの場所は以下の通りです。 

/<audittrailpath>/audit-scb_rdp-1467274538-0.zat 

 メモ： 

パスで探しても見つからない場合は、まずアーカイブの有無を確認してからアーカイブのパス

で検索してください。以下がそのコマンド例です。 

 

このコマンドの出力は以下のようになります。 
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それでも監査証跡が見つからない場合は、弊社までお問い合わせください。 

16.8 セッションの詳細表示 

[session info]画面には、インデックス化され接続データベースに、記録されたセッションの詳細

情報が表示されます。これらの情報を元に様々な検討ができるでしょう。 

[session info]には、次の方法でアクセスします。 

 カード形式では、該当するセッションの最後の列にある をクリックします。 

 表形式では、 をクリックします。 

 カード表示では、該当するセッションの最後の列でボタンをクリックします。  

Figure 232:  検索 - セッションの詳細へアクセス 

 

[session info]が表示されます。  

Figure 233: セッションの詳細 
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[session info]画面は以下のタブに分けられます。 

 

[Overview]タブ 

以下のエリアに分かれています。 

 [Events]にはセッションのイベントが時系列で表示されます。イベントの日時、イベントの

種類、イベントの詳細が表示されます。イベントをフィルタリングするには、[Events]タブを

使用します。 

 [Score]には分析モジュールの SPA が評価したリスクスコアが表示されます。100 点満点

で、100 が最高（最悪）のスコアです。 

 [Quick look]にはユーザ名やセッションの開始終了時刻などのユーザ情報が含まれてい

ます。 

ゲートウェイ(SPS)のユーザ名は、接続 DB の username フィールドに対応しており、以下

の点に注意が必要です。 

 インバンドゲートウェイ認証を利用した場合、username にはゲートウェイ認証で使

用したユーザ名が入ります。 

 そうでない場合は、username にはリモートサーバ（接続先）で使用されているユー



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

ザ名が入ります（つまりログイン時のアカウント） 

 [Interesting events]には注目すべきと SPS が判断したイベントが表示されます。例えば、

セキュリティ上チェックすべきコマンドやウィンドウ名などです。 

現在、このイベントのリストはプログラムに埋め込まれており修正はできません。ターミナ

ルセッションでは、chmod、ssh、shutdown、sudo、su、mount、adduser、addgroup などのコ

マンドが有り、グラフィカルなセッションでは Management Console、Control Panel、Server 

Manager、PowerShell、Security Settings、Windows Security Center などのウィンドウ名が

含まれます。 

 メモ： 

日本語のウィンドウ名は未対応です（コントロールパネル、サーバー マネージャー、コンピュ

ーターの管理など） 

 

  [Network]にはセッションのネットワーク情報、プロトコル、接続ポリシー、承認の有無、クラ

イアントとサーバのアドレスが表示されます。 

 メモ： 

Quick look の Server は接続先、Network の Server は SPS を指します。Network の Target は

コネクションポリシーでの設定に寄ります。 

 

[Details]タブ 

[Overview]で表示した[Quick look][Interesting events][Network]に加えて、許可されたプロトコル

の操作や監視状況を表示しています。 

[Events]タブ 

このタブは以下の通りです。 

 セッションのイベントが時系列で表示されます。[Filter events]フィールドにイベント名を入

力して絞り込むことができます。 

 イベントの日付と時刻 

 イベントの種類（コマンド、画面の内容、ウィンドウのタイトル） 

 イベントの詳細 

[Alerts]タブ 

以下の項目が表示されます。 

 コンテンツポリシーでアラート指定されたイベント（コマンドや画面内コンテンツ）が時系列

で表示されます。[Filter alerts]フィールドにアラートされたイベントを入力してを絞り込むこ

とができます。 

 アラートの日付と時刻 
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 アラートの詳細 

 アラート時のスクリーンショット。セッションのスクリーンショットが利用可能な場合は、各ア

ラートをクリックすると、対応するスクリーンショットを表示することができます。 

スクリーンショットはセッション開始時に検索結果とアラート用に生成され、それ以降の検索でも

使われます。 

スクリーンショットは以下のセッションでは使用できません。 

 進行中のセッション 

 インデックス化されていないセッション 

 HTTP セッションのトレイル 

 暗号化されたトレイル（復号に必要な証明書が無いもの） 

[Contents]タブ 

監査証跡内は、以下の方法で検索できます。 

 ブラウザ：この方法を使用して、検索クエリを含むすべてのセッションを検索します。

[Search query（検索クエリ）]フィールドに、[screen.content:expression]のルールで検索フ

ィルターを入力します。例：screen.content="exit"と入力すると、[exit]が画面に表示され

たすべてのセッションがヒットします。 

 Safeguard Desktop Player：専用プレイヤーを使って特定の監査証跡内から正確な位置を

特定できます。該当する監査証跡をダウンロードし、Safeguard Desktop Player で開いて

プレイヤーの検索機能を使います。SPS が作成た監査証跡のセッション動画から検索で

きます。 

詳細については、「監査証跡のコンテンツ検索」を参照してください。 

[Analytics]タブ 

Safeguard for Privileged Analytics(SPA)を使用すると、指定アルゴリズムによる詳細な分析が表

示されます。詳細は[SPA を使用してデータの分析]を参照してください。 

 

アクティブな接続の表示 

接続が閉じられておらずアクティブを維持しているなら、セッション情報ウィンドウに

が表示されます。 

アクティブな接続を閉じるには、 をクリックします。 

また接続をライブ表示することもできます。 
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1. をクリックします。 

2. 監査証跡ファイルをダウンロードします。 

srs 形式で保存されたファイルを Safeguard Desktop Player で開きます。 

プレイヤーの詳細については、「Safeguard Desktop Player User Guide」を参照してくださ

い。 

 

セッション情報のタグ 

セッションタグにより、セッションの基本情報とその内容を一目でわかります。 

[Scripted session]タグ：SPS はスクリプト化されたセッションをタグ化します。SPA は人の操作す

るセッションか自動化されたセッションかを判断します。スクリプト化されたセッションと判断され

たら、SPS は検索画面に以下のタグを表示します。 

 以下はメインの検索画面での表示例です。 

Figure 234:  スクリプト化セッション - カード形式 

 

 [Overview]タブでの表示例は以下の通り。 

Figure 235. スクリプト化されたセッション - [概要]タブ 
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16.9 ブラウザでの監査証跡の再生 

ブラウザで監査証跡を作成して再生する方法について説明します。 

 

注意： 

監査証跡はブラウザか Safeguard Desktop Player で再生できます。これらには以下の違いが

あることに注意してください。 

 

 

 

注意： 

SPS の web インターフェースはおおむね 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 を使い、さらに 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。 Internet 

Explorer 11 やサポートされる他のブラウザをコンピュータにインストールできない場合は、

Safeguard Desktop Player を使用してください。詳細は、管理者ガイドおよび「Safeguard 

Desktop Player User Guide」の「ブラウザでの監査証跡の再生」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 

1. [Search（検索）]ページで、再生したい監査証跡を探します。 

2. をクリックして、接続の詳細を表示します。表形式なら をクリックします。 

ブラウザ Safeguard Desktop Player

インストールなしで動作 〇 -

全てのOSで動作 〇 Windows,Linux,Macのみ

SPS 5 F4以上で記録された監査証跡を再生 〇 〇

TN5250セッションを再生 〇 〇

SCP,SFTP,HTTP,RDPセッションからファイルを抽

出
- 〇

X11セッションを再生 〇 〇

レンダリング中に再生 - 〇

4-eyes接続を追跡 - 〇

追跡中にライブ映像を再生 - 〇

PCAPへのエクスポート - 〇

ユーザー入力を表示 〇 〇

字幕を表示 - 〇

監査証跡を映像としてエクスポート - 〇

画面に表示されていた文字をエクスポート - 〇

監査証跡内を検索 - 〇
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3. をクリックして、再生したい監査証跡から動画を生成します。インデクサの負

荷や監査証跡の長さや種類によっては、数分かかる場合があります。 

動画が利用可能になると、 は  と に

変わります。生成された動画を削除する場合は、 を使用できます。動画

ファイルを削除すると、 が再び使用可能になり、動画を再作成できます。 

4. (オプション) 暗号化された監査証跡があり、必要な証明書と秘密鍵がユーザーメニュー

の秘密鍵ストアにアップロードされていない場合は、まず鍵をアップロードする必要があり

ます。それらをアップロードしたら、  をクリックして入力操作を復号します。

すると、既存の動画に復号化されたデータが追加されます（実際の表示は以下の説明を

参照してください）。 

5. 動画再生には、 をクリックします。 

Player ウィンドウが開きます。 

 

Figure 236:  ブラウザでの監査証跡の再生 
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 メモ： 

ウィンドウ内をクリックすると拡大・縮小されます。プレーヤーウィンドウには以下のコントロー

ルがあります： 

 

 :再生、一時停止です。 

 , : イベント間の移動です。 

 : 再生速度の調整です。 

 : 監査証跡内の経過時間／監査証跡の長さを表示します。時

間表示をクリックすると、監査証跡の日付（タイムスタンプ）に切り替わります。 

 : キーボードイベントの一覧です。ENTER や

F1 などの特殊文字がボタンとして表示されます。入力操作(upstream trafic)が暗号化され

ている場合、[User menu > Private keystore]にキーをアップロードしてアンロック操作すれ

ば、入力操作が表示されます。 

 : マウスのクリック表示です。 

 : スクリーンショットを作成します。 

 : イベントの表示/非表示です。表示するイベントの種類を選択します。使用したプ

ロトコルと監査証跡の処理方法に応じて、キーボード入力、コマンド、マウスイベント、ウィ
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ンドウ名を表示できます。コマンドとウィンドウ名は、画面の上部に字幕として表示されま

す。キーボード入力が暗号化されている場合、ロック解除されていない場合は表示されま

せん。 

 :フルスクリーンモードです。 

 : 進行状況です。 

  : イ

ベントの可視化です。青色 - コマンド、緑色 - キーボードイベント、黄色 - マウスイベ

ント、オレンジ色 - ウィンドウタイトルです。入力操作が暗号化されている場合、ロック解

除されていないと表示されません。 

 : プレーヤーを閉じて、セッション詳細ページに戻ります。 

16.10 暗号化された監査証跡のブラウザ再生 

暗号化された監査証跡のスクリーンショットをブラウザ表示したり暗号化された監査証跡を再生

するには、証明書と秘密鍵を秘密鍵ストア[Private keystore]にアップロードする必要があります。

場合によっては、入力情報の復号化に追加の証明書と鍵のセットが必要になるかもしれません。 

秘密鍵ストアにアップロードできるのは、RSA鍵（PEMエンコードされたX.509証明書）のみです。 

 メモ： 

証明書はキーコンテナと配信に使われます。暗号化と復号化には鍵のみ使用されます。 

 

2048 ビット以上の RSA 鍵を推奨します。 

すべてのキーペアや証明書は単一の目的にのみ使用されます。暗号化キーや証明書を再利用

しません。例えば、監査証跡の暗号化に SPS の Web サーバ証明書を使ったり、同じキーペアを

データの署名と暗号化に使用しません。 

監査証跡の暗号化の詳細は「監査証跡の暗号化」を、監査証跡のブラウザ再生の詳細は「ブラ

ウザでの監査証跡の再生」[を参照してください。 

アップロードした証明書は保存するか一時的な利用かを選べます。一時的な利用なら証明書は、

SPS からログアウトすると削除されます。 

鍵ストア内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。監査証跡の復号に

パスフレーズで保護された鍵ストア内の証明書と秘密鍵を使うには、まずパスフレーズを入力し

て鍵ストアのロックを解除する必要があります。その後、鍵ストアはセッションの間はロックが解

除されたままになります。 
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暗号化された監査証跡をブラウザ再生する 

1. [User Menu] > [Private keystore]をクリックします。 

Figure 237： User Menu > Private keystore - 秘密鍵ストア 

 

2. (オプション) パスフレーズを作成します。 

a. [Security passphrase] から[Change] をクリックします。 

b. [New]に新しいパスフレーズを入力します。続いて[Confirm]に同じパスフレーズを

入力します。 

 メモ： 



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

SPS ではパスワードは 150 字まで入力できます。使用できる特殊文字は以下の通

り。 !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^-`{|} 

 

c.  [Apply]をクリックします。 

パスフレーズを忘れてしまった場合は、弊社までお問い合わせください。 

3. 新しい証明書を追加するを クリックします。新しい行が追加されます。 

Figure 238.  証明書の追加 

 

4. 新しい証明書をアップロードするには、最初の(Certificate の下) をクリックします。すると

[Changing certificate]ウィンドウが表示されます。 

Figure 239.  証明書のアップロード 
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5. アップロードは[Choose File]をクリックして証明書ファイルを選び[Upload]をクリックします。

証明書を[Certificate]欄にコピー＆ペーストし[Set]をクリックしての登録もできます。 

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（[Key]の下）をクリッ

クします。すると[Changing key]ウィンドウが表示されます。 

Figure 240:  秘密鍵のアップロード 
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7. [Choose File]をクリックして秘密鍵を含むファイルを選択します。パスワード保護されてい

るなら[Password]に入力して、[Upload]をクリックします。秘密鍵を[Key]欄にコピー＆ペー

ストし、パスワードがあるなら[Password]に入力して、[Set]をクリックして登録します。 

8. さらに証明書と鍵のペアを追加するには、上記の手順をクリックして繰り返します。 

9. 秘密鍵ストアへの登録を終了するには、[Apply]をクリックします。 
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16.11 検索クエリからレポートサブチャプターの作成 

 メモ： 

PDF レポートに検索フィルタを元にした項目（サブチャプター）を追加する機能です。 

現在この機能は実験段階であり、この機能は管理者の自己責任でのみ使用することを推奨し

ます。 

 

検索クエリや統計情報をレポートサブチャプターに変換して、レポートに追加することができます。

これはトラフィック監視や特定のパラメータの追跡、特定のイベントのアラート等のレポートを簡

単かつ柔軟に作成する方法です。検索画面では、以下の操作が可能です。 

 検索ベースのレポートサブチャプターを検索結果をもとに作成 

 検索ベースのレポートサブチャプターを新規作成 

16.11.1 検索結果から検索ベースのレポートサブチャプターの作成 

 メモ： 

現在この機能は実験段階であり、この機能は管理者の自己責任でのみ使用することを推奨し

ます。 

 

検索結果から検索ベースのレポートサブチャプターを作成する方法を説明します。 

 

手順： 

1. [Search（検索）]画面に移動し、検索クエリを入力します。 

2. [Search] をクリックして、検索結果を確認します。 

3. をクリックします。[Create reporting subchapter]ページに移動し、[query

（クエリ）]フィールドには先程のクエリが表示されています。 
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4. [name]欄にはレポート名を入力します。 

5. [Report type]ではクエリに合う種別を選びます。 

 [Session list]：セッションをリスト表示します。必要であればセッションの表示数を

設定します。 

 [Statics]：選択したメタデータの各セッション数をグラフ化します。円グラフ、リスト、

棒グラフなど表示方法とメタデータを選びます。 

 [Timeline] ： [Reporting] > [Configuration] > [Generate this report every] > 

[Day/Week/Month]で選んだ期間に応じて、日/週/月内のセッション数をグラフ化

します。 

6. [save]をクリックして保存します。 

7. をクリックして直接か、[Reporting] > [Configuration]のレポートの設定画面

に移動します。 
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8. ここではカスタムレポートを新規作成するか、既存のレポートにサブチャプタを追加するか

選べます。詳細は[カスタムレポートの設定 (770 ページ )]を参照してください。サブチャ

プターを追加した場合、[Search-based subchapters] の下にあります。 

 

16.11.2 検索ベースのレポートサブチャプターの新規作成 

 メモ： 

現在この機能は実験段階であり、この機能は管理者の自己責任でのみ使用することを推奨し

ます。 

 

検索ベースのレポートサブチャプターを新規作成する方法を説明します。 

手順： 

1. もし複数の SPS アプライアンスがありクラスタ編成されていて、ノードの 1 つが Search 

Master（または Central Search）ノードである場合はそのノードにログインします。 

2. [Reporting] > [Search subchapters]に移動します。 

3. をクリックすると、[Create reporting subchapter]ページが表示されます。 

Figure 241. Reporting > Search subchapters - レポートサブチャプターの作成 
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4. [name]欄にはレポート名を入力します。 

5. [query]欄にはレポートを作成したいクエリ名を入力します。 

6. [Report type]ではクエリに合う種別を選びます。 

 [Session list]：セッションをリスト表示します。必要であればセッションの表示数を

設定します。 

 [Statics]：選択したメタデータの各セッション数をグラフ化します。円グラフ、リスト、

棒グラフなど表示方法とメタデータを選びます。 

 [Timeline] ： [Reporting] > [Configuration] > [Generate this report every] > 

[Day/Week/Month]で選んだ期間に応じて、日/週/月内のセッション数をグラフ化

します。 

7. [save]をクリックして保存します。 

8. をクリックして直接か、[Reporting] > [Configuration]のレポートの設定画面
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に移動します。 

9. ここではカスタムレポートを新規作成するか、既存のレポートにサブチャプタを追加するか

選べます。詳細は「カスタムレポートの設定」を参照してください。 

サブチャプターを追加した場合、[Search-based subchapters] の下にあります。 

 

16.12 SCB5 と SPS6での検索画面の変更点 

SPS5LTS(旧 SCB/Secure Control Box)から SPS6LTS にアップグレードした際、検索画面を大幅

に再設計し、新機能をいくつも導入しました。このセクションでは最も大きな変更点に着目して、

一般的な検索方法を説明します。新しい検索ページの詳細な説明については、「検索インターフ

ェースの使用」を参照してください。 

表形式、カード形式 

セッションと検索結果が表形式として一覧表示されるだけでなく、新しい形式ではセッションの注

目すべき情報の詳細が一目でわかるよう強調されています。 

Figure 242.  検索画面の改善 
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表形式ではセッションの表示項目は固定されており、変更できないことに注意してください。です

が、一覧表示にない項目の情報でも、検索すればその項目の値がカード形式の検索一覧に表

示されます。 

 メモ： 

表示が無い項目、メタデータでも検索対象となりますが、検索一覧の表示項目は変えられな

いので表示されません。 

 

フロー形式でのセッション分析 

検索結果をクリック操作して、クライアントとターゲットの IP アドレス、プロトコル、ユーザ名などの

複数の属性を元にした集計を素早くグラフ化します。ユーザの行動パターンを特定し、最も関連

性の高いセッションを迅速に調査、深堀りするのに役立ちます。詳しくは「検索インターフェース

の使用」を参照してください。 

Figure 243: 検索 - フロー形式 
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タイムライン表示 

検索画面で、検索結果をタイムライン表示できるようになりました。またユーザー名やサーバー

アドレスなど様々なメタデータに基づいたセッション集計を、素早く並び替えてグラフ化できます。 

Figure 244. 検索 - 集計とタイムラインの表示 
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カスタム、プリセットの検索期間を設定する 

検索期間の指定して検索条件の制限やフィルタリングできます。事前に用意されたプリセットの

いずれかを使用するか、より細かく検索するためのカスタム期間を使用できます。 

Figure 245.  検索 - 日付の選択 

 

 

統合された検索欄 

検索欄一つで何でも検索したり、特定の項目でフィルタリングしたり、論理演算子で複数の項目

を組み合わせて検索できます。また、検索クエリを他の検索クエリと任意に組み合わせることも

できます。フロー形式とクイック集計ではコンテンツ検索も扱います。詳細は「検索フィルターの

使用」を参照してください。 

Figure 244.  検索 - 検索フィルター 
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旧検索ページの機能の移動先（新検索ページでの位置について） 

旧検索ページの一部の機能は、新しいデザイン（の何処か）に移動しました。以下に重要な機能

のリストを示します。 

セッション監査証跡のダウンロード：[details]か[...]をクリックしてセッションの詳細情報へ進み、

画面右上の[download trail]をクリックします。詳細については、「セッションの詳細表示」を参照し

てください。 

タイムライン表示： をクリックします。検索期間を絞り込むには、 [Pick a date] か

[shortcuts]をクリックします。詳細については、「時間範囲の指定」を参照してください。 

検索期間の変更：検索期間を絞り込むには、[Pick a date] か[shortcuts]をクリックします。詳細

については「時間範囲の指定」[を参照してください。 

他にも、タイムライン上をマウス操作すると期間を指定できます。期間の最初をクリックし、ドラッ

グしながら期間の最後に移動します。タイムラインと検索結果は自動的に書き換わります。 

画面内容の検索：監査されたセッションの内容を検索するには、検索クエリの[screen.content]を

使用します。例：screen.content="exit"。特定のセッションの内容を検索するには、監査証跡をダ

ウンロードし、Safeguard Desktop Player で開いてアプリケーションの検索機能を使用します。詳

細は、「監査証跡のコンテンツ検索」を参照してください。 

特定のデータ項目での検索やフィルタリング：項目に注目して絞り込む際、検索欄に項目名を入

力しはじめると、それに近い名前の項目とその説明が自動的に提案されます。たとえば、特定の

ユーザ名を検索するには、user.name: "my-username "という検索クエリを使用します。詳細につ

いては、「セッションの詳細表示」を参照してください。 

フィルターや検索クエリの保存：SPS にはフィルターを保存できませんが、ページをブックマーク

することで保存できます。 
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17 クラスターのセントラルノードでのセッションデータの検索 

中央検索機能(central search)は、SPS2 台以上で構成されたクラスターで利用できます。クラス

ターを構築すれば、クラスター内のノードで記録したセッションデータすべてを 1 つのノードで検

索できます。この機能はクラスター内の個々のノードにロール(role)を割り当てることで実現でき

ます。検索ミニオンは記録したセッションデータを検索マスターへ送信し、検索マスターは中央検

索を担当します。 

中央検索環境を構築する手順は、以下の通りです。 

1. クラスターに結合するノードで、クラスター機能を有効にします。 

2. クラスターを構築します。 

3. クラスター内のノードにロールを割り当てます。以下の内容を十分ご理解ください。 

 ノードに割り当てる前に、利用可能なロールを確認します。詳細は「クラスターロ

ール」を参照してください。 

 中央検索構成を管理します。詳細は「中央検索構成とコンフィグレーション同期に

よるクラスター管理」を参照してください。 

クラスターを構築し適切なロールを割り当てたら、検索インターフェースを使用してセッションデー

タの検索ができます。 

 メモ： 

中央検索はクラシックモード検索(SPS6 では廃止済み)では利用できません。 

 

中央検索機能の制限 

現在、中央検索機能には以下の制限があります。 

 ノードがクラスターに結合する前に記録されたセッションデータは中央検索できません。ノ

ードがクラスターに結合した後に記録されたセッションデータのみ中央検索できます。 

 ノードに検索マスターを割り当てた後、インデックス化されていないセッションはインデック

スプロセスを実行できません。ノードに検索マスターロールを割り当てる前に、すべての重

要なセッションがインデックス化されていることを確認してください。 

 検索マスターノードは、自身でインデックス化したり外部インデクサーを使えません。イン

デックス化は検索ミニオンノードでのみ行われます。 

 SPA のユーザー行動分析は利用できません。 

 検索マスターノードでは、ブラウザで監査証跡ファイルを再生することはできません。 

 アクティブな接続のセッションデータが検索マスターの検索画面に表示されており、コネク

ションに[near real-time indexing]が設定されている場合、検索マスターでは以下の操作が

できません。 
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 アクティブな接続の監査証跡はダウンロードできません。 

 アクティブな接続の[follow]はできません。 

 アクティブな接続の[terminate]はできません。 

ただし、対象セッションを記録している検索ミニオンノードでは、アクティブなセッションを終

了できます。 

 ノード間には信頼性の高い高帯域幅の接続が必要です。少しの通信ロスは上手く処理さ

れますが、検索マスターと検索ミニオン間の接続が長時間切れると、接続の復旧まで検

索ミニオンは新しいコネクションを受け付けなくなります。接続が回復すると、データは自

動的に検索マスターに送られます。 

 メモ： 

検 索 ミニ オン は監査証跡ファイルを 検索マスターに送信しません。ユーザーが 

をクリックすると、検索マスターr はセッションを記録した検索ミニオンから

データを引き出して、ユーザーに配信します。検索ミニオンにバックアップポリシーが設定

されておらず障害によりデータが失われた場合、そのノードが記録したセッションデータは

利用できなくなります。 
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18 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。 

18.1 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

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、「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。 

 

 
メモ： 

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。 
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手順： 

1. [Policies] > [Usermapping Policies]に移動します。 

Figure 247 Policies > Usermapping Policies — ユーザー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、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、「LDAP

サーバーへのユーザー認証」を参照してください。 

 
メモ： 

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。ユーザーリストの詳細

については、「ユーザーリストの作成と修正」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. 必要に応じて、さらにユーザー名を追加するには、手順 3～4 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。 

7. をクリックします。 
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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。 

 
メモ： 

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、「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。 

18.2 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、「サーバー側の認証での資格情報」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。 

 
メモ： 

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、「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、「RDP 接続での TLS 暗号化の有効」を参照してください。 

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。 

 

 
メモ： 

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

度な認証および承認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、「ユーザーマッピングポリシー設定」を参照してください。 
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メモ： 

ゲートウェイ認証用に資格情報ストアを設定するには、「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。 

18.2.1 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います。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. [Require Gateway Authentication on the SPS Web Interface]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。 
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Figure 248 <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

ェックします。 

 
メモ： 

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、「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、

「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、「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
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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。 

「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、

「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

にアクセスできます。 

 
メモ： 

[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、「ユーザーと管理者ログインの設定」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 249 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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18.2.2 SPSでのアウトバンドゲートウェイ認証の実行 

以下では SPS でアウトバンドゲートウェイ認証を実行する方法について説明します。 

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。 

 
メモ： 

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、「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。 

 
メモ： 

 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 250 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。 

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。 
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18.2.3 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 

以下では、SSH および Telnet でインバンドゲートウェイ認証を実行する方法について説明します。 

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、「ユーザーマッピングポリシー設定」を参照してください。 

 

 
メモ： 

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 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。 

18.2.4 RDP接続でのインバンドゲートウェイ認証の実行 

以下では、RDP 接続でインバンドゲートウェイ認証を実行する方法について説明します。 

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 Gateway] > [Logon Settings(ログオン設定) ] > [Use my Remote Desktop 

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。 
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 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 Gateway] > [Logon Settings(ログオン設定) ] > [Use my Remote Desktop 

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。 

 
メモ： 

-AUTO サ フ ィ ッ ク ス は 、 SPS の [RDP Control] > [Settings] > 
[Autologon domain 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。 

18.2.5 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。 
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 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。 

 
メモ： 

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。 

18.3 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、

「4-eyes 認証」を参照してください。 

18.3.1 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。 

Figure 251 <Protocol name> Control > Connections > Access Control — 4-eyes 認証設定 

 

2. [Access Control]で をクリックします。 

3. [Authorizer Group]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
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よび管理の詳細については、「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、

[Client user is] > [Member of]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 Group]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&Authorize]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。 

 
メモ： 

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] > [Search]を選択し

ます。 

 メモ： 

[Client user is] > [Member of]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、[Client user is] > [Member of]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、[Client user is]フィールドを設定しないで[Authorizer Group]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。 
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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 252  <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。 

 メモ： 

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。 

 

 メモ： 

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「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、「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。 

18.3.2 SPSでの 4-eyes認証の手順 

以下では、SPS で 4-eyes 認証を実行する方法について説明します。 

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。 

 メモ： 

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 253 Gateway Authentication — 4-eyes 認証の実行 

 

 メモ： 

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。 

 メモ： 

セッションを監査するには以下が必要です。 

 [Record audit trail]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
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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「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 254 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 255 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。 

 メモ： 

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 256  Safeguard Desktop Player で接続の終了 

 

18.4 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、「ゲートウェイ認証設定」を参照してください。 

 メモ： 

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 257 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、「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、「パスワードで保護

された資格情報ストアの設定」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、「資格情報ストア

のロック解除」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、「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の使用」を参照してください。 

 メモ： 

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。 

18.4.1 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： 

 メモ： 
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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、ゲートウェイ認証あ

るいは AA プラグインを、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、「ゲート

ウェイ認証設定」および「外部認証/承認システムとの統合」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、「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。 

Figure 258 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
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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。 

 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。 

 メモ： 

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。 

 メモ： 

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] > [X509 

Certificate Private Key]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。 

 メモ： 

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。 

 

 メモ： 

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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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。 

 メモ： 

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、「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。 

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。 

 メモ： 

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 259 <Protocol name> Control > Connections — 資格情報ストアの選択 

 

18.4.2 NLAを使用した RDP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。 
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 [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。 

 メモ： 

-AUTO サフィックスは、SPS の[RDP Control] > [Settings] > [Autologon 

domain 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。 

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。 

18.4.3 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： 

 メモ： 

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、ゲートウェイ認証あ

るいは AA plugin 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、「ゲートウェ

イ認証設定」および「外部の認証および承認システムとの連携」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。 

 メモ： 

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。 



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

Figure 260  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。 

 メモ： 

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 261 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。 

 メモ： 

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
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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。 

 メモ： 

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。 

 メモ： 

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。 

 メモ： 

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。 

 

 メモ： 

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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 メモ： 

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、「ユーザーマッピン

グポリシー設定」を参照してください。 

 

 メモ： 

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、「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 0-1 <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。 
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18.4.4 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。 

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。 

 メモ： 

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。 

 メモ： 

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。 

18.4.5 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の使用 

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使用するスクリプトです。このようなカスタム資格情報ストアプラ

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。または、「Creating 

custom Credential Store plugins」(英文)をご参照ください。 

 メモ： 

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

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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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、「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] > 

[Upload/Update Plugins]に移動し、[参照]でファイルを指定し[Upload]をクリックします。 

 メモ： 

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。 

プラグインの.zip ファイルは、オプションのサンプルコンフグレーションファイルを含んでいます。こ

のファイルは、サイトのニーズにプラグインを適用させる場合にカスタマイズのベースとして使用

できるサンプルコンフィグレーションを提供します。 

手順： 

1. [Policies] > [Credential Stores]に移動します。 

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、[Plugin]リストから使用するプラグインを選択します。 

4. プラグインがコンフィグレーションをサポートしている場合、サイトのプラグインのカスタマ

イズされたコンフィグレーションインスタンスは複数作成できます。[Configuration]テキスト

ボックスに、選択されたプラグインのサンプルコンフィグレーションが表示されます。サイト

にプラグインのカスタマイズされたコンフィグレーションインスタンスを作成する場合、ここ

でコンフィグレーションを編集します。 

 メモ： 

SPS 5F1 のリリース前に作成され、発行されたプラグインはコンフィグレーションをサポ

ートしていません。ここに、サポートしないプラグインのコンフィグレーションを作成する

と、関連する接続はエラーメッセージが出力され停止します。 

5. をクリックします。 

6. 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。 

18.5 外部の認証および承認システムとの連携 

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、多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
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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、「カスタム認証および承認

プラグインを使用したターゲットホストでの認証」を参照してください。 

18.5.1 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、

4 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、以下の場合ゲートウェイ認証として扱われます。 

 プラグインがユーザー認証した場合 

 認証が成功した場合 

 プラグインが gateway_user および gateway_groups 要素を返して認証されるユーザーを識

別する場合 

ゲートウェイ認証の他のタイプは、AA プラグインによって認証される前に行われるので、ゲート

ウェイ認証の他のタイプからの情報(例えば、この認証でのユーザー名およびユーザーグルー

プ)は既に利用可能で、プラグインによって使用することができます。認証および承認プラグイン

がゲートウェイ認証を実行する場合、資格情報ストアも使用できます。 

ただし、技術的な理由で、web ベースのゲートウェイ認証(つまり、接続ポリシーで[Require 

Gatweay Authentication on the SPS Web Interface]オプションが選択されている場合の SPS の

web インターフェースで認証)は、AA プラグインの後に実行されます。そのため、AA プラグインを

使用して、同時に[Require Gatweay Authentication on the SPS Web Interface]をチェックする構

成は有効ではありません。 

SSH、Telnet および RDP 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。 

 メモ： 

SPS 5.8 以降、ユーザーのグループメンバーシップは、指定されたユーザーのすべてのグル

ープを取得する代わりに、接続に設定された LDAP/AD サーバーから関連グループのみを

参照することによって決定されます。 

つまり、AA プラグインと一緒に AD/LDAP ベースのゲートウェイ認証を使用する場合に、問

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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題が発生します。AA プラグインの authorize()関数は、グループメンバーシップの検索でグ

ループのサブセットのみにコールされ、AA プラグインコードで参照されるグループを考慮し

ません。 

ワークアラウンドとして、一致しない接続(例えば、[From]アドレスに 0.0.0.0/32 を設定する)

に適用されるチャネルポリシーにルールを追加しますが、プラグインに必要なすべてのゲー

トウェイグループを含めます。このチャネルルールは決して一致しませんが、SPS は、ユー

ザーがこれらのグループのメンバーかどうかを評価し、プラグインを利用できるようにしま

す。 

SPS によって参照されたグループのみ影響することに注意してください。AA プラグインの

authenticate()関数によって返されたゲートウェイグループは、そのまま authorize()関数に渡

されます。 

SPS は、認証方式とインバンドゲートウェイ認証あるいはインバンド宛先選択のステップ後に承

認方式を実行します。そのため、承認方式はターゲットサーバーの IP アドレスとリモートユーザ

ー名(サーバー側の接続で使用されるユーザー名)にアクセスできます。 

オプションで、プラグインは gateway_user および gateway_groups 値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 値を返した場合に、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。返された

gateway username および gateway groups 値は、接続に関する SPS で既に利用可能な属性を上

書きします(つまり、チャネルポリシーの評価に影響します)。プラグインが適切に元の値を使用し

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 値を返した場合、接続ポリシーに適切な

[Usermapping Policy]を設定する必要があります。プラグインがリモートユーザーと異なる

gateway_user を返した場合、ユーザーマッピングポリシーが無い場合、接続は失敗します。ユー

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

い。 

前提条件： 

 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、AA プラグインを接続ポリシーで NLA（Network Level Authentication）と一緒に

使用すると、ドメインメンバーシップなしで NLA(Network Level Authentication)を使用する

のと同じ制限があります。詳細については、「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 では、AA プラグインを使用するには TLS 暗号化された RDP 接続が必要です。詳細

については、「RDP 接続での TLS 暗号化の有効」を参照してください。 

18.5.2 カスタム認証および承認プラグインを使用したターゲットホストでの認
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証 

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(AA 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 で動作する 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 AA 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、「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、「RDP 接続での TLS 暗号化の有効」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。 

 メモ： 

SPS がシールドモードの時はプラグインをアップロードあるいは削除できないことに注

意してください。 

プラグインの.zip ファイルは、オプションのサンプルコンフグレーションファイルを含んでい

ます。このファイルは、サイトのニーズにプラグインを適用させる場合にカスタマイズのベ

ースとして使用できるサンプルコンフィグレーションを提供します。 

2. プラグインがコンフィグレーションをサポートしている場合、サイトのプラグインのカスタマ

イズされたコンフィグレーションインスタンスは複数作成できます。以下の手順を実行して

インスタンスを作成します。 

a. [Policies] > [AA Plugin Configurations]に移動します。 をクリックして、AA プラ

グインコンフィグレーションを作成します。[Plugin]リストから使用するプラグインを

選択します。 

b. [Configuration]テキストボックスに、選択したプラグインのコンフィグレーション例

が表示されます。プラグインのカスタマイズされたインスタンスを作成するには、こ

のコンフィグレーションを編集します。 

 メモ： 

SPS 5 F1 のリリース前に作成され、発行されたプラグインはコンフィグレーショ

ンをサポートしていません。このサポートされていないプラグインでコンフィグ

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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レーションを作成した場合、影響する接続はエラーメッセージを出力して停止

します。 

Figure 263 Policies > AA Plugin Configurations — カスタムプラグインコンフィグレーションインスタンスの作成 

 

3. プラグインを使用する接続ポリシー(例えば、[RDP Control] > [Connections])に移動し、

[AA plugin]フィールドで使用するプラグインコンフィグレーションインスタンスを選択して、

をクリックします。 

4. 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、「ユーザーマッピン

グポリシー設定」を参照してください。 

5. 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、

「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。 

18.5.3 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 
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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(例えば、ワンタイムパスワード)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。 

18.5.4 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。 

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. サーバーの認証に追加の情報を提供する必要がある場合は、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[ユーザー名]フィールドに、必要な情報を入力します。一般的に

はコンテンツ(例えば、ユーザー名)の前に入力します。 

追加のデータをエンコードするには、以下の特殊文字を使用できます。 

 %は区切り文字 

 ~は等号文字 

 ^はコロン(例えば、ポート番号あるいは IPv6 の IP アドレスを指定) 

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~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. SPS が追加情報(例えば、ワンタイムパスワード)のプロンプトを表示した場合は、要求さ

れた情報を入力します。 

5. サーバー上で認証します。 

6. 認証に成功すると、サーバーにアクセスできます。 
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18.5.5 チケットシステムとの連携 

SPS により提供されるプラグインフレームワークは、外部のチケット(またはトラッキング)システム

に SPS を連携するのに使用することもできます。ターゲットサーバー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。このようにして、SPS はユーザーがサーバーにアクセス

する正当な理由を検証し、正当な理由がない場合はオプションで接続を終了します。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 

 独自のチケットシステムと相互連携するプラグインが必要な場合は、弊社までお問い合わ

せください。 

 プラグインを使用するように SPS を設定する方法の詳細については、「ターゲットサーバ

ーで認証するためのカスタム認証および承認プラグイン」を参照してください。 

18.5.5.1 ターミナル接続でのチケットシステムを使用した認証 

以下では、チケット ID の入力が必要なサーバーにターミナル接続(SSH、TELNET あるいは

TN3270)を確立する方法について説明します。 

手順： 

1. サーバーに接続します。 

ユーザー名の一部として動作するようにチケットの ID を使用するオプションがあります(id

は実際のチケット ID に置き換えてください)。 

ssh ticket_id=id@user@server 

 メモ： 

プラグインにより、例で示されているキー部分の ticket_id は異なる名前を使用しま

す。プラグインは key-value のペアで動作し、キーの名前は個々のプラグインに完全

に依存します。 

2. チケット ID を入力していない場合、SPS は入力するようにプロンプトを表示するうようにな

ります。 

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。 
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18.5.5.2 リモートデスクトップでのチケットシステムを使用した認証 

以下では、チケット ID の入力が必要なサーバーにリモートデスクトップ(RDP)接続を確立する方

法について説明します。 

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アプリケーションのユーザー名フィールドにチケット ID を

入力します。一般的には、フィールドのコンテンツ(例えば、ユーザー名)の前か後です。以

下の形式でチケット ID を入力する必要があります。 

ユーザー名の一部として動作するようにチケットの ID を使用するオプションがあります(id

は実際のチケット ID に置き換えてください)。 

ticket_id~<your-ticket-id>% 

<your-ticket-id>は、実際のチケット番号に置き換えてください。例えば以下になります。 

ticket_id~12345%Administrator 

 メモ： 

プラグインにより、例で示されているキー部分の ticket_id は異なる名前を使用しま

す。プラグインは key-value のペアで動作し、キーの名前は個々のプラグインに完全

に依存します。 

 

追加のデータをエンコードするには、以下の特殊文字を使用できます。 

 %は区切り文字 

 ~は等号文字 

 ^はコロン(例えば、ポート番号あるいは IPv6 の IP アドレスを指定) 

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~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。 
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5. 認証に成功すると、サーバーにアクセスできます。 

18.5.6 カスタムプラグインの作成 

カスタム認証および承認(AA)プラグインを作成するには、「カスタム認証および承認プラグインの

作成」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作成するには、「カスタム資格情報ストアプラグインの作成」

を参照してください。 

18.5.7 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、SPS は、プラグインの stdout および stderr 出力のすべてのログに記

録します。ログメッセージの行にはプロキシーのセッション ID がプレフィックスとして追加され、関

連するメッセージを簡単に検索できます。 

プラグインのメソッド間の情報を転送(例えば、セッションをクローズした時にログメッセージにデ

ータを含める)するのに、cookie を使用できます。 

プラグインの実行中にエラーが発生した場合、SPS はセッションを自動的に終了します。 

 メモ： 

このエラーはセッションの判定(Verdict)フィールドには表示されません。セッションが終了し

た原因を調べるには、ログを確認する必要があります。 
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19 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。 

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。 

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。 

 メモ： 

[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 264 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、「部分レポートの作成」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、「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 

 メモ： 

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。 

19.1 運用レポートの内容 

SPS の運用レポート（Operational reports）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。 

 メモ： 

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。 

19.2 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

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。 
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 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、「監査証跡のインデックス」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、「カスタムデータベースクエリから

統計情報の作成」を参照してください。クエリできるテーブルとフィールドのリストは、「カス

タムクエリで使用できるデータベーステーブル」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] > [Configuration]に移動します。 

Figure 265 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]を選択して、チャプターの名前を入力し、[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場合は、この手順を繰り返します。 

4. レポートの表紙に (One Identity ロゴの代わりに) 組織のロゴを表示する場合は、

[Choose new logo] > [参照] を選択し、ロゴファイルを選択して、[Upload] をクリックしま

す。 GIF、JPEG、PNG 画像をアップロードできます。 SPS は、表紙に収まるように画像

のサイズを自動的に変更します。 
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5. [Add Subchapter] を選択して、さまざまなレポートと統計情報をチャプターに追加します。 

使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きコンテンツから作成されたサブチャプターは、

[Misc ]の下にリストされます。 

 カスタム統計情報から作成されたサブチャプターは、[Search]の下にリストさ

れます。 

 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]の下にリストされます。 

 検索クエリから作成されたサブチャプターは、[Search-based subchapters]の

下にリストされます。 

Figure 266 Reporting > Configuration > Add Subchapter —レポートにサブチャプターの追加 

 

 メモ： 

HTTP でキーワードを検索するサブチャプターを作成すると、結果のタイムスタンプ

のみがデータなしでレポートに表示されます。 

6. 必要に応じて、矢印を使用してサブチャプタの順序を変更します。 

7. SPS がレポートを作成する頻度を [Generate this report every] フィールドから選択

します。 週次レポートは月曜日に作成され、月次レポートは月の 1 日に作成されま

す。 レポートを手動でのみ生成する場合は、このフィールドを空のままにします。 
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8. デフォルトでは、レポートグループのメンバーは SPS ｗeb インターフェイスを介して

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、別のグループの名前を 

[Reports are accessible by the following groups] フィールドに入力するか、 をクリ

ックして他のグループへのアクセスを許可します。 

 メモ： 

リストされたグループのメンバーは、グループに [Reporting] > [Reports] ページへ

の読み取りアクセス権がない場合でも、これらのカスタ 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表示されます。 

9. デフォルトでは、SPS は、[Basic Settings] > [Management] > [Mail settings] > 

[Send reports to] フィールドで設定されたアドレスに電子メールでレポートを送信し

ます。 

 メモ： 

このアドレスが設定されていない場合、レポートは SPS 管理者の電子メール アド

レスに送信されます。 

 電子メールの送信を無効にするには、[Send reports in e-mail] オプションの

選択を無効にします。 

 レポートを別のアドレスに電子メールで送信するには、[Recipient] > 

[Custom address] を選択し、レポートの送信先の電子メールアドレスを入力

します。 必要に応じて、 をクリックして複数の電子メールアドレスをリスト

します。 

10. をクリックします。 

19.3 監査証跡コンテンツからのレポート作成 

SPS は、自身のインデクサーサーバーあるいは外部インデクサー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。インデクサー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。 
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SPS には、SPS アプライアンス上で実行する内部インデクサーがあります。内部インデクサーに

加えて、外部インデクサーは 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ー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。 

 メモ： 

 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。） 

 

 メモ： 

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。 

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。 

インデクサーサービスの前提条件： 

インデクサー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、「内部インデクサーの設定」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。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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Figure 267 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。 

 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
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のみ処理します。 

 メモ： 

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、「カスタムレポートの設定」を参照し

てください。 

Figure 268 Reporting > Configuration > Add Subchapter — レポートへのサブチャプターの追加 

 

19.4 検索クエリからのレポートサブチャプターの作成 

 メモ： 

検索クエリからのレポートサブチャプター作成は、現在、SPS の実験的な機能です。従っ

て、管理者のみがこの機能を使用することを推奨します。 

任意のサーチクエリ、あるいは統計情報をサブチャプターに変換してレポートに追加できます。こ

れは、トラフィックの監視、特定のパラメーターの追跡、あるいは特定のイベントに関するアラート
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を取得するためのレポートを作成する簡単でフレキシブルな方法です。サーチインターフェース

で以下を行うことができます。 

19.4.1 検索結果から search-based レポートサブチャプターの作成 

 メモ： 

検索クエリからのレポートサブチャプター作成は、現在、SPS の実験的な機能です。従っ

て、管理者のみがこの機能を使用することを推奨します。 

以下では、検索結果から search-based レポートサブチャプターを作成する方法について説明し

ます。 

手順： 

1. [Search]ページに移動し、選択するクエリを実行します。 

2. [Search]をクリックします。検索結果が表示されます。 

3. をクリックします。 [Create reporting subchapter]ページが表示され、

[Query]フィールドにクエリが入力されます。 
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4. [name]フィールドで、レポートに名前を追加します。 

5. [Report type]で、レポートに出力するタイプを選択します。以下のタイプを選択できます。 

 Sessions list：セッションのリストを表示します。 

必要に応じで、[Sessions to show]にレポートに表示するセッション数を設定しま

す。 

 Statistics：選択したメタデータの基づいてセッションの分布を視覚化します。 

[Statistic presentation]でレポートに出力する統計 ([Pie chart]、 [List]、 [Bar 

chart])を選択します。統計情報を作成するフィールド(メタデータ)を選択します。 

 Timeline：[Reporting] > [Configuration] > [Generate this report every] > [各

Day/Week/Month]で選択されたレポートの時間範囲に応じて、day/week/month

内のセッションの分布を視覚化します。 

6. [Save]をクリックします。 
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7. をクリックするか、[Reporting] > [Configuratoin]に移動します。 

8. 最初からカスタムレポートを設定するか、既存のレポートにサブチャプターを追加します。

詳細については、「カスタムレポートの作成」を参照してください。 

作成したサブチャプターを追加する場合、[Search-based subchapters]以下にリストされ

ます。 

 

19.4.2 最初から search-basedレポートサブチャプターの作成 

 メモ： 

検索クエリからのレポートサブチャプター作成は、現在、SPS の実験的な機能です。従っ

て、管理者のみがこの機能を使用することを推奨します。 

以下では、最初から search-based レポートサブチャプターを作成する方法について説明します。 

手順： 

1. 複数の SPS アプライアンスで、ノードの 1 つが検索マスター(あるいは中央検索)ノードにク

ラスターで構成されている場合、そのノードにログインします。 

2. [Reporting] > [Search subchapters]ページに移動します。 

3. をクリックします。[Create reporting subchapter]ページが表示されます。 
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Figure 269 Reporting > Search subchapters — subchapter の作成 

 

4. [name]フィールドで、レポートに名前を追加します。 

5. [Query]フィールドに、レポートに作成するクエリを入力します。 

6. [Report type]で、レポートに出力するタイプを選択します。以下のタイプを選択できます。 

 Sessions list：セッションのリストを表示します。 

必要に応じで、[Sessions to show]にレポートに表示するセッション数を設定しま

す。 

 Statistics：選択したメタデータの基づいてセッションの分布を視覚化します。 

[Statistic presentation]でレポートに出力する統計 ([Pie chart]、 [List]、 [Bar 

chart])を選択します。統計情報を作成するフィールド(メタデータ)を選択します。 

 Timeline：[Reporting] > [Configuration] > [Generate this report every] > [各

Day/Week/Month]で選択されたレポートの時間範囲に応じて、day/week/month

内のセッションの分布を視覚化します。 

7. [Save]をクリックします。 
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8. をクリックするか、[Reporting] > [Configuratoin]に移動します。 

9. 最初からカスタムレポートを設定するか、既存のレポートにサブチャプターを追加します。

詳細については、「カスタムレポートの作成」を参照してください。 

作成したサブチャプターを追加する場合、[Search-based subchapters]以下にリストされ

ます。 

 

19.5 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
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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、「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, 
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     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; 

Figure 270 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 
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following groups]の をクリックします。 

 メモ： 

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 

statistics]権限が必要です。 

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、「カスタムレポートの設定」を参照してください。 

19.6 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。 

 メモ： 

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。 

 

Table 13 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 

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、「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 インデクサーサービスのリ

スト。詳細については、「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、「archive 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、

「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、「channels テーブル」を参

照してください。 

closed_connection_

audit_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、

「closed_connection_audit_channels 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、「closed_not_indexed_audit_channels」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。詳細については、「connection_events ビュー」を参照してくださ

い。 
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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、「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、

「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、「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、「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、「http_req_resp_pair テーブル」を参照

してください。 

indexer_jobs table インデクサー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、「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、「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、「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、「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、「skipped_connections テーブル」を参照してください。 

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、「usermapped_channels ビュー」を参照してく

ださい。 

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、「lucenesearch 機能による証跡コンテンツの検索」を参照してくだ

さい。 

19.6.1 alertingテーブル 

 メモ： 

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。 

Table14 alerting テーブルの列 

Column Type Description 
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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 

19.6.2 apsテーブル 

 メモ： 

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 インデクサーに関する情報のみ含まれます。インデクサーサーバ

ーに関する情報は含まれません。 

Table15 aps テーブルの列 

Column Type Description 

ap_id integer [廃止]監査証跡を処理する Audit Player インデクサーサーバ

ーの ID 

dead boolean ホストの Audit Player インデクサー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 インデクサーサービスが 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 インデクサーサービスが実行しているホス

トのアドレス 

19.6.3 archiveテーブル 

 メモ： 

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。 

 

Table16 archive テーブルの列 

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 
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type text ファイルのタイプ（audit あるいは index） 

19.6.4 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。 

 メモ： 

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。 

 

Table17 audit_trail_downloads テーブルの列 

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 

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、インデクサーが使用されている場合はログインユーザー名 

19.6.5 channelsテーブル 

 メモ： 

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。 

 
Table18 channels テーブルの列 

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 
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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。 

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、インデクサー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、「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

ます（インデクサー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
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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

クサーサーバーは、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_usernam

e 

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

あります。ユーザーマッピングの詳細については、「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/5tmEaM7xdNi1oscgVWpbZx/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： 



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

2015-03-20T14:29:15+01:00 spsdemo.example 

demo/sps_ssh[5594]: sps.audit(4): 

(svc/5tmEaM7xdNi1oscgVWpbZx/ssh_console:0/ssh): Closing 

connection; connection='ssh_console', protocol='ssh', 

connection_id='409829754550c1c7a27e7d', src_ip='10.40.0.28', 

src_port='39183', server_ip='10.10.20.35', server_port='22', 

gateway_username='', remote_username='example-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、「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。 
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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、インデクサー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。 

19.6.6 closed_connection_audit_channels ビュー 

 メモ： 

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、「channels テーブル」を参照してください。 

19.6.7 closed_not_indexed_audit_channels ビュー 

 メモ： 

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); 



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

返される列の詳細については、「channels テーブル」を参照してください。 

19.6.8 connection_events ビュー 

 メモ： 

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。 

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。 

Table19 connection_events テーブルの列 

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 
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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。 

19.6.9 connection_occurrences ビュー 

ビューは以下のように定義されています。 

select 

  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; 

 

 メモ： 

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。 

 
Table20 connection_occurrences テーブルの列 

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 

19.6.10 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, 
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  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, 

  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 
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 SSH_Access  | ssh      | 1000   | 20790868454bc33027964a0 |    1274450541 |  

1274475742 | 10.100.56.14   |     4633 | 192.168.0.20 |          22 | rick | rick       | all            

|      0 

 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。 

 
Table21 connections ビューの列 

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、「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 
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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。 

19.6.11 eventsテーブル 

 メモ： 

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。 

 
Table22 events テーブルの列 

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

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 

19.6.12 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。 

 メモ： 

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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Table23 file_xfer テーブルの列 

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 

19.6.13 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。 

 メモ： 

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。 

 
Table24 http_req_resp_pair テーブルの列 

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 

19.6.14 indexer_jobsテーブル 

 メモ： 

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。 

 
Table25 indexer_jobs テーブルの列 

Column Type Description 
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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 インデクサーサーバーの 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 インデクサー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 インデクサージョブのエラーメッセージ 

trail_is_archived boolean 証跡が既にアーカイブされている場合、値は true 

19.6.15 occurrencesテーブル 

 メモ： 

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。 

 
Table26 occurrences テーブルの列 

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 

19.6.16 progressesテーブル 

 メモ： 

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 インデクサーに関する情報のみ含まれます。インデクサーサー

ビスに関する情報は含まれていません。 

 

Table27 progresses テーブルの列 

Column Type Description 
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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 インデクサーサービス

の ID 

id integer エントリの一意な ID 

19.6.17 resultsテーブル 

 メモ： 

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。 

 
Table28 results テーブルの列 

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） 

19.6.18 skipped_connectionsテーブル 

 メモ： 

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。 

 
Table29 skipped_connections テーブルの列 

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  

19.6.19 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 

  channels.id, 

  channels.scp_path, 
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  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, 

  channels.channel_type, 

  channels."connection", 

  channels.verdict, 
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  channels.dst_port, 

  channels.dst_ip 

from channels 

where channels.remote_username is not null 

and channels.username <> channels.remote_username; 

 
Table30 usermapped_channels テーブルの列 

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  

_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、「4-eyes 認証設

定」を参照してください。 
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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_usernam

e 

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

ます。ユーザーマッピングの詳細については、「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。 

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/5tmEaM7xdNi1oscgVWpbZx/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): 

(svc/5tmEaM7xdNi1oscgVWpbZx/ssh_console:0/ssh): Closing 

connection; connection='ssh_console', protocol='ssh', 

connection_id='409829754550c1c7a27e7d', src_ip='10.40.0.28', 

src_port='39183', server_ip='10.10.20.35', server_port='22', 

gateway_username='', remote_username='example-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 
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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、「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。 

19.6.20 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

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。 
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 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）。 

 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、「内部インデクサーの設定」を参照してください。 

http://lucene.apache.org/core/4_7_0/queryparser/org/apache/lucene/queryparser/classic/package-summary.html#Term_Modifiers
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19.7 部分レポートの作成 

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作成するには、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。 

Figure 271  Reporting > Configuration — カスタムレポートの設定 s 

 

2. 作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
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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。 

19.8 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 

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。 

レポートの内容の詳細については、「PCIDSS 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。 

https://www.pcisecuritystandards.org/
https://www.pcisecuritystandards.org/
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Figure 272  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。 

 メモ： 

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。 

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。 

 メモ： 

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。 
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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。 

19.9 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、「PCIDSS 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。 

Table31 PCI DSS レポートの内容 

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。 

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、「SPS ローカルユーザー

の管理」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。 

https://www.pcisecuritystandards.org/
https://www.pcisecuritystandards.org/
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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 

 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。 

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。 

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、「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

https://www.jtc-i.co.jp/support/download/
https://www.jtc-i.co.jp/support/download/
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細については、「SPS ローカルユーザーの管

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、

「ローカルユーザーへパスワードポリシーの設

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、「ローカルユーザーへパスワードポリ

シーの設定」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、

「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、「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。 
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20 SPSの RPC API 

 メモ： 

RPC API は SPS 5 F7 以降で廃止され、今後のリリースで削除されます。代わりに REST API

を使用することを推奨します。 

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

ンターフェース（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。 

20.1 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、「SPS への RPCAPI 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、「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。 

 

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。 
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20.2 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。 

 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く処理します。 

 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。 

 

Table32 SPS でテスト済の SOAP ライブラリ 

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.Expect100Continue 

= 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  

20.3 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。

RPC 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
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ださい。 

SPS のロックの仕組みの詳細については、「マルチユーザーとロック」を参照してください。 

20.4 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。 

20.5 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 273 Basic Settings > Management > RPC API settings —RPC API アクセスの有効化 

 

3. をクリックします。 

期待される結果： 

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。 
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21 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。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。 

  

http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm
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22 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。 

 「ローカルキーを使用した公開鍵認証設定」では、SPS はユーザーの公開鍵、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-公開鍵ペアを保存します。 

 「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。 

 「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した公開鍵認証設定 

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、「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、「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. [Authenticate the client to SPS using] > [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。 
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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

します。これは、どの接続にも使用されません。 

 メモ： 

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。 

 メモ： 

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. [Authenticate the client to SPS using] > [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。 

 メモ： 
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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。 

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

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、「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。 

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、
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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. [Authenticate the client to SPS using] > [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、「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。 

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
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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。 

 メモ： 

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、「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、「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。 

 メモ： 

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、「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。 
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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、「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。 

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、：

username%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、：

username%targetserver+port@sps_address 

インバンド認証の設定方法の詳細については、「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。 
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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 

Figure 274 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。 



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

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。 

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： 
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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 

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 275 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
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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
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ては、「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： 

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 276 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。 
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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、「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。 
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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、

「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. [Authenticate the client to SPS using]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。[Allowed 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、「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、「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

ザーの objectClasses の 1 つに ldapPublicKey 補助オブジェクトクラスを追加しま

す。 
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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/openssh-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\

Parameters 

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 

Base: Binary 

Value Data: 1 

 

 メモ： 

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 

https://code.google.com/archive/p/openssh-lpk/downloads
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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Documentation」(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 277 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。 

Figure 278 属性の作成 – 警告 

 

g. [Common Name(一 般名 )] および [LDAP Display Name(LDAP 表 示 名 )]に、

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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sshPublicKey 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 279 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。 

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。 
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Figure 280 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 281 新しいスキーマクラスの作成-2 
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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。 

Figure 282 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。 
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Figure 283 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 ユーザーに公開鍵を追加します。 

 メモ： 

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 Partial 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「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。 

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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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。 
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23 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 3000 および 3500 のみ利用可能です。

[Basic Settings] > [System] > [Hardware information] > [Blink system identification lights]で

[On]をクリックすると LED が点滅します)。 

23.1 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、「ネットワーク設定」を参照してください。 
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Figure 284 Basic Settings > Troubleshooting —SPS でのネットワークトラブルシューティング 

 

以下のコマンドが利用可能です。 
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 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

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。 

23.2 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、「SPS のシステム監視設定」および「システムログや SNMP と email 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] > 

[Troubleshooting] > [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 285 Basic Settings > Troubleshooting —SPS のシステム徒らるシューティング 
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23.3 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。 

 メモ： 

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 286 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 

 scb：SPS の web インターフェースのログ 

 paa：SPA モジュールの動作に関連するログ 

 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 

 vnc：SPS を通過した VNC 接続のログ 

3. 下部のボタンを使用して、以下のタスクを実行します。 

 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。 
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 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。 

 メモ： 

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、 [Show only 

messages containing]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。 

[Show only messages containing]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。 

23.4 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。 

 メモ： 

[Basic Settings] > [Management] > [Verbose system logs] > [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 287 <Protocol name> Control > Global Options —詳細レベルの変更 

 

手順： 

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。 
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2. [Verbosity level]で目的のログレベルを選択します。ログレベルは、変更をコミットした後に

開始された新しいセッションからのみ適用されることに注意してください。アクティブセッシ

ョンのログレベルは変更されません。 

 メモ： 

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。 

 

 

注意： 

高いログレベルは大量のログメッセージを生成し、マシンが高負荷になります。ログ

レベルを 8～10 にすると、すべての接続で高い機密性データ(プレーンテキスト形式

でパスワードや秘密鍵のような)がログに含まれます。 

3. をクリックします。 

4. オプション手順：特定の接続ポリシーに対してセッションに異なるログレベルを設定するに

は、以下の手順を実行します。 

 変更する接続ポリシーに移動します。 

 [Override global verbosity level]をチェックします。 

 [Connection specific verbosity level]フィールドから目的のログレベルを選択しま

す。ログレベルは、変更をコミットした後に開始された新しいセッションからのみ適

用されることに注意してください。アクティブセッションのログレベルは変更されま

せん。 

 をクリックします。 

23.5 エラーレポートのログとシステム情報の収集 
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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。 

 メモ： 

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。つ

まり、コンフィグレーションファイルにはパスワードや鍵情報は含まれません。ただし、トラブ

ルシューティングの目的で、グローバルオプションでログレベルを 8～10 に上げると、プレー

ンなテキスト形式でパスワードや鍵情報ログのような機密性の高い情報がログに含むこと

ができます。機密情報の存在に不安がある場合は、サポートにファイルを提供する前に収

集したログファイルを確認してください。 

[Basic Settings] > [Management] > [Verbose system logs] > [Enable]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（サポートバンドルとも呼びます）を収集するには、[Basic Settings] > 

[Troubleshooting] > [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>YYYYMMDDHHMM 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] > [Create support bundle]に移動します。 

Figure 288  Basic Settings > Troubleshooting > Create support bundle — デバッグ情報の収集 

 

2. [Start]をクリックします。 

 メモ： 

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。 

トラブルシューティングの目的で、プレーンなテキスト形式でパスワードや鍵情報ロ

グのような機密性の高い情報がログに含むことができます。機密情報の存在に不
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安がある場合は、サポートにファイルを提供する前に収集したログファイルを確認

してください。 

 

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 support bundle with full debug logs]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。 

SPS は、インストールされているプレグインのコンフィグレーションファイルも含めます。プ

ラグインによっては、これらのコンフィグレーションファイルに、パスワードや API キーのよ

うな機密情報を含めます。このような場合、サポートバンドルの plugins ディレクトリ内のプ

ラグインに関するファイルを編集し、機密情報を削除してください。 

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。 

23.6 サポートホットフィックス 

この章では、サポートホットフィックス、およびインストールする方法について説明します。 

サポートホットフィックスは、特定の SPS リリース用に公式に追加(サポートチームにより署名さ

れた．deb パッケージです)されます。SPS アプライアンスにホットフィックスをアップロードすること

で、ファームウェア汚染(firmwar tainted)なしに、すぐに修正(例えば、バフフィックス)を適用するこ

とができます。ホットフィックスファイルは、作成された特定の SPS バージョンにのみ動作します。 

サポートチームからのホットフィックスは、SPS のユーザーインターフェースでアップロードできま

す。 

 

注意： 

以下の点を考慮してください。 

 [Upload]をクリックすると、ホットフィックスは SPS にすぐにインストールされます。 

 SPS のコンフィグレーションに複数のホットフィックスをインストールすることは可能です

が、SPS から個別のホットフィックスを削除するには、サポートが必要になります。 

 新しいファームウェアをインストールすると、前のバージョンでインストールされたすべ

てのホットフィックスが削除されます。 

新しいファームウェアをインストールしないで、個別のホットフィックスを削除する必要がある

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。 

以下では、サポートホットフィックスのインストール手順に関する重要な要件と情報について説明

します。 

前提条件： 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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ホットフィックスファイルは、通常、ダウンロードサイトに(ナレッジベースなどにアップされていな

い限り)公開されていません。そのため、SPS にインストールする場合は、カスタマーポータルに

問い合わせる必要があります。インストールされたホットフィックスを削除するには、サポートが

必要になります。また、インストールされたホットフィックスを削除後は、アプライアンスのリブート

する必要があります。サポートから明確な指示がない限り、ホットフィックスをインストールしない

でください。 

 メモ： 

ホットフィックスファイルは、作成された特定の SPS バージョンにのみ動作します。SPS はア

ップロード中に自動的にバージョンをチェックします。 

手順： 

1. [Basic Settings] > [System] > [Firmwares]に移動します。 

Figure 289  SPS のユーザーインターフェースでホットフィックスファイルのアップロード 

 

2. [Upload new hotfix]の[参照]をクリックして、アップロードするホットフィックスファイルを選

択します。 

3. [Upload]をクリックします。 

 

注意： 

以下の点を考慮してください。 

 [Upload]をクリックすると、ホットフィックスは SPS にすぐにインストールされま

す。 

 SPS のコンフィグレーションに複数のホットフィックスをインストールすることは

可能ですが、SPS から個別のホットフィックスを削除するには、サポートが必

要になります。 

 新しいファームウェアをインストールすると、前のバージョンでインストールさ

れたすべてのホットフィックスが削除されます。 

新しいファームウェアをインストールしないで、個別のホットフィックスを削除する必

要がある場合は、弊社カスタマーポータルまでお問い合わせください。 

4. インストールが成功すると、[Installed hotfixes]以下に、ホットフィックスに関する情報

([Name]、[Version]および[Description])をリストします。 

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

以下の場合にアップロードに失敗します。 

 ホットフィックスのバージョンが、バージョンチェックにパスしない場合 

 ホットフィックスファイルパッケージに正しく署名がされていない場合 

 アップロードしたファイルが、適切な．deb パッケージではない、あるいはファイ

ルが破損している場合 

アップロードに失敗した場合、SPS は自動的に以前の状態に戻ります。 

23.7 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。 

すべてのタイプのデータは 5 分毎に収集されます。これは、変更が頻繁に起こる場合、グラフに

表示されない場合があることを意味します。 

 メモ： 

ある特定の時点で、すべてのパラメーターが 0 を表示している場合、その時点に SPS が機

能していないかった(例えば、電源 Off や応答なしなど)ことを意味する場合があります。ある

いは、その時点で情報がまったくなかったことを意味する場合もあります。 

 

 メモ： 

システムモニター上に表示されたデータとダッシュボード上に表示されたデータを比較した

場合に、表示が異なることがあります。これは、システムモニター上のデータは SNMP の値

に基づいており、ダッシュボードモジュールに関連するデータは、異なるコマンドの出力に基

づいているためです。 

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。 
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Figure 290 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。 

 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 
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23.7.1 接続の統計情報 

Figure 291 Basic Settings > Dashboard > Connection statistics 

 

[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 

 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
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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 

23.7.2 メモリ 

Figure 292  Basic Settings > Dashboard > Memory 

 

[Dashboard]の[Memory]モジュールは Linux カーネル(/Proc および/sys ディレクトリ)によって提

供されるデータに基づいています。標準の Munin プラグインは、これらの場所から情報を照会し

GUI 上に表示します。 

Statistics： 

表示されるメモリタイプは以下になります。 

 Free：フリーメモリー。 

 Buffers：メモリー内のブロック I/O バッファー。 

 Cache：ディスクキャッシュで使用されるメモリー。これは必要な時に解放されるの

で、”used”メモリーにカウントされません。 

 Swap：Swap 領域の使用量(一時的にディスクに移動されたメモリの内容)。メモリが不足し

ている場合にこの値は高くなります。 

[Min]、[Average]および[Max]値 

 Min：最小値。 
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 Average：平均値。 

 Max：最大値。 

23.7.3 ディスク 

Figure 293  Basic Settings > Dashboard > Disk 

 

[Dashboard]の[Disk]モジュールは、df コマンドに出力に基づいています。 

Statistics： 

表示される情報は以下になります。 

 data：コアファームウェアが使用しているディスク使用率。 

[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 
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23.7.4 CPU 

Figure 294  Basic Settings > Dashboard > CPU 

 

[Dashboard]の[CPU]モジュールは、Linux カーネル(/Proc および/sys ディレクトリ)によって提供

されるデータに基づいています。標準の Munin プラグインは、これらの場所から情報を照会し

GUI 上に表示します。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：プロセッサーのアイドル時間です。複数のプロセッサーがある場合、プロセッサー数

x100%になります。例えば、2 つのプロセッサーがある場合、最大で 200%になります。 

 Iowait：ハードウェアの割り込み受信と処理に消費した時間(プロセッサーティックのパーセ

ンテージ)です。つまり、I/O 待ち状態です。 

 System：カーネルの CPU 使用率 

 User：カーネル以外の CPU 使用率 

[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 
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23.7.5 ネットワーク接続 

Figure 295  Basic Settings > Dashboard > Network connections 

 

[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(SSH、RDP、VNC、ICA など)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。標準の Munin プラグインが

この情報を照会し、GUI に表示します。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 分ごとに保存されます）が一定して

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 



 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

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。 

23.7.6 インターフェース 

Figure 296  Basic Settings > Dashboard > Interface 

 

[Dashboard]の[Interface]モジュールは、Linux カーネル(/Proc および/sys ディレクトリ)によって

提供されるデータに基づいています。標準の Munin プラグインは、これらの場所から情報を照会

し GUI 上に表示します。 

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：ネットワークインターフェースが受信したバイト量(xKB/s) 

 Sent：ネットワークインターフェースが送信したバイト量(xKB/s) 

 Received error：ネットワークインターフェースのパケットドロップ、コリジョン、エラーの量
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(xKB/s) 

 Sent error：ネットワークインターフェースのパケットドロップ、コリジョン、エラーの量

(xKB/s) 

[Min]、[Average]および[Max]の kb/s 値 

 Min：最小値 

 Average：平均値 

 Max：最大値 

23.7.7 平均負荷 

Figure 297  Basic Settings > Dashboard > Load average 

 

[Dashboard]の[Load average] モジュールは、Linux カーネル(/Proc および/sys ディレクトリ)によ

って提供されるデータに基づいています。標準の Munin プラグインは、これらの場所から情報を

照会し GUI 上に表示します。 

システムのパフォーマンスを表す尺度。平均負荷は一定期間の平均システム負荷を表します。

直近の 1 分、5 分および 15 分間のシステム負荷を表示します。 

Statistics： 

表示される負荷タイプは以下になります。 

 Load 1：1 分間のシステム負荷 

 Load 5：5 分間のシステム負荷 

 Load 15：15 分間のシステム負荷 
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[Min]、[Average]および[Max]値 

 Min：最小値 

 Average：平均値 

 Max：最大値 

23.7.8 プロセス数 

Figure 298 Basic Settings > Dashboard > Number of processes 

 

[Dashboard]の[Number of processes]は ps コマンドの出力に基づいています。 

Statistics： 

表示されるプロセスタイプは以下になります。 

 Processes：実行しているプロセッサーの数 

 Forks：fork(システムコール)の数。プロセスが自身のコピーを作成する処理です。 

 Context switches：コンテキストスイッチの数。これは、CPU をあるプロセッサ スレッドか

ら別のプロセッサ スレッドに切り替えることです。 

 Interrupts：割り込みの数 

[Min]、[Average]および[Max]値 

 Min：最小値 

 Average：平均値 

 Max：最大値 
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23.7.9 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。 
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23.8 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、「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、「SPS のリカバリー（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、「スプリットブレイン状態からのリカバリー」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、「SPS クラスターの HA ノードのリ

プレース」を参照してください。 

23.8.1 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。 

 Degraded (Disk Failure)：セカンダリー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。 

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


 

 

 

 

Safeguard for Privileged 

Sessions（SPS） 

6 LTS 管理者ガイド 

211 

 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ノード（プラ

イマリーノード）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、「スプリットブレイン状態からのリカバリー」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。 

 メモ： 

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、[HA (Fix current)]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。プライマリーノード（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)：セカンダリーノードのハードディスクが正常に機能しておらす、

交換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。 

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

2 つのノードがデータを同期している場合、プライマリ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。同期中にプライマリーノードをシャットダウンする場合

は、セカンダリーノードを最初にシャットダウンしてからプライマリ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ノード

（プライマリーノード）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、「スプリットブレイン状態からのリカバリー」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。 

 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 

status]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、「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。 

 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。 

23.8.2 SPSのリカバリー（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）、あるいはセカンダリーノードが、元のプラ

イマリ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。 
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 メモ： 

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プライマリ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 が故障する前にプライマリーノードであったノードの電源を入れます。故障前にどの

ノードがプライマリーノードであったか調べるにはシステムログを調査します。ノードがプ

ライマリーノード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

はプライマリーノードを識別するログメッセージを送信します。 

 メモ： 

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、「システムログや

SNMP と email 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。 

23.8.3 スプリットブレイン状態からのリカバリー 

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（プライマリーノード）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, 
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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（プライマリー）ノードに

なり、もう一方のノードはパッシブ（バックアップ）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。 

データリカバリー 

ここで説明する手順では、現在セカンダリー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、現在のプライマリーノード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。 

 メモ： 

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： 

1. プライマリ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、それはセカンダリーノードです。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、現在のセカンダリーノードをプ

ライマリーノードに、現在のプライマリーノードをセカンダリーノードに変更（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。 

 メモ： 

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
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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、現在のセカンダリーノードをプ

ライマリーノードに、現在のプライマリーノードをセカンダリーノードに変更（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セカンダリー

ノードになり、もう一方のノードがプライマリ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、セカンダリーノードからすべてのデータがバ

ックアップされ、プライマリーノードからセカンダリー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。 

HA 状態のリカバリー 

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。現在のプライマリーノ

ードのデータが現在のセカンダリーノードにコピーされ、セカンダリーノードでのみ利用可能なデ

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）： 

 メモ： 

「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。 

プライマリーノードをセカンダリーノードに、セカンダリーノードをプライマリーノードに、2 つのノー

ドを交換するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. プライマリ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、それはセカンダリーノードです。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] 
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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セカンダリー

ノードになり、もう一方のノードがプライマリ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. セカンダリー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、それはプラ

イマリーノードです。もう一方のノードにログインし直してください。 

2. 以下のコマンドを入力します。これらのコマンドは、セカンダリーノードが、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. セカンダリーノードをログアウトします。 

4. プライマリ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。 

23.8.4 SPS クラスターの HA ノードのリプレース 

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、「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。 
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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。 

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。 

23.8.5 クラスタノード間での 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。 

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。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/download/
https://www.jtc-i.co.jp/support/download/
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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 6 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 299 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。 

Figure 300  HA アドレスの選択 

 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installationguide_sps_6lts.pdf
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4. ノードをリブートします。 

23.9 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 6 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「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、Safeguard for Privileged Sessions 6 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。 

23.10 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

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installationguide_sps_6lts.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installationguide_sps_6lts.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installationguide_sps_6lts.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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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。 

23.11 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。 

23.12 IPMIパスワードを忘れた場合の IMPI インターフェースの設定 

SPS の IPMI パスワードを忘れてしまった場合、以下の手順を実行して再設定します。 

前提条件： 

この手順を実行するには、モニターとキーボードを接続する必要があります。 

手順： 

https://tools.ietf.org/html/rfc6143
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1. SPS をシャットダウンします。 

2. SPS の物理アプライアンスの電源コードを抜きます。 

3. 30 秒の間、待機します。 

4. 電源コードを挿入します。 

5. アプライアンスを再起動します。 

6. アプライアンスのブート中に POST 画面が表示されたら、[DEL]ボタンを押します。 

Figure 301 ブート時の POST 画面 

 

7. BIOS で、[IPMI]ページに移動します。 

8. [BMC Network Configuration]を選択し、[Enter]を押します。 
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Figure 302 MPI page > BMC Network Configuration オプション 

 

9. [Update IPMI LAN Configuration]を選択して、[Enter]を押して[YES]を選択します。 

Figure 303 BMC Network Configuration page > Update IPMI LAN Configuration 

 

10. 続けて、[Configuration Address Source]を選択して、[Enter]を押して[Static]を選択します。 
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Figure 304 BMC Network Configuration page > Configuration Address Source 

 

11. それぞれ[Station IP Address]、[Subnet Mask]、および[Gateway IP Address]を設定します。 

Figure 305 BMC Network Configuration page > Station IP Address, Subnet Mask, Gateway IP Address 

 

12. [F4]を押して設定を保存し、BIOS を終了します。 

約 1 分後、IPMI の web インターフェースにログインすることができます。 
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23.13 不完全な TSAレスポンスの受信 

Windows 認証局により生成された TSA 証明書を使用した場合、以下のようなエラーが発生する 

場合があります。 

Incomplete TSA response received, TSA HTTP server may be responding slowly; 

errno='Success (0)', timeout_seconds='30' 

証明書を生成する時に、以下の点を確認して下さい。 

Optional Key Usage：Key Usage が存在する場合、digitalSignature および/または

nonRepudiation にする必要があります。他の値は許可されません。[Encryption]、[Allow key 

exchange without key encryption (key agreement)]が選択されていることを確認して下さい。 

 

注意： 

[Encryption]で､[Allow key exchange only with key encryption (key encipherment)]を選択し

ないでください､エラーが発生します｡ 

詳細については､｢Windows Server 2008 で Windows 認証局を使用して TSA 証明書の作成｣お

よび｢Windows Server 2012 で Windows 認証局を使用して TSA 証明書の作成｣を参照してくださ

い｡ 

23.14 監査された SSH接続での UPNユーザー名の使用 

監査された SSH 接続に UPN(User Principal Name)形式(ユーザー名として e-mail アドレス)のユ

ーザー名を指定すると、接続が失敗します。 

SPS は宛先選択のユーザー名に’@’文字を使用する為、接続に失敗します。このような場合、

ユーザー名はドメイン部分から削除され、UPN サフィックスはインバンドターゲットとして認識され

ます。例えば、test@ema.il を使用した場合、接続のユーザー名は”test”でインバンド宛先

は”ema.il”になります。例えば、username@my-inband-target@SPS の接続文字列から後ろの 2

つの’@’文字を認識します。 

これを回避するには、インバンド宛先選択を使用する必要があります。明示的にターゲットホスト

を指定することで、SPS が UPN ユーザー名から‘@’文字を誤って認識することを防ぐことができ

ます。 

 詳細については、「How to use UPN usernames in audited SSH connections」(英文)を参

照してください。 

 インバンド宛先選択については、「SSH 接続でインバンド宛先選択の使用」を参照してくだ

さい。 

 

  

https://support.oneidentity.com/ja-jp/one-identity-safeguard-for-privileged-sessions/kb/263825/how-to-use-upn-usernames-in-audited-ssh-connections
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24 SPPでの SPSの使用 

特権セッション用の SPS デプロイを、特権パスワード用の SPP デプロイに結合することができま

す。これにより、2 つのデプロイの機能を共同で使用することができます。 

両方のアプライアンスは異なる機能を提供します。両方を一緒に使用することも、互いに独立し

て使用することもできます。 

SPP には以下の機能があります。 

 機器とアカウントの検出 

 パスワードのローテーションと管理 

 高度なアクセスリクエストと承認のワークフロー 

 接続を開始するためのユーザーポータルとデスクトップアプリケーション 

SPS には以下の機能があります。 

 リモート管理プロトコル（SSH、RDP、Telnet、Citrix ICA、VNC）を透過的または非透過的な

傍受 

 セッションの監査記録とビデオのような再生 

 対象サーバーから独立した監視対象ユーザーのインバンド認証 

 基本的なアクセス制御ポリシーの施行 

 監査記録の高度な検索とレポート機能 

 記録されたセッションのユーザー行動分析を内蔵 

 

パスワード起動型（SPP 起動型）ワークフロー 

パスワード起動型ワークフローでは、ユーザーは SPP からセッションを開始します。このワーク

フローでは、SPP はセッション記録デバイスとして SPS を使用します。 

ブラウザまたは Safeguard デスクトップクライアントを使用して、SPP からのアクセスを要求し、

SPS を介してターゲットサーバーへの接続を開始することができます。SPP は、ユーザーの 

SSH または RDP クライアント用のアクセス文字列を作成し、これらのクライアントが SPS を

介してターゲットサーバーに接続できるようにする。この意味で、このワークフローは透過的では

なく、ユーザーはブラウザまたは Safeguard デスクトップクライアントを使用する必要があります。 

これは、Sessions モジュールを購入した SPS ユーザーが SPP バージョン 2.7 以前に使用し

ていたものです。 

このワークフローの構成の詳細については、「パスワード起動型ワークフローでの SPP の構成」

を参照してください。 
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セッション起動型(SPS 起動型)ワークフロー 

セッション起動型ワークフローでは、ユーザーは SPS からセッションを開始します。このワーク

フローでは、SPS は SPP を資格情報ストアとして使用します。 

このワークフローは、SSH または RDP クライアントアプリケーションを使用して、ターゲットサー

バーまたは SPS に直接接続できるという意味で透過的です。SPS はこれらのクライアントを認

証し、SPP と通信してターゲットサーバのパスワードを取得します。そして、そのパスワードを使

って接続を開始します。認証は SPS 上で行われ、認証はユーザーの権限に基づいて SPP 上

で行われます。 

これは、スタンドアロン SPS の新旧のユーザーが好むものです。 

SPP が提供する通常の SPP アクセスリクエストのワークフローがサポートされています。 

 自動承認されたアクセスリクエスト 

 承認/拒否されたアクセスリクエスト (SPS の 4 つの目の承認機能に似ています) 

24.1 パスワード起動型ワークフローの設定 

パスワード起動型（SPP 起動型）ワークフロー 

パスワード起動型ワークフローでは、ユーザーは SPP からセッションを開始します。このワーク

フローでは、SPP はセッション記録デバイスとして SPS を使用します。 

ブラウザまたは Safeguard デスクトップクライアントを使用して、SPP からのアクセスを要求し、

SPS を介してターゲットサーバーへの接続を開始することができます。SPP は、ユーザーの 

SSH または RDP クライアント用のアクセス文字列を作成し、これらのクライアントが SPS を

介してターゲットサーバーに接続できるようにします。 

この意味で、このワークフローは透過的ではなく、ユーザーはブラウザまたは Safeguard デスクト

ップクライアントを使用する必要があります。 

これは、Sessions モジュールを購入した SPS ユーザーが SPP バージョン 2.7 以前にこのよ

うに使用していました。 

このワークフローの構成の詳細については、「パスワード起動型ワークフローでの SPP の構成」

を参照してください。 

前提条件： 

 最小のバージョン： 

 SPP バージョン 2.7 

 SPS バージョン 6.0 

 SPS ノードを中央管理ノードの役割に昇格させて、SPS クラスターを構築している必要が

あります。また、単一ノードであっても、中央管理ノードとされます。詳細については、「クラ

スターの構築」を参照してください。 
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手順： 

1. SPS 上で、「SPP に SPS を結合する」の項で説明したように、SPP と SPS を結合します。 

2. 「パスワード起動型ワークフローの SPP の設定」の説明に従って、結合した SPS を使

用するように SPP を設定します。 

3. オプションで、以下のように監視設定をカスタマイズします。 

 SPS のより高度な機能を利用するには、safeguard_default コネクションポリシーを

変更するか、新しいコネクションポリシーを作成し、SPP でそれを選択します。 

 重要な設定は、AA プラグインです - 自動生成されたものと同じものを使用して

いることを確認してください。 

24.1.1 パスワードで開始されたワークフローに SPPを設定 

SPP を設定して、パスワード起動型（SPP 起動型）ワークフローで結合された SPS を使用する

ようにするには、次の手順を実行します。 

前提条件： 

 最小 SPP バージョン 2.7 

 「SPP に SPS を結合」で説明したように、SPP と SPS が結合していること。 

手順： 

1. SPP 上で、セッション管理用に管理されているネットワークを割り当てます。 

a. [管理ツール] > [設定] > [クラスタ] > [管理対象ネットワーク]に移動します。 

b. SPS で監視するネットワークを追加し、[セッション管理者]フィールドに SPS アプラ

イアンスを選択します。 

2. アクセスリクエストポリシーに SPS を選択します。 

a. [管理ツール] > [資格] > [アクセスリクエストポリシー] > （作成または編集）に移

動します。 

b. 選択したポリシーの[セッション設定]タブで、SPS 接続ポリシーを選択します。ク

ラスターマスターの IP アドレスが最初に表示され、次に SPS 接続ポリシー名（デ

フォルトでは safeguard_default）が表示されます。 

24.2 SPSから SPPへの結合 

特権セッション用の SPS デプロイを、特権パスワード用の SPP デプロイに結合させることがで

きます。 
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 メモ： 

SPS と SPP アプライアンスの結合は、元に戻すことができないアクションです。 

SPS または SPP のプライマリ IP アドレスが変更された場合は、この手順を繰り返し

てクラスターに再結合する必要があります。 

 

前提条件 

 SPS デプロイは、SPS クラスター(HA クラスターではなく、中央管理クラスター)でなけれ

ばなりません。SPS デプロイが単一のスタンドアロンノードで構成されている場合でも、そ

れを独自の単一ノードクラスターの中央管理ノードに変換する必要があります。詳細につ

いては、「特権セッション (SPS) クラスターの管理」を参照してください。 

SPS クラスターのノード間で構成同期を有効にする必要があります。これは、SPP の資

格が各 SPS ノードで正しく動作するために必要です。 

 メモ： 

複数のスタンドアロン SPS アプライアンスを使用している場合は、SPP に結合す

る前に、それらをクラスターに結合させることを検討してください。一般的に、ノー

ドが共通の構成を使用できる場合、または後ですべてのノードのデータを一元的

に検索したい場合には、クラスターの構築をお勧めします。SPP に結合した後に 

SPS ノードからクラスターを構築するのは問題があるため、避けた方がよいで

す。 

 

 SPS が SPP にアクセスするために使用する SPP デプロイのプライマリ IP アドレスまた

はホスト名が必要です。IPv4 アドレスのみサポートされています。 

 ［アプライアンス］と［オペレーション］の権限を持つ SPP アカウントのユーザー名とパスワ

ードが必要です。 

 SPS ポリシーの名前に safeguard_default 文字列が含まれていないことを確認してください。

結合プロセスの間に、SPS は自動的にいくつかのポリシーとプラグインを作成して設定し

ます。これらのポリシーの名前には、通常、safeguard_default という文字列が含まれてい

ます。このような名前の既存のポリシーは上書きされます。 

 SPP と SPS ノードは tcp 8649 ポートで通信できる必要があります。必要に応じて、ファ

イアウォールポリシーを更新してください。 

 結合プロセス中、SPS は tcp 443 ポートで HTTPS を使用して SPP にアクセスできる

必要があります。これは、結合プロセス中に一度だけ必要です。必要に応じて、ファイアウ

ォールポリシーを更新してください。 

手順： 

1. (オプション) SPS のコンフィグレーションバックアップを作成します。詳細は、「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。 
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2. (オプション) SPP のコンフィグレーションバックアップを作成します。詳細は、SPP 管理者

ガイドの「バックアップと保持」を参照してください。 

3. SPS クラスターの中央管理ノードにログインします。このノードには、[Basic Settings] > 

[Cluster management] > [Roles]フィールドに[Central Management]がリストされています。 

Figure 306  Basic Settings > Cluster management — Joining SPS to SPP 

 

4. [Basic Settings] > [Cluster management] > [Join to SPP cluster]に移動し、[IPv４ address 

or hostname of SPP to join]フィールドに SPP のプライマリ IP アドレスを入力します。

IPv4 アドレスのみ対応しています。 

5. [Join]をクリックします。SPP にリダイレクトされるまで待ちます。 

6. SPP にログインします。SPS にリダイレクトされるまで待ちます。 

7. SPS が、SPS と SPP の共同運用に必要なポリシーとプラグインを作成して設定するまで

待ちます。このステップは通常 1 分ほどかかります。 

8. メッセージが表示されます。 

 参加に失敗した場合は、このメッセージが表示されます。 

request failed. Check the credentials and the IP address you provided. 
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 参加に成功した場合はこのメッセージが表示されます。 

SPS successfully joined to SPP. SPP automatically closes any open access 

requests. 

9. SPS の web インターフェースからログアウトしてください 

 

注意： 

SPS または SPP のプライマリ IP アドレスが変更された場合は、この手順を繰り返してク

ラスターに再結合する必要があります｡ 

24.3 SPSから SPPへの結合エラーの解決 

SPS (SPP) を SPS に結合する際に発生する可能性のある、一般的な結語エラーの解決方法を

以下に示します。 

SPP のアドレスにタイプミスがあり、アドレスにアクセスできない。 

 エラー：SPS が SPP のログインページにリダイレクトすると、ブラウザがエラーを報告する

（正確なエラーメッセージはブラウザによって異なる）。 

 解決方法  

ブラウザの戻るボタンをクリックして、[IPv４ address or hostname of SPP to join]フィール

ドに正しいアドレスを入力してください。 

SPP のアドレスにタイプミスがあり、アドレスは生きているが SPP ではない。 

 エラー：[Join]ボタンをクリックすると、SPP のログインインターフェース以外の Web サイト

が表示される。 

 解決方法  

ブラウザの戻るボタンをクリックし、[IPv４ address or hostname of SPP to join]フィールド

に正しいアドレスを入力してください。 

SPP の HTTPS 証明書が IP アドレスまたはホスト名と一致しない 

 エラーメッセージ：Error joining to SPP: SPS has failed to join to SPP. For more information, 

see the error details. (JoinFailed) 

 Raw error: 
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 解決方法 

 SPP の証明書の[Common Name]または[subjectAltName]フィールドに SPP の 

IPv4 アドレスが含まれている場合は、SPS から SPP に結合する際にその IP 

アドレスを入力します。 

 SPP の証明書に[Common Name]または[subjectAltName]フィールドに DNS 名

のみが含まれている場合は、SPS から SPP に参加する際にそのホスト名を使

用します。 

 それ以外の場合は、証明書の[Common Name]または[subjectAltName]フィール

ドの IP アドレスと一致する SPP 用の SSL サーバ証明書を設定し(SPP 管理者ガ

イドの「SSL 証明書」を参照)、結合を再試行してください。失敗した結合リクエスト

のタイムアウトが切れるまで約 5 分待ってから、失敗した不完全な結合リクエスト

の後に新しい結合リクエストを開始してください (別の方法としては、SPP 管理者

ガイドの「SPP から SPS への結合のリバース」を参照してください)。 

SPP 資格情報のタイプミス 

 エラー：SPP web インターフェースへのログインに失敗。 

 Raw error: 

 

 解決方法  

[SPP username: ]と[SPP password: ]のプロンプトに正しいユーザー名とパスワードが入

力されていることを確認してください。 

SPP ユーザーの権限が不足している 

 エラーメッセージ：Error joining to SPP: SPS has failed to join to SPP. For more information, 

see the error details. (JoinFailed) 
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 解決方法  

SPS が SPP のログインインターフェースにリダイレクトした後、SPP ユーザーとしてログイ

ンすると、［アプライアンス］と［オペレーション］の権限が与えられます。 

SPS が既に SPP に結合している。 

 エラーメッセージ: Error joining to SPP: SPS has failed to join to SPP. For more information, 

see the error details. (JoinFailed) 

 

 解決方法 

SPP 管理者ガイドの「SPP から SPS への結合のリバース」を参照してください。 

参加に時間がかかりすぎる(5 分以上)  

 エラー:https://192.0.2.123/service/a2a/v2/PsmValidation へのリクエスト失敗, response 

(HTTP 403):  

 

 解決方法 

SPS が過負荷になっていないことを確認し、再度結合してみてください。 

24.4 SPPから SPSへの結合に関する問題 

SPP の監視ツールに加えて、結合プロセス中に SPS の監視およびトラブルシューティングツ

ールを使用することができます。いくつかの SPS ツールを以下に説明します。 

結合プロセスの失敗とリアルタイム監視 
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何らかの理由で結合処理に失敗した場合は、システムログを参照してください。 

SPS のログを表示するには、[Basic Settings] > [Troubleshooting] > [View log files]を選択しま

す。 

結合プロセスのログのみを表示するには、以下の手順に従います。 

1. [Logtype:］で[syslog］を選択します。 

2. [Day］を選択します。 

3. [Show only messages containing:］テキストボックスで、[SPP-join］と入力します。 

ダイアログの下部にあるボタンを使用して、以下のタスクを実行します。 

 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確認するには、[Tail］をクリックします。最新のログ

は、あなたが結合プロセスしている間、ブラウザウィンドウで更新されます。 

 ログメッセージを表示するには、[View］をクリックします。 

ログの詳細レベルを上げるには、[logging at Basic Settings] > [Management] > [Debug logging] 

> [Enable debug logs]でデバッグレベルのログを有効にします。 

結合は成功したが、接続ができない 

SPP と SPS が結合に成功したと報告しているが、接続がうまくいかない場合、SPS の接続ログ

を表示してください。 

SPS で、[Basic Settings] > [Troubleshooting] > [View log files]に移動します。 

結合プロセスのログのみを表示するには、以下の手順に従がってください。 

1. [Logtype:］で[ssh］または[rdp］を選択します。 

2. [Day］を選択します (今日が既定値です)。 

3. [Show only messages containing:］テキストボックスで、[SPP-join］と入力します。 

SPS の冗長度レベルを変更するには、SPS で次の手順を実行します。 

1. ログレベルを変更するトラフィックのグローバルオプションページに移動します。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 フィックの場合は[RDP Control] > [Global Options］などに移動します。 

2. [Verbosity level] フィールドから必要なログレベルを選択します。冗長度レベルは、1 (ロ

グなし) から 10 (非常に詳細) までの範囲で、レベル 4 がデフォルトの通常レベルです。 

 

注意： 

冗長度が高いと、非常に大量のログメッセージが生成され、マシンへの負荷が非常に高くな

る可能性があります。ログレベルを 9～10 程度に設定すると、非常に機密性の高いデータ

（例えば、プレーンテキスト形式のパスワードなど）を含むログが発生する可能性がありま
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す。 

 

ネットワークの問題をテストする 

SPP および SPS の診断ツールを使用して、ネットワークの問題をテストできます。以下のコマ

ンドを使用できます。 

 ping :指定したホストに簡単なメッセージを送信して、ネットワーク接続性をテストします。 

 traceroute:SPS から指定されたホストに単純なメッセージを送信し、メッセージのパス上

のすべてのホストを表示します。これは、メッセージがホスト間を移動するパスをトレース

するために使用されます。 

 connect:指定されたポートを使用して、指定されたホストへの接続を試みます。 

これは、ターゲットホスト上のアプリケーションの可用性またはステータスをテストするため

に使用されます。 

SPS で上記のコマンドを実行するには、「ネットワークのトラブルシューティング」を参照してくだ

さい。 

 

SPS サポートバンドルの作成 

サポートの支援が必要な問題がある場合、SPS サポートバンドルの提供を求められることがあり

ます。SPS でシステム状態情報(デバッグバンドルとも呼ばれる)を収集する場合は、「エラー報告

のためのログとシステム情報の収集」を参照してください。 
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25 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。 

25.1 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 ： 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セスする場合、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。 

 メモ： 

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 307 Control > Connections — SNAT の使用 

 

# 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. 接続がマークされている場合、SPS のルーティングテーブルを選択するルーティング規則

を作成します。 

# /sbin/ip rule add from all fwmark 1 table scb 

7. 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

http://linux-ip.net/html/routing-tables.html
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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。 

25.2 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 ： 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 
 

 

 メモ： 

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> 
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 メモ： 

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 308  Control > Connections — SNAT の使用 

 

Example ： 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 0.0.0.255 
 

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> 
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 メモ： 

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 309  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 

! policy routing entry matching on the SSH reply packets and 

! redirecting them to the SPS external interface 
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route-map sps-outbound permit 10 

 match ip address ssh-outbound 

 set ip next-hop 172.16.0.1 

25.3 Sophos UTM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 310 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。 
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 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 311  New Service Definition 

 

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。 

 メモ： 

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。 
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 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。 

 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。 
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26 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、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。 
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--- 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、「リレー認証方式」を参照してください。 

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。 
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27 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。 

27.1 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、「ロ

ーカルユーザーでのパスワードポリシーの設定」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、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、「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 web サーバーの証

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、「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、

「監査証跡の暗号化」を参照してください。 

27.2 接続ポリシー 

 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、「接続設定」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
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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、「RDP 接続での TLS 暗号化の有効」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、「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、「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。 

27.3 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、「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

ます。詳細については、「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、「ディスクスペース飽和防

止」を参照してください。 

27.4 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。 
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28 文書内リンク 

 

特定UIのドキュメントを探すには、以下のセクションを参照してください。 

Basic Settings > Management 

Basic Settings > Local Services 

Basic Settings > System 

<Protocol name> Control > Global Options 

29.1 Basic Settings > Management 

 Basic Settings > Management > Syslog: 詳細については、「シスログの設定」を参照して

ください。 

 Basic Settings > Management > SNMP trap settings: 詳細については、「SNMPアラート

の設定」を参照してください。 

 Basic Settings > Management > Mail settings: 詳細については、「e-mailアラートの設定」

を参照してください。 

 Basic Settings > Management > Web interface timeout: 詳細については、「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。. 

 Basic Settings > Management > RPC API settings: 詳細については、「SPSへRPC APIア

クセスの有効化」を参照してください。 

 Basic Settings > Management > Change root password: 詳細については、「SPSのroot

パスワードの変更」を参照してください。 

 Basic Settings > Management > System backup: 詳細については、「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。 

 Basic Settings > Management > Verbose system logs: 詳細については、「SPSの

Verbosityログレベルの変更」を参照してください。 

 Basic Settings > Management > SSL certificates: 詳細については、「SPSで使用する証

明書の管理」を参照してください。 

 Basic Settings > Management > Core files: 詳細については、「システム問題に関するデ

ータの収集」を参照してください。 

 Basic Settings > Management > Disk space fill-up prevention: 詳細については、「ディス

クの飽和防止」を参照してください。 

 Basic Settings > Management > Web gateway authentication: 詳細については、「アウト
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バンドゲートウェイ認証の設定」を参照してください。 

29.2 Basic Settings > Local Services 

 Basic Settings > Local Services > SSH server: 詳細については、「SPSへのSSHアクセ

スの有効化」を参照してください。 

 Basic Settings > Local Services > Web login (admin and user): 詳細については、「ユー

ザーと管理者ログインの設定」を参照してください。 

 Basic Settings > Local Services > Web login (user only): 詳細については、「ユーザーと

管理者ログインの設定」を参照してください。 

 Basic Settings > Local Services > SNMP server settings: 詳細については、「エージェン

トを使用したSPSステータス情報のクエリ」を参照してください。 

 Basic Settings > Local Services > Indexer service: For details, see Configuring the 

internal indexer on page 582. 

 Basic Settings > Local Services > Privileged Account Analytics: このオプションは、

Safeguard for Privileged Analytics（SPA）も使用している場合のみ選択します。 

SPAを有効にしてユーザーの行動を分析するには、Safeguard for Privileged Sessions

（SPS）の特別なライセンスが必要です。また、ユーザー数やセッション数に応じて、SPSの

パフォーマンスやサイジングを検討する必要があります。SPAにご興味のある方は、弊社

営までお問い合わせください。. 

 Basic Settings > Local Services > Cluster Interface: このオプションは、中央サーバーか

ら複数の SPS アプライアンスの構成を管理および同期できるようにする実験的な機能に

関連しています。 この機能に興味がある場合は、弊社までお問い合わせください。 

29.3 Basic Settings > System 

 Basic Settings > System > System control: 詳細については、「SPSの制御（リブート、シ

ャットダウン）」を参照してください。 

 Basic Settings > System > Traffic control: 詳細については、「制御トラフィックの無効化」

を参照してください。 

 Basic Settings > System > Version details: 詳細については、「SPS（シングルノード）のア

ップグレード」を参照してください。 

 Basic Settings > System > Export configuration: 詳細については、「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。 
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 Basic Settings > System > Import configuration: 詳細については、「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。 

 Basic Settings > System > License: 詳細については、「SPSライセンスの管理」を参照し

てください。 

 Basic Settings > System > Sealed mode: 詳細については、「シールドモード」を参照して

ください。 

 Basic Settings > System > Firmwares: 詳細については、「SPS（シングルノード）のアップ

グレード」を参照してください。 

29.4 <Protocol name> Control > Global Options 

 <Protocol name> Control > Global Options > Traffic: 詳細については、「SPSの

Verbosityログレベルの変更」を参照してください。 

 <Protocol name> Control > Global Options > Audit > Timestamping: 詳細については、

「監査証跡の電子署名」、「外部タイムスタンプ局で監査証跡のタイムスタンプ」および「組

み込みタイムスタンプサービスで監査証跡のタイムスタンプ」を参照してください。 

 <Protocol name> Control > Global Options > Audit > Delete search metadata from SPS 

after: 詳細については、「SPS 接続データベースのクリーンアップの設定」を参照してくだ

さい。 
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29 LDAPを使った設定 

29.1 概要 

SPS のアクセス制御はグループに基づいて管理されています。あるユーザが保護されたリソー

ス（ホストやセグメント）にアクセスしたい場合（例えば、SPS の設定ページに移動したり、コネク

ションを見たいなら）、SPS はリソースに紐付いたアクセス制御リストをチェックします。 

アクセス制御リストはグループへのアクセス許可を扱います。したがって SPS はアクセス制御の

ためにユーザーのグループメンバーシップを判別する必要があります。 

LDAP を利用する場合、SPS は以下のように動作します。 

1. ユーザーを識別します。 

2. ユーザーが所属している関連グループを決定します。 

ユーザーの識別 

SPS は、例えば administrator のようなプレーンなユーザー名を使います。そのため、ユーザー

のグループを決める際に LDAP ユーザーオブジェクトは完全に解決される必要があります。ユー

ザー確認で複数の結果が返ってきた場合、SPS はこれをエラーと判断して、問い合わせしたユ

ーザーのアクセスを拒否します。。 

このチェックを通ったユーザーのみ、グループメンバーシップを確認します。その際、元のプレー

ンなユーザー名はチェックされません。 

ユーザーの解決はバックエンド（POSIX か Active Directory)に依存します。詳細については、以

下の章を参照してください。 

グループメンバーシップの解決 

SPS は、スーパーユーザーなどの単純なグループ名で機能します。グループメンバーシップの

チェックでは、SPS は LDAP で関連するグループオブジェクトを検索し、ユーザー識別中に返さ

れたユーザーオブジェクトがそのグループのメンバーであるかどうかをチェックします。グループ 

オブジェクトの属性の一部は常にグループメンバーシップのチェックに使用されるため、グループ 

オブジェクトは LDAP にも存在する必要があります。 

グループ メンバーシップの解決は、LDAP バックエンドタイプによって異なります。 

詳細については、以下のバックエンド固有のセクションを参照してください。 

29.2 バックエンドの共通項目 

すべてのバックエンドで、ユーザ識別やグループメンバーシップのパラメーターが設定可能です。 
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 bind_dn,bind_password：[Bind DN],[Bind password]は LDAP データベース認証のユーザー

識別とグループのチェックに使われます。空欄の場合は、SPS は匿名バインドで試みま

す。 

 user_base_dn：SPS は[User Base DN]からユーザーを検索します。 

 group_base_dn:SPS は[Group Base DN] からグループを検索します。メンバーシップチェッ

クに使われるのはここの下にあるグループだけです。 

 memberof_check:[Enable checking for group DNs in user objects]を有効にすると、ユーザ

ーオブジェクトの設定可能な属性をチェックできます。この属性には、ユーザーが追加で

メンバーになっているグループ DN のリストが含まれています。このユーザー属性は通

常[memberOf]です。 

 user_dn_in_groups: [Check the user DN in these groups]は、SPS がメンバのユーザーDN

を探すための追加グループのクラスと属性のリストです。詳細は各バックエンドの説明を

参照してください。 

すべての問い合わせと検索は、SPS のプレーンなユーザー名とグループ名と、LDAP サーバー

の属性値との照合をもとに行われます。その際、ユーザー名とグループ名については、LDAP デ

ータベースで大文字小文字を区別しない場合のみ、大文字小文字を区別しません。 

29.3 POSIX LDAPバックエンド 

POSIX では共通のパラメーターに加えて、以下のパラメーターがあります。 

 username_attribute:[Username (user ID) attribute name]はユーザーオブジェクトの属性名

で、プレーンなユーザー名が含まれています。 

 membership_check:[Enable POSIX group membership check]をチェックすると、POSIX の

主グループと副グループが有効になります。以下のパラメータを入力してください。 

 member_uid_attribute: [POSIX group membership attribute name]は[posixGroup]

グループの属性名で、中身はグループのユーザー名リストです。このグループは、

参照されたユーザーの補足グループとして使われます。 

POSIX におけるユーザー識別 

与えられたユーザー名のエントリを決めるため、[User Base DN]の下からユーザ名と等しい

[Username (user ID) attribute name]を検索します。 

ユーザーのオブジェクトクラスは制限されません。 

ここで確認されたユーザーオブジェクトは、グループメンバーシップのチェックに使用されます。 

POSIX におけるグループメンバーシップの解決 

すべてのグループメンバーシップのチェックでは、ユーザー識別時に確認されたユーザーオブジ

ェクトのみ使われます。 
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グループ名は、常にグループオブジェクトの[cn]属性と比較されます。 

グループオブジェクトがグループの[cn]属性と一致し、かつ以下のリストのいずれかに合致すれ

ば、指定されたグループのメンバーとして扱われます。 

 グループがユーザーのプライマリグループと同じ。つまりグループが[posixGroup]であり、

ユーザーの[gidNumber]属性とグループの[gidNumber]属性が一致している場合です。 

このチェックは、POSIX で[Enable POSIX group membership check]が有効な場合にのみ

実行されます。 

 
メモ： 

ユーザーが[gidNumber]属性を持っていない場合は、このチェックはスキップされま

す。 

 グループリストにユーザーのショートネームが載っている。グループが[posixGroup]であり、

その[POSIX group membership attribute name]にユーザーのショートネームがあることを

意味します。 

このチェックは[Enable POSIX group membership check]と[POSIX group membership 

attribute name]が設定されている場合にのみ実行されます。 

 
メモ： 

ユーザーのショートネームとして[Username (user ID) attribute name]を使います。

この段階で、この属性には単一のユーザー名しか含まれていないはずです。そう

でない場合はログに警告が表示され、サーバーから返された属性の最初の値が

使用されます。これは既知の制限事項です。 

 

 グループのユーザー[dn]が、[Enable checking for group DNs in user object]で設定された

追加グループのどれかに載っている。 

例えば、objectClass が[groupOfNames]属性で[member]に設定された行を追加した場合、

ユーザーはユーザー[dn]を持つグループと[Group objectClass]のグループ全てに所属し

ていると扱われます。 

 ユーザーがグループ[dn]に含まれる。つまりユーザーの[User attribute of group DNs]に

はグループ[dn]が含まれており、参照したグループの objectClass は[Group objectClass]

となります。 

このチェックは、POSIX で[Enable checking for group DNs in user objects]が有効な場合

にのみ実行されます。 

 
メモ： 

SPS は[User attribute of group DNs]にある[dn]とグループ自体の[dn]を厳密に

比較します。したがって、user 属性は LDAP サーバから返されるグループ DN と

一致しなくてはなりません。大文字と小文字の違いやアクセントの違いは許され

ません。 
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29.4 Active Directory LDAP バックエンド 

Active Directory バックエンドでは、LDAP 共通のパラメーターに加えて以下のパラメーターがあ

ります。 

 membership_check: [AD group membership checkAD]を有効にすると、AD 固有の非プラ

イマリグループメンバーシップのチェックが有効になります。 

 
メモ： 

AD ユーザーのプライマリグループは、この設定に関係なく常にチェックされます。 

 nested_groups：[Enable nested groups]を有効化すると、AD でネストされたグルー

プのサポートが可能になります。詳細は以下を参照してください。 

加えて、AD はユーザー名とグループ名の属性に対して、大文字と小文字の区別を無視した比

較が可能です。SPS は LDAP での比較をサーバーに任せるため、大文字と小文字の区別につ

いてはサーバーの仕様に依存します。 

AD でのユーザー識別 

与えられたユーザー名のユーザーエントリを決めるため、SPS は[User Base DN]からプレーンな

ユーザー名と等しい[sAMAccountName]か[userPrincipalName]を持つオブジェクトを検索します。

ユーザーオブジェクトの[objectClass] は制限されません。 

 
メモ： 

AD の[userPrincipalName]は user@example.com のようなインターネット形式の名前で

すが、user のような単純な名もマッチします。 

ここで返されたユーザーのみグループメンバーシップのチェックに使用されます。 

AD でのグループメンバーシップの解決 

すべてのグループメンバーシップのチェックでは、ユーザー識別時に確認された LDAP ユーザー

名のみが使用されます。 

プレーンなグループ名は、常にグループオブジェクトの[cn]属性と比較されます。 

グループの[objectClass]と[objectCategory]の両方が[group]であり、以下のリストのいずれかに

合致すれば、ユーザーはグループのメンバーとして扱われます。 

 グループがユーザーのプライマリグループです。グループの[objectSID]属性は、ユーザ

ーの[objectSID]属性と[primaryGroupID]属性から計算されたセキュリティ識別子と一致し

ます。 

 
メモ： 

AD を使用している場合、[Enable AD group membership check]が無効でも、このチェ

ックは常に行われます。ただし、ユーザーはプライマリグループが無くても問題ありま

せん。 

 

 グループにユーザーのショートネームが載っている。グループの[memberUid]属性にはユ

ーザーの短いユーザー名が含まれています。 
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このチェックは、AD の[Enable AD group membership check]が有効な場合にのみ実行さ

れます。 

 
メモ： 

ユーザーの短いユーザー名は、ユーザーオブジェクトの[sAMAccountName]属性

からのみ取得されますが、これはAD では単一値の属性です。これは既知の制限

です。[sAMAccountName]属性が無くても問題ありませんが、その場合はこのチ

ェックはスキップされます。 

 

 グループにユーザー[dn]が載っている。つまり、グループオブジェクトの[member]属性に

ユーザー[dn]が含まれています。 

このチェックは、AD の[Enable AD group membership check]が有効な場合にのみ実行

されます。ネストされたグループがサポートされているのはここだけです。[Enable nested 

groups]が有効な場合、SPS は、[member]属性にユーザー[dn]を直接含まなくても、中

間グループの[dn]を含み、その中間グループの[dn]が[member]属性にユーザー[dn] を

含むグループも探します。このネスト構造の深さは AD でのみ制限されます。 

 
メモ： 

AD のネスト構造処理の都合上、中間グループは設定された [Group Base DN]の

外にあるかもしれません。 

 

 
メモ： 

AD の[objectCategory]は DN 値の属性ですが、[group]のような単純な名前にはマッチ

します。 

 

加えて、以下の場合はユーザーはグループのメンバーとして扱われます。 

 ユーザ[dn]を[Enable checking for group DNs in user objects]で設定された追加のグルー

プのいずれかに持つグループ 

例えば、[objectClass] が[groupOfNames]に設定され、属性が[member]に設定された行

が追加された場合、SPS はユーザーを、グループが [groupOfNames]、グループの

[member]属性にユーザーの [dn]が含まれるすべてのグループのメンバーとして扱いま

す。 

 
メモ： 

この場合、グループの[objectClass]には追加の制限はありません。 

 

 ユーザーが持つグループ[dn]。[User attribute of group DNs]にはグループ[dn]が含まれ

ており、参照したグループの[objectClass]は[group]となります。 

このチェックは、AD の[Enable checking for group DNs in user objects]オプションが有効

な場合にのみ行われます。 
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メモ： 

SPS は[User attribute of group DNs]の[dn] と、グループオブジェクト自体の[dn]

を厳密に比較します。したがって、このユーザー属性は LDAP サーバから返され

るグループ DN を正確に含まなければなりません。大文字と小文字の違いやアク

セントの違いは許されません。 
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