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1.

Ekran について

Ekran へようこそ！
Ekran（エクラン/Ekran System）は、コンピューター上のユーザー操作を記録するソフトウェアです。
ターゲットコンピューターにインストールしたクライアント（エージェントとも呼ばれる小さなプログラ
ム）が、ユーザーがログインしてからログアウトするまでに行った操作をスクリーンショットとして記
録します。記録したデータはスライドビデオ形式で再生することができ、ユーザーがいつ、どのマシ
ンで何をしたかを簡単に把握することができます。

2.

システム要件

Ekran を構成するコンポーネントはコンポーネントごとに以下のようなシステム要件を要求します。
ハードウェアとソフトウェアがシステム要件を満たしていることを確認してください。

2.1

Ekran サーバーのシステム要件

訳注：
Ekran サーバーを動作させるための HW リソースは記録するセッション数により増減します。
ここで示している HW リソースは最小構成時のものです。

コンポーネント

要件

CPU

※規模に依存します。
 小規模：

4-

8 Core （同時接続セッション数

200 まで）

 中規模：

8 – 16 Core （同時接続セッション数

1,000 まで）

 大規模： 16 – 32 Core （同時接続セッション数

10,000 まで）

RAM

8 – 16 GB

NIC

1 Gbit/s（推奨 10 Gbit/s）

OS

Windows Server 2019, Windows Server 2016,
Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 （x64）
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コンポーネント
その他

要件
 汎用 C ランタイムと Visual C++ Runtime（*1）
 .Net Framework 4.8（*2）
（*1） Ekran v.5.5 から要件に追加されました。
以下の URL から「Visual Studio 2015 の Visual C++ 再頒布可能パッケ
ージ」をダウンロードしてインストールしてください。
https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=48145

注意：
「Visual Studio 2015 の Visual C++ 再頒布可能パッケージ」をインスト
ールできない場合は、先に KB2999226 の更新プロラムをインストール
し、次に「Visual Studio 2015 の Visual C++ 再頒布可能パッケージ」
をインストールしてください。KB2999226 の更新プロラムは以下の URL
から入手できます。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/2999226/update-for-universal-cruntime-in-windows

（*2） Ekran サーバーと Ekran 管理ツールを同じコンピューター上にインスト
ールする場合は、.Net Framework 4.8 をインストールする前に IIS を有
効にしてください。

Ekran をハイアベイラビリティモードで導入する場合は、High Availability Deployment Guide（ハ
イアベイラビリティ導入ガイド）（英語）を参照してください。
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2.2

データベースシステム要件

コンポーネント

要件

データベース

サポートされるデータベースサーバーは以下のとおりです：

サーバー

 MS SQL Server
MS SQL Server 2019, MS SQL Server 2017,
MS SQL Server 2016, MS SQL Server 2014,
MS SQL Server 2012, MS SQL Server 2008R2
フルエディション Standard 以上のライセンス
 PostgreSQL 10 以降
 Microsoft Azure SQL Database

CPU/RAM

※規模に依存します。
小規模

中規模

大規模

CPU

4 – 8 Core

8 – 16 Core

16 – 32 Core

RAM

16 GB

24 – 32 GB

64 – 128 GB

 小規模： 同時接続セッション数

200 まで

 中規模： 同時接続セッション数

1,000 まで

 大規模：同時接続セッション数

10,000 まで

NIC

1 Gbit/s（推奨 10 Gbit/s）

OS

Windows Server 2019, Windows Server 2016,
Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 （x64）

空き容量

監視量と頻度、クライアント監視データの保持期間に応じて十分な空き容
量を確保してください（1 台のワークステーションクライアントは 1 稼働日（8
時間）あたり平均で 200 – 300 MB を消費します）。詳しくは、System
Requirements and Performance Numbers guide を参照してください。
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2.3

バイナリデータストレージ要件

クライアントから受信した画像ファイルを共有またはローカルフォルダーに保存する場合の要件は
以下のとおりです：
コンポーネント

要件

オペレーティングシステム

100 -200 GB （15K または SSD）

ハードディスク
空き容量

監視量と頻度、クライアント監視データの保持期間に応じて十
分な空き容量を確保してください（1 台のワークステーションク
ライアントは 1 稼働日（8 時間）あたり平均で 200 – 300 MB
を消費します）。詳しくは、System Requirements and
Performance Numbers guide を参照してください。

訳注：
記録可能データ量については、Ekran としては特別な制限はありませんが、NTFS のボリュー
ム当たりのファイル数の制限から 16TB 以上の記録は行えない可能性があります。

2.4

Ekran 管理ツールのシステム要件

コンポーネント

要件

CPU

4 – 8 Core

RAM

4 GB

NIC

1 Gbit/s

OS

推奨：
Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server
2012, Windows Server 2008 R2 （SP1 以上）
非推奨：
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7（Home を除くす
べてのエディション）
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コンポーネント

要件
訳注：
通常、Ekran サーバーと Ekran 管理ツールは同一マシンにインストー
ルします。この場合 Ekran サーバーの要件が Windows Server を要
求しますから、結果 Ekran 管理ツールも Windows Server で動作させ
ることになります。
 .Net Framework 4.8

その他

 IIS 7.5 以上（ASP.NET 4.5 サポートを有効にすること
Windows Server 2016 の場合は 4.6 サポートを有効にすること）
 管理ツールにアクセスするためのブラウザー：
-

Google Chrome 37 以上

-

Mozilla Firefox 32 以上

-

Internet Explorer 10 以上

-

Microsoft Edge 44 以上

-

Safari S6 および Safari S5

-

Opera 15 以上

注意：
管理ツールは上記以外のブラウザーで開くことができる可能性が
ありますが、動作は保証されません。

2.5

ターミナルサーバークライアントのシステム要件

コンポーネント

要件

CPU

Intel i3 以上または同等の AMD プロセッサー

RAM

2 GB 以上（35 MB/セッション）

NIC

100 Mbit/s / 1 Gbit/s
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注意：
Ekran クライアントが Windows ターミナルサーバーにインストールされる場合、ハードウェア要
件は、アクティブなユーザーセッション数に依存し、大幅に増加する場合があります。
例えば 10 のアクティブユーザーセッションをホスティングする Windows ターミナルサーバーに
Ekran クライアントを導入する場合、ハードウェア要件は次のようになります。
 CPU： Intel Core i3 または同等の AMD CPU
 RAM： 2048MB 以上
訳注：
Ekran Windows クライアント自体の負荷は大きくありませんが、ターミナルサーバーで必要
となるリソースはリモートログインの数に大きく左右されるため、接続セッション数を考慮した
一般的なターミナルサーバーのハードウェアサイジングを行う必要があります。（上記の
RAM 2048MB 等のリソースはおそらく十分ではありません。）

2.6

Windows クライアントのシステム要件

コンポーネント

要件

CPU

2.4 GHz 以上

RAM

4 GB
訳注：
Ekran Windows クライアントが消費する RAM 容量は 1 セッション当た
り数十 MB 程度です。Ekran クライアントのシステム要件とは別に
Windows が快適に動作する RAM 容量を確保してください。

NIC

100 Mbit/s / 1Gbit/s
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コンポーネント

要件

OS

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista,
Windows XP SP3; Windows Server 2019, Windows Server 2016,
Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003
SP1 （x86/x64 両方をサポート）
注意：
SHA-256 コード署名の関係上、Windows 7 SP1 や Windows Server
2008R2 SP1 で Windows クライアントを動作させる場合は、Microsoft
Security Advisory update 3033929 のインストールが必要です。
https://docs.microsoft.com/ja-jp/securityupdates/securityadvisories/2015/3033929

（仮想環境）

Citrix XenDesktop; Citrix XenApp; Citrix XenDesktop/XenApp with
Citrix Provisioning Services （PVS）
訳注：
Amazon Workspaces / Windows Virtual Desktop にも対応していま
す。詳細はお問い合わせください。

空き容量

オフライン状態でセッションデータをローカルに保存するために、
クライアントをインストールするディスクに 1GB 以上の空き容量を確保す
ることを推奨します。

2.7

macOS クライアントのシステム要件

コンポーネント

要件

CPU

2.26 GHz Intel Core 2 Duo 以上

RAM

2 GB 以上

NIC

100 Mbit/s 以上

OS

macOS 10.9 以上
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コンポーネント

要件

空き容量

オフライン状態でセッションデータをローカルに保存するために、
クライアントをインストールするディスクに 1GB 以上の空き容量を確保す
ることを推奨します。

2.8

Linux/Unix クライアントのシステム要件

コンポーネント

要件

CPU

2.4 GHz 以上

RAM

4 GB 以上

NIC

100 Mbit/s / 1 Gbit/s

OS

Linux Kernel 2.6.32 以上

空き容量

オフライン状態でセッションデータをローカルに保存するために、クライア
ントをインストールするディスクに 1GB 以上の空き容量を確保することを
推奨します。

ディストリビューション

OS

サポートバージョン

Debian

Debian

9.0, 8.0, 7.0

Ubuntu

20.04, 18.04, 16.0, 15.0, 14.0, 12.0

Linux Mint

17.xx – 13

Suse Linux

12（SP1, SP2, SP3）,

Enterprise Server

11（SP2, SP3, SP4）

RedHat

7.x, 6.x

CentOS

7.x, 6.x

Oracle Linux

5.6 - 7.x

openSUSE

RedHat
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ディストリビューション

OS

サポートバージョン

Sun Microsystems

Solaris

11.0, 10.0 （グローバルゾーンと完全ルー
トゾーンのみ）

IBM

AIX

7.2, 7.1

訳注：
端末の対話型シェルでのコマンド入力とコマンドへの応答出力をテキストとして記録します。
テキストは縦横の文字数を考慮した整形テキストとして再生されます。
X Window System のグラフィカルインターフェイスの監視は、次のオペレーティングシステムでサ
ポートされています：
ディストリビューション

OS

サポートバージョン

Debian

Ubuntu

20.04 LTS, 18.04.1 LTS, 16.04.5 LTS,
16.04.2, 14.04.5 LTS, 14.04.2, 12.04.1,
14.04 LTS

openSUSE

Suse Linux

12（SP1, SP2, SP3）

Enterprise Server
RedHat

3.

RedHat

7.6 - 7.0、6.10 - 6.0

CentOS

7.5 - 7.1、6.9 – 6.1

プログラムの構成

Ekran は、リモートからユーザーの操作を記録・制御するために設計されたアプリケーションです。
Ekran には、次のコンポーネントが含まれています：


Ekran サーバー（以後、「サーバー」と表記することがあります）：
このコンポーネントは Ekran の主要部分であり、クライアントから受信したスクリーンキャプチ
ャーと関連情報を保存するために使用されます。サーバートレイを使用してサーバーの動作
を開始または停止させることができます。

Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
9

ジュピターテクノロジー株式会社



Ekran 管理ツール（以後、「管理ツール」と表記することがあります）：
このコンポーネントは集中管理ユニットであり、ここでクライアント、ユーザー、アラート、USB
アラート、サーバーのデータベース、およびシリアルキーを管理または制御することができま
す。管理ツールは Web ツールであり、ネットワーク上のあらゆるコンピューターから Web ブ
ラウザーで管理ツールにアクセスできます。
Ekran セッションプレイヤーは管理ツールに統合されており、Windows や Linux クライアント
から受信したスクリーンキャプチャーを再生・分析し、短時間で評価・監査するための使いや
すいインターフェイスを提供します。



Ekran Windows クライアント（以後、「Windows クライアント」と表記することがあります）：
このコンポーネントはリモートコンピューターにインストールされ、スクリーンキャプチャーを指
定した品質と頻度で作成し、同時にユーザー名、時刻、ウィンドウタイトル等のテキスト情報
（メタデータと言います）をサーバーに送信します。
訳注：
ユーザー操作（マウスクリックやキー入力）に連動してスクリーンショットを取得します。
N 秒に 1 回といった頻度とは考え方が異なります。
Windows クライアントの構成と設定の管理は、管理ツールから行います。



Ekran macOS クライアント（以後、「macOS クライアント」と表記することがあります）：
このコンポーネントはリモートコンピューターにインストールされ、スクリーンキャプチャーを指
定した品質と頻度で作成し、同時にユーザー名、時刻、ウィンドウタイトル等のテキスト情報
（メタデータと言います）をサーバーに送信します。
訳注：
ユーザー操作（マウスクリックやキー入力）に連動してスクリーンショットを取得します。
N 秒に 1 回といった頻度とは考え方が異なります。
macOS クライアントの構成と設定の管理は、管理ツールから行います。



Ekran Linux クライアント（以後、「Linux クライアント」と表記することがあります）：
このコンポーネントはリモートコンピューターにインストールされ、対話型シェル（端末画面）で
入力/出力されたデータ（すべての実行コマンドを含む）をキャプチャーし、記録データをサー
バーに送信します。
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Ekran トレイ通知アプリケーション（以後、「トレイ通知アプリケーション」と表記することがあり
ます）：
このアプリケーションは、生成されたアラートイベントを受信して表示します。
訳注：
このコンポーネントは必須ではありません。また日本語環境でのテストはされていません。

Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
11

ジュピターテクノロジー株式会社

訳注：
以下はより詳細な構成図です。（上の構成図とは左右が反転しています。）

4.

導入と初期設定

4.1

Ekran のデプロイ手順

Ekran のインストール手順の概要を以下に示します：
サーバーをインストールする：
Ekran をインストールするには、まず初めにサーバーをインストールします。リモートコンピュー
ターにインストールされたクライアントは取得したデータをサーバーに送信し、サーバーはこれ
を処理し、データベースに保存します。サーバーのインストール時に、データベースのタイプの
選択と管理者のパスワードの指定を行います。
注意：
Ekran は、ハイアベイラビリティモードでデプロイできます。このモードでは、Microsoft フェー
ルオーバー クラスターで複数のサーバーインスタンスを動作させることができます。これに
より、高い稼働性能が得られ、ダウンタイムやサービスの中断を最小限に抑えることができ
ます。詳細は、「High Availability Deployment Guide（ハイアベイラビリティ導入ガイド）」
（英語）を参照してください。
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管理ツールのインストール前提条件を確認する：
管理ツールをインストールして実行するためには、コンピューター上で IIS を有効にして、自己
署名証明書または信頼された証明書を信頼されたルート証明機関に追加して、デフォルトの
Web サイト（または別の IIS サイト）に HTTPS をバインドする必要があります。
管理ツールをインストールする：
管理ツールは、サーバーがデータベースに保存している、ユーザー、クライアント、アラート等
の設定情報の編集と、セッションデータの再生を行うための Web ツールです。管理ツールの
動作にはサーバーとの接続が必要です。
シリアルキーをアクティベートする（アクティベート済みのシリアルキーを追加する）：
サーバーがクライアントからデータを受信するには、購入したシリアルキーをアクティベートし、
クライアントに割り当てる必要があります。エンタープライズ版の機能をご利用になる場合は、
エンタープライズキーをアクティベートすることで、機能が有効化されます。
クライアントをインストールする：


Windows クライアントをインストールする：
Windows クライアントは管理ツールからリモートでインストールできます。
Windows クライアントのリモートインストレーションを成功させるには、いくつかの条件を
満たす必要があることにご注意下さい。
訳注：
リモートインストールには、サーバーと同一ネットワークセグメントにあるマシンにのみイ
ンストールできる、Windows ファイル共有が有効なマシンにのみインストールできる等
の制限があります。サーバーからのリモートインストールではなく、記録対象マシンにて
インストーラーを実行する方法をとれば、これらの制限を受けません。



macOS クライアントをインストールする：
macOS クライアントはローカルでインストールします。



Linux クライアントをインストールする：
Linux クライアントはローカルでインストールします。
訳注：
Linux クライアントは記録対象マシンにてインストーラーを実行してインストールします。
記録を開始するには、インストール終了後、記録対象マシンにログインしなおす必要が
あります。
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トレイ通知アプリケーションをインストールする（任意）：
トレイ通知アプリケーションはネットワーク上のあらゆるコンピューターにインストールできます。
クライアントが生成したアラートはサーバーへ送信されます。トレイ通知アプリケーションはサ
ーバーからアラートを受信し、画面上に表示します。このアプリケーションに関する詳細はトレ
イ通知アプリケーションのヘルプ（英語）をご参照ください。
すべてのシステムコンポーネントを正常にインストールすると、Ekran のデプロイは終了です。これ
により、すべての機能を利用できるようになります。
訳注：
このドキュメントでは Ekran の機能を網羅的に記述していますが、全コンポーネントのセットアッ
プ方法が時系列に並んでおらずやや理解しづらい面があります。Ekran のセットアップ方法を
説明した「評価ガイド」を用意しておりますので、お持ちでない場合は弊社までご連絡ください。

4.2

Ekran の設定手順

Ekran の動作設定は管理ツールから構成します。主に以下の設定が可能です：
ライセンスをクライアントに割り当てる：
Windows/Linux クライアントのライセンスは、クライアントがサーバーへ初めて接続を行った
時に自動的に割り当てられます。ライセンスの不足等でライセンスがクライアントに割り当て
られていない場合、必要なライセンスを確保し、手動で割り当てる必要があります。
クライアントグループを追加する：
クライアントグループを使えば、Ekran ユーザーのクライアントへのアクセス権を個別ではなく
一括で設定することができます。
ユーザー/ユーザーグループを追加し権限を定義する：
デフォルトの Ekran 管理ユーザー以外に、管理ツールへアクセスしたり、クライアントで記録
したデータを閲覧したりするための新しいユーザーを作成して、これらの権限を定義すること
ができます。
クライアントの構成とクライアントグループの構成を定義する：
各クライアントの記録パラメーターを管理できます。
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アラートを管理する：
アラートは、クライアントがインストールされた対象コンピューターで行われた特定の操作（害
を及ぼす可能性のあるアクション/禁止されたアクション）を監視者に通知するために使用さ
れます。アラートの作成、割当て、インポート、エクスポートが可能です。Ekran サーバーをイ
ンストールすると、事前定義されたアラートリストが設定されます。
USB ブロックルールを作成する：
Ekran の USB 監視機能はカーネルレベルで動作し、Windows クライアントがインストールさ
れているコンピューターに USB デバイスが挿入されたことを検出できます。検出されたデバ
イスに関する情報を表示したり、通知を受信したり、USB デバイスをブロックすることができま
す。
管理ツールで記録データを閲覧する：
クライアントから受信したセッションデータは、管理ツールのセッションプレイヤーで閲覧でき
ます。
セッションプレイヤーからセッションをエクスポートする：
セッションを暗号化された形式でエクスポートできます。管理ツールにアクセスできない環境
でもエクスポートしたセッションを再生できます。
アラート通知を受信する：
アラートイベントの通知は、トレイ通知アプリケーションで受信できます。通知は、Windows の
通知エリアに表示されます。
レポートを生成する：
管理ツールでレポートを生成して、ユーザーの操作を分析することができます。レポートはス
ケジュールを設定して自動生成し、メールで送信する、あるいは必要な時にレポート生成を
行って手動で生成して閲覧することもできます。
集計グラフでデータを分析する：
ユーザー操作は、集計グラフ機能を使って生成できる統計データにより分析することができ
ます。ユーザーが各アプリケーション/各 Web サイトで費やした合計時間に関する詳細情報
を得ることができます。
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データベースを管理する：
DB 用ディスクの容量が不足しないように、定期的に古い記録データをクリーンアップ、または、
アーカイブすることを推奨します。アーカイブによって外部のディスクに移されたデータは、管
理ツールを使って再生できます。またアンインストールされたクライアントに関する情報をデ
ータベースから削除することもできます。

訳注：
デフォルトで、記録から 30 日を経過したデータが定期的にクリーンアップされるよう設定さ
れています。お客様の要件にあわせ、データのクリーンアップ設定を変更してください。
訳注：
アーカイブ機能を使用するにはエンタープライズ版ライセンスが必要です。

5.

サーバーとデータベース

5.1

概要

サーバーはシステムの主要なコンポーネントであり、Ekran を構成する他のコンポーネントを相互
に結びつけます。サーバーはすべての記録データ、ユーザーアカウント、システム設定をデータベ
ースに保存します。

5.2

データベースタイプの比較

サーバーをインストールする際、2 つのタイプのデータベース（PostgreSQL と MS SQL データベ
ース）を選択できます。2 つのデータベースには次のような違いがあります：

全般
機能・特徴

PostgreSQL

MS SQL Server

商用/オープンソース

オープンソース

Microsoft 社の商用製品
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機能・特徴

PostgreSQL

MS SQL Server

無料

はい

いいえ
注意：
SQL Server Express を使用
して Ekran Server を動作さ
せると動作保証の対象外と
なりサポートを受けることが
できません。

Ekran サーバーとは別に入手

はい

はい

とインストールが必要

スケーラビリティ
機能・特徴

PostgreSQL

MS SQL Server

データベースへの

はい

はい

リモートアクセス

Ekran サーバーと別のマシ

Ekran サーバーと別のマシ

ンでのデータベースエンジン

ンでのデータベースエンジン

の動作が可能

の動作が可能

クラスターのサポート

はい（プライマリ-スタンバイ）

はい

ネットワークドライブのサポート

はい（ドライブとしてマウント

はい

する場合）
処理速度

高

高

効果的なキャッシュ

はい

はい

インデックス統計の更新

手動

自動

メモリ/プロセス使用量

独立したプロセス、より効率

独立したプロセス、より効率

的なメモリ使用、クォータを

的なメモリ使用、クォータを

適用できます

適用できます

 クロスプラットフォーム。さ

 メンテナンスタスクは、エン

まざまなシステムおよびプ

ジンによって独立して実行

ラットフォーム（Windows,

できます。

アルゴリズム

追加機能
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機能・特徴

PostgreSQL

MS SQL Server
 複雑な実行計画の最適化

Linux, macOS, BSD,
Solaris）で実行可能
 レプリケーションとクラスタ
リングのための多くのサー
ドパーティソリューション

安定性とセキュリティ
機能・特徴

PostgreSQL

MS SQL Server

セキュリティ

高

高

キーストローク暗号化が

キーストローク暗号化がサポート

サポートされています

されています

 データベースが破損す

 データベースが破損する可能

安定性

る可能性はほとんどあ
りません
 レプリケーション

性はほとんどありません
 レプリケーション
 Microsoft ネイティブツールを介
した管理
 定期メンテナンスのサポート：
インデックスの再作成、縮小な
ど

バックアップ

柔軟なバックアップロジ

柔軟なバックアップロジック

ック

（MS SQL データベースのバック

（PostgreSQL データベ

アップの詳細については、

ースのバックアップの詳

Microsoft の Web サイト

細については、

https://docs.microsoft.com/ja-

https://www.postgresql

jp/sql/relational-

.org/docs/10/backup.ht

databases/backup-

ml にアクセスしてくださ

restore/create-a-full-database-

い。）

backup-sql-server?view=sqlserver-ver15 にアクセスしてくだ
さい。）
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5.3
5.3.1

ハイアベイラビリティモード
概要

ハイアベイラビリティモードでは、Microsoft フェールオーバークラスターで複数の Ekran サーバー
インスタンスが動作するように設定およびデプロイできます。これにより、Ekran クライアントがサ
ーバーに送信するデータの負荷を分散し、なんらかの理由でインスタンスがオフラインになった場
合でもデータの整合性を確保できます。
注意：
ハイアベイラビリティモードは、エンタープライズ版をご購入の場合にのみ使用できます。

5.3.2

スタンダードモードとハイアベイラビリティモードの比較

スタンダードモードとハイアベイラビリティモードには次の違いがあります。
機能・特徴

スタンダードモード

ハイアベイラビリティモード

シリアルキーの種類

クライアントキーのみで動作

クライアントキーに加えエンター
プライズキーの追加が必要

データベースの種類

MS SQL または PostgreSQL

MS SQL または PostgreSQL

サーバーの数

1 台の Ekran サーバー

複数台の Ekran サーバー。
またデータベースサーバーは
Ekran サーバーと別のマシンで
動作させる必要あり。

システム要件

通常のシステム要件

通常のシステム要件に加え、メ
ッセージキューの有効化と
Microsoft フェールオーバークラ
スターの構成が必要

追加ソフトウェア

Microsoft フェールオーバークラ

無し

スター
コンポーネントの接続

実アドレス

仮想アドレス

推奨環境

中小規模環境

大規模環境
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5.4

リモート PostgreSQL データベースサーバーのインストール

PostgreSQL データベースサーバーを Ekran サーバーとは別のマシンで動作させる場合には、
Ekran サーバーと PostgreSQL データベースを接続するためにポートを開く必要があります。
リモート PostgreSQL データベースサーバーをインストールするには、次の手順を実行します。
1.

PostgreSQL 10 以降をダウンロードします。
PostgreSQL の公式 Web サイト https://www.postgresql.org/download/からダウンロード
できます。

2.

コンピューターでインストールファイルを実行します。

3.

PostgreSQL データベースがインストールされたら、postgresql.conf ファイルを見つけま
す。Windows にインストールした場合、デフォルトでは、
C：\Program Files\PostgreSQL\<バージョン番号>\data フォルダーにあります。

4.

postgresql.conf ファイルをテキストエディタで開きます。

5.

postgresql.conf ファイルで、listen_addresses パラメーターとして「*」を指定するか、また
は外部 IP アドレスを入力します。

6.

変更を保存します。

7.

同じフォルダーにある pg_hba.conf ファイルを開きます。

8.

他の端末からの接続を許可するため、IPv4 local connection グループに host レコードを
追加します。
 Type:

host

 Database: all
 User:

all

 Address: Ekran サーバーの IP アドレス/サブネットマスク
注意：
ネットワークで NAT を使用している場合は、外部 IP アドレスを指定する必要がありま
す。
 Method: md5
9.

変更を保存します。
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10. PostgreSQL サービスを再起動します。
11. Ekran サーバーマシンおよび PostgreSQL マシンの Windows ファイアウォールで、ポート
5432 への TCP 接続を許可します。

5.5

サーバーのインストール/アンインストール/アップデート

5.5.1

サーバーのインストール

サーバーをインストールするには、次の手順を実行します。

1.

EkranSystem_Server.exe インストールファイルを実行します。
訳注：
EkranSystem_Server_6.25.xxx.x.exe のような名前のファイルです。
右クリックして［管理者として実行］をクリックしてください。

訳注：
C++ライブラリのインストールを求めるダイアログが表示されることがあります。「評価ガイ
ド」では C++ライブラリのインストール方法を含め一連のセットアップ方法を記載しておりま
す。お持ちでない場合は弊社までご連絡ください。

2.

Welcome ページで［Next］（次へ）をクリックします。

3.

License Agreement の条項を読み、［I Agree］（同意する）をクリックします。

4.

Choose Components（コンポーネントの選択）ページで、以下いずれかの操作を行い、
［Next］（次へ）をクリックします：
 ドロップダウンリストで、Ekran System Server を選択します。
 Ekran System Server チェックボックスを選択します。
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5.

Choose Install Location（インストール先の選択）ページで、インストレーションパスを入力
するか、［Browse］（参照）をクリックしてサーバーのインストレーションフォルダーを指定しま
す。［Next］（次へ）をクリックします。
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6. Database Type（データベースタイプ）ページで、データを格納するために使用するデータベ
ースのタイプを選択し、［Next］（次へ）をクリックします。データベースタイプの違いについては
「データベースタイプの比較」を参照してください。
訳注：
事前に PostgreSQL または MS SQL Server をインストールしておく必要があります。

7. PostgreSQL を選択した場合は、PostgreSQL Server Database Configuration
（PostgreSQL サーバーデータベース構成）ページで接続パラメーターを指定し、［Next］（次
へ）をクリックします。
 ［Server instance］（サーバーインスタンス）に PostgreSQL のサーバーインスタンス名
を指定します。Ekran サーバーと PostgreSQL を同一マシンにインストールする場合は
localhost と入力します。オプションで、サーバーインスタンス名の後にコロンで区切った
カスタム PostgreSQL データベースポートを指定できます（例：
<server_instance_name>:<port>）。
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 ［User name］（ユーザー名）と［Password］（パスワード）に PostgreSQL への接続に使
用するユーザーアカウントのユーザー名とパスワードを指定します。PostgreSQL のイン
ストール時に定義されたログイン postgres とそのパスワードを指定してください。

8. MS SQL Server を選択した場合は、MS SQL Server Database Configuration（MS SQL
Server データベース構成）ページで接続パラメーターを指定し、［Next］（次へ）をクリックしま
す。
 MS SQL Server インスタンス名を定義します。Ekran サーバーと MS SQL Server を同一
マシンにインストールする場合は localhost と入力します。オプションで、サーバーインス
タンス名の後にカンマで区切ってカスタム MS SQL データベースポートを定義できます
（例： <server_instance_name>,<port>）。
注意：
MS SQL のデフォルトインスタンスを使用する場合は、MS SQL Server がインストー
ルされているマシンの名前のみを指定する必要があります。
 認証タイプ（SQL Server Authentication（SQL サーバー認証）または
Windows Authentication（Windows 認証））を選択します。
 SQL Server Authentication（SQL サーバー認証）を選択した場合は、
［User name］（ユーザー名）と［Password］（パスワード）に MS SQL Server への接続に
使用するユーザーアカウントのユーザー名とパスワードを指定します。
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注意：
sa または dbcreator 権限を持つユーザーを指定する必要があります。
 Windows Authentication（Windows 認証）を選択した場合は、
［User name］（ユーザー名）にドメイン名（\ユーザー名）を入力し、［Password］（パスワ
ード）にそのユーザーのパスワードを指定します。
注意：
SQL にユーザーとして追加されており、sys_admin 権限を持つユーザーを指定する
必要があります。

9. Binary Data Location（バイナリデータの保存場所）ページにて Ekran が記録したバイナリ
データ（画像データ）の保存場所を指定します。
 SQL Database を選択した場合は、画像データはテキストデータとともにデータベース内
に保存されます。
 File System を選択した場合は、画像データは指定フォルダーに画像ファイル（独自フォ
ーマット）として保存されます。
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10. 手動作成したデータベースまたは旧バージョンで使用していたデータベースが存在する場合
は、これを使用することができます。既存のデータベースを使用したい場合は［Yes］を、既存
のデータベースは使用せず新しいデータベースを作成したい場合は［No］をクリックします。
注意：
［No］をクリックすると、既存のデータベースが削除されます。

11. Administrator password（管理者のパスワード）ページで管理者（Ekran ですべての権限
を持つ、デフォルトのログイン admin ユーザー）のパスワードを指定し、［Next］（次へ）をクリ
ックします。
訳注：
このパスワードは後でインストールする管理ツールへのログインで使用されます。

12. Ekran System Client Uninstallation Key（Ekran クライアントアンインストールキー）ペー
ジでクライアントのローカルアンインストール時に使用するキーを入力し、［Next］(次へ）をクリ
ックします。デフォルトのアンインストールキーは allowed です。管理ツールで、いつでもこの
キーを変更することができます。
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13. ［Install］（インストール）をクリックします。
14. インストールが開始されます。
15. インストールが正常に終了すると、ウィザードの最後のページが表示されます。［Finish］（完
了）をクリックして終了します。
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16. このコンピューターに初めて Ekran サーバーをインストールした場合、または、以前インストー
ルした Ekran バージョンが 5.5 未満の場合は、EkranMasterCertificate のバックアップを行
ってください。（この後説明します。）
ハードウェア故障時やリプレイスのために別コンピューターに Ekran を再インストールすると
き、EkranMasterCertificate のインポートが必要です。
17. 既存のデータベースを使用して Ekran サーバーをインストールした場合で、以前の Ekran バ
ージョンが 5.5 以上の場合は、EkranMasterCertificate が変更されていないことを確認してく
ださい。問題がある場合は、以前バックアップしておいた EkranMasterCertificate をインポー
トしてください。
18. Windows ファイアウォールで、サーバーの実行ファイルを指定し、9447（サーバーとクライア
ント間の接続）、22712（サーバーとトレイ通知アプリケーション間の接続用）、22713 と 22714
（サーバーと管理ツール間の接続用）ポート経由での TCP 接続を受け入れるように許可する
必要があります。これらのルールは、サーバーのインストール時に Windows ファイアウォー
ルが有効になっていれば、Windows ファイアウォールに自動的に追加されます。
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訳注：
Ekran サーバーと Ekran 管理ツールを同じマシン上にインストールした場合（かつトレイ
通知アプリケーションを使わない場合）に開く必要のあるポートは、9447/TCP のみです。

5.5.2

Ekran マスター証明書のバックアップ

EkranMasterCertificate（Ekran マスター証明書）をバックアップするには、次の手順を実行します。
1. バックアップしたい証明書がある Ekran サーバーコンピューター上で、Windows + R を押
し、［ファイル名を指定して実行］テキストボックスに mmc と入力して［Enter］を押します。

2. ［ユーザーアカウント制御］ウィンドウが表示された場合は、［はい］をクリックします。
3. コンソールウィンドウで、［ファイル］ > ［スナップインの追加と削除］を選択します。
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4. ［スナップインの追加と削除］ウィンドウで、［証明書］を選択し、［追加］をクリックします。

5. ［証明書スナップイン］ウィンドウで、［コンピューターアカウント］オプションを選択し、［次へ］を
クリックします。
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6. ［コンピューターの選択］ウィンドウで、［ローカルコンピューター］オプションを選択して［完了］
をクリックします。

7. ［スナップインの追加と削除］ウィンドウで、［OK］をクリックします。
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8. ［証明書（ローカルコンピューター）］ツリービューで、［個人］ > ［証明書］の順に選択します。

9. EkranMasterCertificate を選択し、そのコンテキストメニューで［すべてのタスク］ > ［エク
スポート］を選択します。

10. 証明書のエクスポートウィザードが開きます
11. ［証明書のエクスポートウィザードの開始］ページで、［次へ］をクリックします。
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12. ［秘密キーのエクスポート］ページで、［はい、秘密キーをエクスポートします］オプションを選
択し、［次へ］をクリックします。

13. ［エクスポートファイルの形式］ページで、以下のオプションを選択します。
・ Personal Information Exchange PKCS#12 （.PFX）
・ 証明のパスにある証明書を可能であればすべて含む
・ すべての拡張プロパティをエクスポートする
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14. ［次へ］をクリックします。
15. ［セキュリティ］ページで［パスワード］オプションを選択し、［パスワード］フィールドと［パスワー
ドの確認］フィールドにパスワードを入力します。［次へ］をクリックします。
注意：
証明書を復元するとき、または別のサーバーに転送するときに必要になるので、パスワー
ドを忘れないようにしてください。

16. ［エクスポートするファイル］ページで、証明書を保存する場所と証明書名を手動で指定する
か、［参照］をクリックして保存場所を選択し、［次へ］をクリックします。

17. ［証明書のエクスポートウィザードの完了］ページで、［完了］をクリックします。
注意：
サーバーの再インストール、他のコンピューターへの移動、または高可用性クラスターの
作成にはこの証明書が必要です。
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5.5.3

Ekran マスター証明書の削除

Ekran Master Certificate （Ekran マスター証明書）を削除するには、次の手順を実行します。
訳注：
Ekran Master Certificate を削除すると、記録済みデータの閲覧ができなくなります。
理由がない限りは削除を行わないでください。
理由の例：
バージョンアップ時に Ekran Master Certificate が誤って上書きされてしまったので、
事前にバックアップしてあった Ekran Master Certificate に戻すため、削除、インポートを行う。

1. Ekran サーバーコンピューターで Windows + R を押し、［ファイル名を指定して実行］テキス
トボックスに mmc と入力して、［Enter］を押します。
2. ［ユーザーアカウント制御］ウィンドウが表示された場合は、［はい］をクリックします。
3. コンソールウィンドウで、［ファイル］ >［スナップインの追加と削除］の順に選択します。
4. ［スナップインの追加と削除］ウィンドウで、［証明書］を選択し、［追加］をクリックします。
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5. ［証明書スナップイン］ウィンドウで、［コンピューターアカウント］オプションを選択し、［次へ］を
クリックします。
6. ［コンピューターの選択］ウィンドウで、［ローカルコンピューター］オプションを選択し、［完了］
をクリックします。
7. ［スナップインの追加と削除］ウィンドウで、［OK］をクリックします。
8. ［証明書（ローカルコンピューター）］ツリービューで、［個人］ > ［証明書］の順に選択します。
9. EkranMasterCertificate を選択し、そのコンテキストメニューで［削除］を選択します。
10. 確認メッセージで［はい］をクリックします。

5.5.4

Ekran マスター証明書のインポート

Ekran Master Certificate（Ekran マスター証明書）をインポートするには、次の手順を実行します。
1. Ekran サーバーコンピューターで Windows + R を押し、［ファイル名を指定して実行］テキス
トボックスに mmc と入力して、［Enter］を押します。
2. ［ユーザーアカウント制御］ウィンドウが表示された場合は、［はい］をクリックします。
3. コンソールウィンドウで、［ファイル］ >［スナップインの追加と削除］の順に選択します。
4. ［スナップインの追加と削除］ウィンドウで、［証明書］を選択して［追加］をクリックします。
5. ［証明書スナップイン］ウィンドウで、［コンピューターアカウント］オプションを選択し、［次へ］を
クリックします。
6. ［コンピューターの選択］ウィンドウで、［ローカルコンピューター］オプションを選択して［完了］
をクリックします。
7. ［スナップインの追加と削除］ウィンドウで、［OK］をクリックします。
8. ［証明書（ローカルコンピューター）］ツリービューで、［個人］ > ［証明書］の順に選択します。
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9. コンソールウィンドウで、［アクション］ > ［すべてのタスク］ > ［インポート］の順に選択しま
す。
10. 証明書のインポートウィザードが開きます。
11. ［証明書のインポートウィザードの開始］ページで、［次へ］をクリックします。
12. ［インポートするファイル］ページで、［参照］をクリックし、バックアップされた証明書を含むファ
イルを選択します。［次へ］をクリックします。
訳注：
バックアップ済みファイルが.pfx ファイルの場合、［ファイルの形式」として ［Personal
Information Exchange（*.pfx;*.p12）」を選択すると目的のファイルが表示されます。

13. ［秘密キーの保護］ページで、パスワードを入力し、［次へ］をクリックします。
14. ［証明書ストア］ページで［すべての証明書を次のフォルダーに配置する］オプションを選択し、
［参照］をクリックして［個人］ノードを選択します。［次へ］をクリックします。
15. ［証明書のエクスポートウィザードの完了］ページで、［完了］をクリックします。

5.5.5

サーバーをクラウドにインストールする

サーバーをクラウドにインストールするには、次の手順を実行します。
1. クラウドで、通常の方法でサーバーをインストールします。
2. クラウド管理コンソールで、Ekran サーバーの実行ファイルがポート 9447（サーバーとクライ
アント間の接続用）、22712（サーバーとトレイ通知アプリケーション間の接続用）、22713 と
22714（サーバーと管理ツール間の接続用）ポート経由での TCP 接続を受け入れるように許
可する必要があります。
注意：
サーバーと管理ツールを同じコンピューターにインストールすることをお勧めします。
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訳注：
Ekran サーバーと Ekran 管理ツールを同じマシン上にインストールした場合、（かつトレイ
通知アプリケーションを使わない場合、）開く必要のあるポートは 9447/TCP のみです。

5.5.6

サーバーの実行ファイルを Windows ファイアウォール
に追加する

サーバーのインストール時に Windows ファイアウォールが有効になっている場合、Windows ファ
イアウォールは自動的に設定されます。他のファイアウォールを使用している場合は、手動設定
を行う必要があります。
サーバーの実行ファイルを Windows ファイアウォールに追加する場合、以下の操作を行って下さ
い：
1. コントロールパネルで、［システムとセキュリティ］ > ［Windows ファイアウォール］を選択し
ます。
2. ［Windows ファイアウォール］ウィンドウで、［詳細設定］をクリックします。
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3. ［セキュリティが強化された Windows ファイアウォール］のウィンドウで、［受信の規則］を右
クリックして［新しい規則］を選択します。

4. ［新規の受信の規則ウィザード］が開きます。
5. ［規則の種類］ページで、［プログラム］を選択し、［次へ］をクリックします。
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6. ［プログラム］ページで、［このプログラムのパス］を選択して、［参照］をクリックして、サーバー
の実行ファイルを指定します。デフォルトのパスは、
“C:\Program Files\Ekran System\Ekran System\Server\EkranServer.exe”です。
［次へ］をクリックします。

7. ［操作］ページで、［接続を許可する］を選択し、［次へ］をクリックします。
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8. ［プロファイル］ページで、リモートコンピューター（クライアントマシン）とサーバーの接続に使
用するネットワークのプロファイルを選択します。［次へ］をクリックします。
訳注：
Windows ファイアウォールのプロファイル（ドメイン/プライベート/パブリック）はときに不意
に切り替わることがありますので、すべてのプロファイルで有効にしておくと間違いがあり
ません。

9. ［名前］ページで、規則の［名前］を指定します。［完了］をクリックします。
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10. サーバーアプリケーション用のルールが作成されます。デフォルトでは、ルールはすべてのポ
ートを介した接続を許可します。
11. 作成したルールでプロトコルおよびポートを絞る設定を加える場合は、作成されたルールをダ
ブルクリックします。Ekran サーバー用のルールのウィンドウが開きます。

12. ［プロトコルおよびポート］タブで、以下の操作を行ってください。


［プロトコルの種類］のリストで ［TCP］を選択します。



［ローカルポート］のリストで ［特定のポート］を選択します。



下部のボックスに次のポート番号を入力します。
◦

9447（サーバーとクライアント間の接続）

◦

22713 および 22714（サーバーと管理ツール間の接続用）

◦

22712（サーバーとトレイ通知アプリケーション間の接続用）
訳注：
Ekran サーバーと Ekran 管理ツールを同じマシン上にインストールした場合（かつト
レイ通知アプリケーションを使わない場合）、開く必要のあるポートは 9447/TCP のみ
です。
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13. ［適用］をクリックして変更を保存します。［OK］をクリックします。
14. Windows ファイアウォールウィンドウを閉じます。

5.5.7

外部/クラウドベースのサーバーコンピューターを使用する

サーバーがクライアントまたは管理ツールと同じネットワークにない場合は、次を実行します。
1. サーバーに固有の外部 IP アドレスがあることを確認します。
2. 管理ツールをインストールする際とクライアントをインストールする際、このアドレスを指定しま
す。
注意：
サーバーと管理ツールは同じコンピューターにインストールすることをお勧めします。

5.5.8

サーバーのバージョンアップ

サーバーのバージョンアップは、新しいバージョンのインストレーションファイルを使用して実行し
ます。バージョンアップの実行時に、既存のデータベースを新しいバージョンに更新するか、また
は既存のデータベースを削除して再インストールするかを選択できます。
訳注：
Windows クライアント（v6.4 以下）をデフォルトとは別のパスにインストールした場合は、Ekran
サーバーをバージョンアップする前に一度 Windows クライアントをアンインストールする必要が
あります。
サーバーをバージョンアップするには、以下の操作を行なってください。
訳注：
v4.x/v.5.x から最新バージョンへ直接バージョンアップさせることはできません。中間バージョ
ンを使用する必要がありますから、バージョンアップを行う前にお問い合わせください。

1. EkranSystem_Server.exe インストールファイルを実行します。
訳注：
EkranSystem_Server_6.x.xxx.x.exe のような名前のファイルです。右クリックして［管理
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者として実行］をクリックしてください。

2. Welcome（ようこそ）ページで、［Next］（次へ）をクリックします。
3. End-User License Agreement 条項を読み、［I Agree］（同意する）をクリックします。
4. Already Installed（既存のインストール）ページで、［Update/Add/Remove components］
（コンポーネントのアップデート/追加/削除）を選択して、［Next］（次へ）をクリックします。

5. ［Choose Components］（コンポーネントの選択）ページで、Ekran System Server を選択
して、［Next］（次へ）をクリックします。
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6. 既存のデータベースを保持したい場合、Database Update（データベースのアップデート）ペ
ージで、［Update database to a new version］（データベースを新バージョンにアップデート
する）を選択します。データベースを削除して再インストールする場合、［Reinstall the
database］（データベースを再インストールする）を選択します。［Next］（次へ）をクリックしま
す。
注意：
データベースのタイプを変更するには、システム全体を再インストールする必要がありま
す。
訳注：
PostgreSQL と MS SQL の切り替えを行うには、アップデートではなく新規インスト
ールを行う必要があるという意味です。なおバージョンによってはデータベースパラ
メーター設定ツールでインストール済み Ekran のデータベースタイプの切り替えが
できますが、データの移し替えはできません。

7. Administrator password（管理者のパスワード）のページで管理者（Ekran ですべての権
限を持つ、デフォルトのログイン admin ユーザー）のパスワードを指定します。［Next］（次
へ）をクリックします。
訳注：
 このパスワードは後でバージョンアップする管理ツールへのログインで使用され
ます。
 バージョンによってはこのページは表示されないことがありますが、問題ありま
せん。バージョンアップ前のパスワードが使用されます。
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8. アップデートが開始されます。
9. アップデートプロセスの終了後、［Finish］（完了）をクリックしてウィザードを完了します。

10. バージョンアップ前の Ekran のバージョンが 5.5 未満の場合は、EkranMasterCertificate の
バックアップを行ってください。
11. バージョンアップ前の Ekran のバージョンが 5.5 以上の場合は、EkranMasterCertificate が
変更されていないことを確認してください。問題がある場合はバックアップしておいた
EkranMasterCertificate をインポートしてください。
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5.5.9

サーバーのアンインストール

注意：
サーバーのアンインストールを行う前に、リモートコンピューターからすべてのクライアントをアン
インストールしてください。クライアントをアンインストールしない場合、クライアントはリモートコン
ピューターにインストールされたままになり、ローカルにデータを保存します。
サーバー/管理ツールのアンインストールをしてしまうと、これらのクライアントは管理ツールから
はアンインストールできなくなります。
訳注：
クライアントをインストールしたマシン 1 台 1 台でアンインストーラーを実行する必要がありま
す。

サーバーをコンピューターからアンインストールするには、以下の操作を行なってください。
1. EkranSystem_Server_x.x.xxx.x.exe インストレーションファイルを実行するか、Windows
のコントロールパネルの［プログラムと機能］で、Ekran Server を選択し、［アンインストールと
変更］をクリックします。
訳注：
Windows のバージョンによっては［アプリと機能］からアンインストールします。ま
た、Ekran のバージョンによっては Ekran System を選択してください。

2. セットアップウィザードが開きます。
3. Welcome（ようこそ）ページで［Next］（次へ）をクリックします。
4. Already Installed（既存のインストール）ページで、［Uninstall］（アンインストール）を選択し
て［Next］（次へ）をクリックします。
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5. Uninstall Ekran System（Ekran のアンインストール）ページで、［Uninstall］（アンインスト
ール）をクリックします。

6. データベースを削除する場合は、確認メッセージで ［Yes］（はい）をクリックします。削除しな
い場合は、［No］（いいえ）をクリックします。データベースを削除せずに残しておくとプログラム
の次回インストレーションでバージョンアップすることができます。
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7. アンインストールのプロセスが完了するまで待ちます。

5.5.10

クライアント接続用のサーバーポートの変更

Ekran クライアントが Ekran サーバーに接続するために使用する TCP ポートは変更が可能です。
デフォルトでは 9447 に設定されています。
ポートを変更するには、Ekran サーバーのインストールされた Windows Server のレジストリ
（HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EkranSystem）の PortSecure（REG_DWORD）値
のデータを変更します。Ekran クライアントのインストールされたコンピューターでも RemotePort
値に同じポート番号を指定します。

5.5.11

ユーザーアカウントでの EkranServer サービスの実行

EkranServer サービスを LocalSystem アカウントではなくユーザーアカウントで実行する場合、こ
のアカウントに必要な権限を割当てる必要があります。
ユーザー権限を割当てるには、以下の操作を行なってください。
1. Administrator としてログインします。
2. Win+R を押して［ファイル名を指定して実行］を開き、secpol.msc と入力して［OK］を押しま
す。
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3. ローカルセキュリティポリシーウィンドウが表示されます。
4. ［ローカルコンピューターポリシー］ >［Windows 設定］ >［セキュリティ設定］を選択します。
5. ［ローカルポリシー］ノードを展開し、［ユーザー権限の割り当て］をクリックします。
6. EkranServer サービスで使用されているユーザーアカウント名に次のポリシーを追加して
［OK］をクリックします。


オペレーティングシステムの一部として機能



サービスとしてログオン



認証後にクライアントを偽証



プロセスレベルトークンの置き換え

Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
50

ジュピターテクノロジー株式会社

注記：
ユーザー権限の割当ての変更は、次回のアカウントログオンから有効になります。

5.5.12

SWIFT ユーザー名監視の有効化

Ekran は、SWIFT ネットワークにログインしているユーザー名を記録できます。
注意：
SWIFT ユーザー名監視機能は、エンタープライズ版をご購入の場合にのみ使用できます。
SWIFT ユーザー名監視機能を有効にするには、次の手順を実行します。
1. Windows タスクバー通知領域の Ekran サーバーアイコンのコンテキストメニューで［Stop］を
クリックしてサーバーを停止するか、タスクマネージャーで EkranServer サービスを見つけて
［停止］をクリックします。
訳注：
管理者のコマンドプロンプトで net stop EkranServer と実行すると、停止に成功したか
失敗したかが表示されますので、この方法をお勧めします。

2. Windows レジストリエディターを開きます。
3. ［レジストリエディター］ウィンドウで、
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EkranSystem キーを選択します。
4. ［編集］ > ［新規］ > ［DWORD（32 ビット）値］を選択し、新しい値を追加します。


値の種類： DWORD



値の名前： SwiftUsernameMonitoring



値のデータ： 1

5. EkranServer サービスを開始して、プログラムの操作を続けます。
訳注：
管理者のコマンドプロンプトで net start EkranServer と実行して EkranServer サービス
を開始して下さい。
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5.5.13

警告と同意バナー表示の有効化

Ekran はユーザーに警告および同意バナーを表示することができます。
警告および同意バナーを有効にするには、次の手順を実行します。
1. Ekran サーバーをインストールしたマシン上に banner.html ファイルを作成します。
2. Windows レジストリエディターを開きます。
3. ［レジストリエディター］ウィンドウで、
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EkranSystem キーを選択します。
4. ［編集］ > ［新規］ > ［文字列値］を選択し、新しい値を追加します。


値の種類：

文字列



値の名前：

WarningBanner



値のデータ： banner.html ファイルへのパス（例： C:\banner.html）

5.6

サーバートレイ

Server Tray（サーバートレイ）アプリケーションは、Ekran サーバーの状態を通知します。サーバ
ーをインストールしたコンピューターには、このアプリケーションも自動的にインストールされます。
障害が発生した場合は、自動的に Ekran サーバーが再起動します。最初の 3 回の再起動は自動
的に行なわれます。サーバー障害時は通知エリアでユーザーに通知されます。4 度目のサーバー
障害の際には、サーバーは再起動しません。
サーバートレイアプリケーションは Windows タスクバーの通知領域にアイコンとして表示されます。
アイコンを右クリックして表示されるメニューにて、Ekran サーバーを起動/停止したり、データベー
スパラメーター設定ツールを起動したりできます。またサーバートレイアプリケーションのアイコン
を通知領域で非表示にすることもできます。
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5.7

データベース管理

5.7.1

概要

データベース管理は、管理ツールにログインして行います。データベース管理の管理権限を持つ
ユーザーでログインする必要があります。データベース管理では、記録データをデータベースから
削除したり、オフラインのクライアントやアンインストールされたクライアントをデータベースから削
除したり、またデータベースのタイプによってはデータベースを圧縮（シュリンク）したりすることが
できます。
クリーンアップ操作には、2 つの方法があります：
 クリーンアップ：
データベースからクライアントによって収集された古い記録データを削除できます。
 アーカイブとクリーンアップ：
記録データを安全なストレージに保存した上で、記録データをデータベースから削除でき
ます。アーカイブ済みセッションはセッションプレイヤーでいつでも参照できます。
訳注：
記録データのうち古いデータを通常の記録先である記録用 DB からアーカイブ DB に
移動することで、記録用 DB のサイズを小さくできるという意味です。記録用 DB は
Ekran サーバーから常にアクセス可能である必要がありますが、アーカイブ DB は必要
時のみアクセス可能なら十分ですので、ネットワーク上のディスクや外付けディスクに
保存できます。アーカイブ DB は管理ツールでマウントして中のデータを再生することが
できます。
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注意：
［アーカイブとクリーンアップ］オプションは、エンタープライズ版をご購入の場合にのみ
使用できる機能です。

クリーンアップ操作の実行頻度は次のように構成できます。
訳注：
クリーンアップ操作の設定は［クライアント管理］ページにある各クライアントの設定ページまた
はクライアントグループの設定ページで構成します。また一部設定は［構成］ページの［データベ
ース管理］タブで構成します。
 1 回のみ実行：
現在より N 日以上古いデータをクリーンアップする設定を行い、［完了］をクリックすると直
ちに 1 回のみクリーンアップ処理が行われます。
 繰り返し実行：
実行時刻を指定し、実行時点から見て N 日以上古いデータをクリーンアップする設定を行
います。この処理を 1 日に 1 回または数日おきに繰り返し実行できます。
注記：
デフォルトでは［すべてのクライアント］グループに以下のクリーンアップ設定が設定されていま
す。
 繰り返し
 N 日に 1 回：

30

 処理の開始時刻： 12:00:00 AM
 実行タイプ：

クリーンアップ

 記録後 N 日超過の古いデータを処理：

5.7.2

30

クリーンアップパラメーター

クリーンアップ操作の設定では、次のパラメーターを使用できます。
訳注：
［構成］ページの［データベース管理］タブで構成します。
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［クリーンアップ］と［アーカイブとクリーンアップ］の両方に適用されるパラメーター:
パラメーター

説明

記録セッションを持たないオフラインクライ Ekran クライアントのうち、データベース内に記録セ
アントをデータベースから削除する

ッションがなく、かつオフライン状態のクライアントを
データベースから削除します。

MS SQL データベースタイプの［アーカイブとクリーンアップ］に適用されるパラメーター:
パラメーター

説明

アーカイブ先インスタンス

ア ーカイブの 保存先データベースを持つ SQL
Server インスタンスのパスを指定します。

アーカイブ先データベース名

アーカイブの保存先データベースのデータベース
名を指定します。
注意：
まだアーカイブデータベースがない場合は、
［アーカイブとクリーンアップ］処理の開始時に作
成されます。

ユーザー

データベースへの接続に使用するユーザー名を
指定します。

パスワード

データベースへの接続に使用するユーザーのパ
スワードを指定します。

クリーンアップ後にデータベーストランザ

各クリーンアップ後にデータベーストランザクション

クションログをシュリンクする

ログのシュリンクを実行します。

PostgreSQL データベースタイプの［アーカイブおよびクリーンアップ］に適用されるパラメーター:
パラメーター

説明

アーカイブ先インスタンス

アーカイブの保存先データベースを持つ
PostgreSQL インスタンスのパスを指定します。

アーカイブ先データベース名

アーカイブの保存先データベースのデータベース
名を指定します。
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ユーザー

データベースへの接続に使用するユーザーを指
定します。

パスワード

データベースへの接続に使用するユーザーのパ
スワードを指定します。

5.7.3

クリーンアップの 1 回のみ実行

訳注：
クリーンアップ操作の設定は［クライアント管理］ページにある各クライアントの設定ページまた
はクライアントグループの設定ページで構成します。

クライアントがクライアントグループに追加された場合、クライアントは引き続き個別のクリーンアッ
プ設定を保持するか、またはグループからクリーンアップ設定を継承できます。グループ設定が変
更されると、このグループから継承されたクライアントクリーンアップ設定も変更されます。
注記：
デフォルトでは［すべてのクライアント］グループに以下のクリーンアップ設定が設定されていま
す。
 繰り返し
 N 日に 1 回：

30

 処理の開始時刻： 12:00:00 AM
 実行タイプ：

クリーンアップ

 記録後 N 日超過の古いデータを処理：

5.7.3.1

30

クリーンアップの 1 回のみ実行をクライアントグループで設定

記録データを指定パラメーターにより 1 回のみ処理するには、次の手順を実行します。
1. データベース管理の管理権限およびクライアントのインストールと管理の管理権限を持つユ
ーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［クライアント管理］ページで、対象クライアントグループの［クライアントグループの編集］をク
リックします。
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4. ［クライアントグループの編集］ページの［プロパティ］タブの［Auto-Cleanup option（自動ク
リーンアップオプション）］セクションで次の操作を行います。


［1 回のみ実行］オプションを選択します。



［実行タイプ］ドロップダウンリストで、［クリーンアップ］オプションを選択してデータベース
から記録データを削除するか、［アーカイブとクリーンアップ］オプションを選択して記録デ
ータをアーカイブデータベースに移動して削除します。
注意：
［アーカイブとクリーンアップ］オプションが選択されている場合、［構成］ページの［デ
ータベース管理］タブでアーカイブパラメーターを構成する必要があります。



記録データを記録データベースに保持する期間を指定します。指定された期間よりも長く
データベースに保存されたセッションは、クリーンアッププロセス中に削除されます。

5. すべてのクリーンアップ設定を指定したら、［完了］をクリックします。
6. クリーンアップ処理が開始されます。
訳注：
［完了］ボタンをクリックすると直ちに処理が開始されますから注意して下さい。

5.7.3.2

クリーンアップの 1 回のみ実行をクライアント個別で設定

記録データを指定パラメーターにより 1 回のみ処理するには、次の手順を実行します。
1. データベース管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［クライアント管理］ページで、対象クライアントの［クライアントの編集］をクリックします。［フィ
ルター条件としてキーワードを入力］ボックスを使用してクライアントを絞り込んで見つけること
ができます。
注意：
対象クライアントの［クライアント構成の管理］のクライアント権限がない場合は、設定を反映
させることができません。
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4. ［クライアントの編集］ページの［プロパティ］タブの［Auto-Cleanup option（自動クリーンアッ
プオプション）］セクションで次の操作を行います。


［クリーンアップ設定タイプ］ドロップダウンリストで［カスタム］（クライアント個別設定）また
は［クライアントグループ X から継承］を選択します。



［1 回のみ実行］オプションを選択します。



［実行タイプ］ドロップダウンリストで、［クリーンアップ］オプションを選択してデータベース
から記録データを削除するか、［アーカイブとクリーンアップ］オプションを選択して記録デ
ータをアーカイブデータベースに移動して削除します。
注意：
［アーカイブとクリーンアップ］オプションが選択されている場合、［構成］ページの［デ
ータベース管理］タブでアーカイブパラメーターを構成する必要があります。



記録データを記録データベースに保持する期間を指定します。指定された期間よりも長く
データベースに保存されているセッションは、クリーンアッププロセス中に削除されます。

5. すべてのクリーンアップ設定を指定したら、［完了］をクリックします。
6. クリーンアップ処理が開始されます。
訳注：
［完了］ボタンをクリックすると直ちに処理が開始されますから注意して下さい。

5.7.4

クリーンアップの繰り返し実行

訳注：
クリーンアップ操作の設定は［クライアント管理］ページにある各クライアントの設定ページまた
はクライアントグループの設定ページで構成します。

クライアントがクライアントグループに追加された場合、クライアントは引き続き個別のクリーンアッ
プ設定を保持するか、またはグループからクリーンアップ設定を継承できます。グループ設定が変
更されると、このグループから継承されたクライアントクリーンアップ設定も変更されます。
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5.7.4.1

クリーンアップの繰り返し実行をクライアントグループで設定

記録データを指定パラメーターにより繰り返し処理するには、次の手順を実行します。
1. データベース管理の管理権限およびクライアントのインストールと管理の管理権限を持つユ
ーザーとして管理ツールにログインします。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［クライアント管理］ページで、対象クライアントグループの［クライアントグループの編集］をク
リックします。
4. ［クライアントグループの編集］ページの［プロパティ］タブの［Auto-Cleanup option（自動ク
リーンアップオプション）］セクションで次の操作を行います。


［繰り返し実行］オプションを選択します。



［N 日に 1 回］で数字を入力して処理の頻度を指定します。



［処理の開始時刻］で時刻を選択します。



［実行タイプ］ドロップダウンリストで、［クリーンアップ］オプションを選択してデータベース
から記録データを削除するか、［アーカイブとクリーンアップ］オプションを選択して記録デ
ータをアーカイブデータベースに移動して削除します。
注意：
［アーカイブとクリーンアップ］オプションが選択されている場合、［構成］ページの［デ
ータベース管理］タブでアーカイブパラメーターを構成する必要があります。

 記録データを記録データベースに保持する期間を指定します。指定された期間よりも長く
データベースに保存されたセッションは、クリーンアッププロセス中に削除されます。
5. すべてのクリーンアップ設定を指定したら、［完了］をクリックします。
訳注：
［処理の開始時刻］で指定した時刻よりも最大で 10 分遅い時刻に処理が開始されること
があります。

5.7.4.2

クリーンアップの繰り返し実行をクライアント個別で設定

記録データを指定パラメーターにより繰り返し処理するには、次の手順を実行します。
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1. データベース管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［クライアント管理］ページで、対象クライアントの［クライアントの編集］をクリックします。［フィ
ルター条件としてキーワードを入力］ボックスを使用してクライアントを絞り込んで見つけること
ができます。
注意：
対象クライアントの［クライアント構成の管理］のクライアント権限がない場合は、設定を反
映させることできません。

4. ［クライアントの編集］ページの［プロパティ］タブの［Auto-Cleanup option（自動クリーンアッ
プオプション）］セクションで次の操作を行います。


［クリーンアップ設定タイプ］ドロップダウンリストで［カスタム］（クライアント個別設定）また
は［クライアントグループ X から継承］を選択します。



［繰り返し実行］オプションを選択します。



［N 日に 1 回］で数字を入力して処理の頻度を指定します。



［処理の開始時刻］で時刻を選択します。



［実行タイプ］ドロップダウンリストで、［クリーンアップ］オプションを選択してデータベース
から記録データを削除するか、［アーカイブとクリーンアップ］オプションを選択して記録デ
ータをアーカイブデータベースに移動して削除します。
注意：
［アーカイブとクリーンアップ］オプションが選択されている場合、［構成］ページの［デ
ータベース管理］タブでアーカイブパラメーターを構成する必要があります。



記録データを記録データベースに保持する期間を指定します。指定された期間よりも長く
データベースに保存されたセッションは、クリーンアッププロセス中に削除されます。

5. すべてのクリーンアップ設定を指定したら、［完了］をクリックします。
訳注：
［処理の開始時刻］で指定した時刻よりも最大で 10 分遅い時刻に処理が開始されること
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があります。

5.7.5

データベースパラメーターの編集

Ekran サーバーのインストール中に設定したデータベースパラメーターは、サーバートレイアプリ
ケーションを使用して変更できます。
データベースパラメーターを変更するには、次の手順を実行します。
1. Windows タスクバーの通知領域にあるサーバートレイアイコンを右クリックし、［Database
Parameters］を選択します。
訳注：
Ekran サーバーインストール先フォルダー（デフォルトパスは C:\Program
Files\Ekran System\Ekran System\Server）の DbSetupToolUI.exe を実行するこ
とでも設定ツールを起動できます。

2. ［Database Parameters］ウィンドウの［Metadata Storage］グループで、次のパラメーター
を変更できます。
 データの保存に使用する［Database Type］を選択します。
注意：
既存のデータは移行されません。
訳注：
［Database Type］とは PostgreSQL を使用するか MS SQL を使用するかの指定
のことです。

 ［Host Name］にデータベースサーバーのホスト名または IP アドレスを指定します。
 MS SQL デー タベー スの 場合 は 、［ Authentication］ で認 証 タイプ （SQL Server
Authentication または Windows Authentication）を選択します。
 Windows Authentication を使用する場合は、ドメイン名\ユーザー名またはユーザー
名@ドメイン名を指定するか、［Browse］をクリックしてユーザーを選択します。
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注意：
SQL にユーザーとして追加されており、db_ddladmin, db_datareader,
db_datawriter, db_executor 権限を持つユーザーでなければなりません。
 SQL Server Authentication を使用する場合は、SQL サーバーユーザ名とパスワー
ドを指定します。
3. ［Binary Data Storage］グループで、次のパラメーターを変更できます。
 ［SQL Database］を選択すると、クライアントから受信したバイナリデータ（画像データ）
はデータベースに保存されます。小規模な展開の場合に推奨されます。この場合、監視
中に受信したすべてのデータは、データベースサーバーがインストールされているコン
ピューターに保存されます。
 ［File System］を選択すると、クライアントから受信したバイナリデータ（画像データ）は
データベース外のファイルとして保存されます。中規模および大規模の展開で推奨され
ます。保存先とする共有フォルダーまたはローカルフォルダーへのパスを指定します。
◦ 共有フォルダーの場所は、\\<コンピューターIP>\<フォルダーパス> または \\<コン
ピューター名>\<フォルダーパス>（例：\\admin-pc\SharedFolder）として指定する必
要があります。
◦ ローカルフォルダーの場所は、<フォルダーパス>として定義する必要があります
（例：C:\BinaryDataFolder）
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注記：
何らかの理由でバイナリデータの保存フォルダーを利用できない場合、監視データは
ローカルキャッシュに書込まれます。フォルダーを利用できるようになると自動的にサ
ーバーに送信されます。エラーイベントに関する情報はヘルスモニタリングページで
確認できます。

4. ［OK］をクリックします。
Windows Authentication を使用している場合は、Database Parameters ツールの現在の
ユーザーのデータベースログオンを検証するプロンプトが表示されます。検証が有効であるた
めには、Ekran サーバーが Database Parameters ツールの現在のユーザーで実行されて
いることを確認してください。
5. Ekran Server サービスを再起動します。
訳注：
管理者のコマンドプロンプトで net stop EkranServer を実行した後、
net start EkranServer を実行します。
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5.7.6

削除済みクライアントセッションのクリーンアップ

クライアントを削除した後でこれらのセッションがデータベースに残っている場合があります。この
ような「失われた」セッションはサーバートレイアプリケーションで削除できます。
削除済みクライアントのセッションをクリーンアップするには、次の手順を実行します。
1. 通知領域でサーバートレイアイコンを右クリックし、［Database Parameters］を選択します。
2. ［Database Parameters］ウィンドウが開きます。
3. ［Advanced］タブを選択し、［Clean up lost sessions］ボタンをクリックします。
4. 削除済みクライアントのセッションのクリーンアップが開始されます。クリーンアップの進捗は
管理ツール（［構成］ > ［データベース管理］）で確認できます。

5.7.7

MS SQL データベーストランザクションログの縮小

MS SQL データベーストランザクションログのサイズを縮小させることができます。
データベーストランザクションログを縮小するには、以下の操作を行ってください。
1. データベース管理の管理権限を持つユーザーとして管理ツールにログインします。
2. 左側の［構成］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［データベース管理］タブで、ページの下部にある［トランザクションログシュリンク］をクリックし
ます。
注意：
処理の進捗は管理ツールには表示されません。また、処理の完了も通知されません。

5.7.8

PostgreSQL データベースの Autovacuum

PostgreSQL データベースには、バキュームと呼ばれる定期的なメンテナンスが必要です。
Autovacuum Daemon は、PostgreSQL を自動的にバキュームす るオプション機 能です 。
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Autovacuum Daemon は複数のプロセスで構成されており、データベースから古いデータまたは
タプルを削除することでストレージを再利用します。Autovacuum Daemon はデフォルト設定で有
効になっています。
PostgreSQL のデフォルトの Autovacuum 設定は postgresql.conf ファイルにあり、Autovacuum
Daemon をいつどのように実行するかを制御できます。
PostgreSQL データベースの Autovacuum 設定を編集するには、postgresql.conf ファイル内に
保存されている設定を見つけて編集します。postgresql.conf ファイルの場所は、オペレーティング
システムによって異なります。
postgresql.conf ファイル内の設定を編集したら、PostgreSQL データベースを再起動する必要が
あることに注意してください。

5.7.9

クライアントの削除

クライアントの削除とは、取得されたセッションをすべてクリーンアップしてクライアントをデータベ
ースから完全に削除することです。その後、クライアントは管理ツールに表示されなくなり、取得さ
れた記録データもセッションプレイヤーに表示されなくなります。
注意：
クライアントが削除されると、このクライアント用に生成されたワンタイムパスワードに関するす
べてのレコードが削除されます。
削除できるのは、オフラインのクライアントまたは（ローカルまたはリモートのアンインストールによ
り）アンインストールされたクライアントだけです。削除されたクライアントが後ほどサーバーに再度
接続すると、そのクライアントは管理ツールに表示されますが、そのクライアントの削除された記
録データは利用できません。

オフライン/アンインストールされたクライアントを１つずつ削除する
オフライン/アンインストールされたクライアントを１つずつ削除するには、次の手順を実行します。
1. データベース管理の管理権限を持つユーザーとして管理ツールにログインします。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［クライアント］ページで、削除したいオフラインのクライアントまたはアンインストールされたク
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ライアントをリストから選択して、［クライアントの編集］をクリックします。

4. ［クライアントの編集］ページの［プロパティ］タブで、［クライアントの削除］をクリックします。
5. 確認メッセージで、［削除］をクリックします。
6. クライアントが削除されます。

オフライン/アンインストールされたクライアントを複数削除する
複数のオフライン/アンインストールされたクライアントを削除するには、次の手順を実行します。
1. データベース管理の管理権限を持つユーザーとして管理ツールにログインします。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［クライアント］ページで、［クライアントの管理］の▼をクリックしてメニューを展開し［クライアン
トの削除］をクリックします。

4. ［クライアントの削除］ページで、［クライアントを追加］をクリックします。
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5. 削除可能なすべてのクライアントがリスト表示されます。
注意：
オフラインおよびアンインストールされたクライアントのみがリストに表示されます。

6. リストから必要なクライアントを選択して［追加］をクリックします。特定のクライアントを見つけ
るには、［検索キーワード］ボックスに名前を入力します。
7. すべてのクライアントをリストに追加したら、［削除］をクリックします。

8. クライアントは（キャプチャーされたすべてのセッションとともに）サーバーから削除され、管理
ツールの表示から消えます。
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5.7.10
5.7.10.1

サーバーデータベースの移動
概要

Ekran では、サーバーデータベースを別のコンピューターまたは同じコンピューター上の別の場所
に移動できます。

5.7.10.2

同じコンピューター上でサーバーデータベースを移動する

MS SQL Server データベースの場所を変更するには、次の手順を実行します。
1. Windows タスクバーの通知領域の Ekran サーバーアイコンのコンテキストメニューで［Stop］
をクリックしてサーバーを停止するか、タスクマネージャーで EkranServer サービスを見つけ
て［停止］をクリックします。
訳注：
管理者のコマンドプロンプトで net stop EkranServer と実行すると、停止に成功したか
失敗したかが表示されますので、この方法をお勧めします。

2. 管理権限を持つユーザーで SQL Server Management Studio にログインします。
3. SQL Server Management Studio で、Ekran データベースをデタッチします（データベース
を選択し、そのコンテキストメニューで［タスク］ > ［デタッチ］を選択します）。データベースの
デフォルト名は EkranActivityDB と EKRANManagementDatabase です。
訳注：
バージョンによっては加えて EKRANUbaDatabase もあります。

4. Ekran データベースが保存されている場所に移動します。デフォルトの場所は
C：\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA で
す。
5. 次のファイルを別の場所に移動します：
 EkranAlphaActivityDB.mdf
 EKRANManagementDatabase.mdf
 EkranAlphaActivityDB_log.ldf
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 EKRANManagementDatabase_log.ldf
訳注：
バージョンによっては以下のファイルも対象です。
 EKRANUbaDatabase.mdf
 EKRANUbaDatabase_log.ldf

訳注：
バイナリデータ（画像ファイル）をデータベース外に保存する設定をしており、画像ファイル
の保存場所も変更する場合は、画像ファイルフォルダーも移動する必要があります。

訳注：
画像ファイルフォルダーには多数の画像ファイルが含まれており、ファイルの移動には環
境によっては数十時間を要する可能性があります。

6. SQL Server Management Studio で、次のように Ekran データベースを再接続します。
 ［データベース］パーティションのコンテキストメニューで、［アタッチ］をクリックします。
訳注：
左側のツリーの［データベース］ノードの右クリックメニューのことです。
 開いた［データベースのアタッチ］ウィンドウで ［追加］をクリックして、移動したデータベー
スを選択します。
訳注：
mdf ファイルを選択してください。.ldf ファイルは .mdf ファイルに伴って自動的に追加さ
れます。
 ［OK］をクリックします。
7. データベースの場所が変更されます。EkranServer サービスを開始して、プログラムの操作
を続けます。
訳注：
管理者のコマンドプロンプトで net start EkranServer と実行して EkranServer サービス
を開始して下さい。
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5.7.10.3

別のコンピューターにサーバーデータベースを移動する

MS SQL Server データベースを別のコンピューターに移動するには、次の手順を実行します。
1. Windows タスクバーの通知領域の Ekran サーバーアイコンのコンテキストメニューで［Stop］
をクリックしてサーバーを停止するか、タスクマネージャーで EkranServer サービスを見つけ
て［停止］をクリックします。
訳注：
管理者のコマンドプロンプトで net stop EkranServer と実行すると、停止に成功したか
失敗したかが表示されますので、この方法をお勧めします。

2. 管理権限を持つユーザーで SQL Server Management Studio にログインします。
3. SQL Server Management Studio で、Ekran データベースをデタッチします（データベース
を選択し、そのコンテキストメニューで［タスク］ > ［デタッチ］を選択します）。データベースの
デフォルト名は EkranActivityDB と EKRANManagementDatabase です。
訳注：
バージョンによっては加えて EKRANUbaDatabase もあります。

4. Ekran データベースが保存されている場所に移動します。デフォルトの場所は
C：\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA で
す。
5. 次のファイルをコピーします：
 EkranAlphaActivityDB.mdf
 EKRANManagementDatabase.mdf
 EkranAlphaActivityDB_log.ldf
 EKRANManagementDatabase_log.ldf
訳注：
バージョンによっては以下のファイルも対象です。
 EKRANUbaDatabase.mdf
 EKRANUbaDatabase_log.ldf
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訳注：
バイナリデータ（画像ファイル）をデータベース外に保存する設定をしており、画像ファイル
の保存場所も変更する場合は、画像ファイルフォルダーも移動する必要があります。

訳注：
画像ファイルフォルダーには多数の画像ファイルが含まれており、ファイルの移動には環
境によっては数十時間を要する可能性があります。

6. コピーしたファイルを、SQL Server がインストールされている新しいコンピューターの適切な
場所にアップロードします。
7. SQL Server Management Studio で、新しい SQL Server インスタンスに管理権限を持つ
ユーザーとしてログインし、次のように Ekran データベースを再接続します。
 ［データベース］パーティションのコンテキストメニューで、［アタッチ］をクリックします。
訳注：
左側のツリーの［データベース］ノードの右クリックメニューのことです。
 開いた［データベースのアタッチ］ウィンドウで ［追加］をクリックして、移動したデータベー
スを選択します。
訳注：
mdf ファイルを選択してください。.ldf ファイルは .mdf ファイルに伴って自動的に追加さ
れます。
 ［OK］をクリックします。
8. データベース移動元コンピューターの Ekran サーバーをアンインストールする必要があれば
アンインストールします。
訳注：
引き続き同じ Ekran サーバーを使用する場合は、データベースパラメーター設定ツールで
新しいデータベースを指定します。

9. データベース移動先コンピューターに Ekran サーバーをインストールする必要があればイン
ストールします。
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 元のコンピューターで証明書をバックアップしてから、データベースを移動したコンピュータ
ーに証明書をインポートします。
注意：
証明書は、サーバーのインストールの前にインポートする必要があります。
 すべてのクライアントを再インストールします。
 サポートチーム support@ekransystem.com に連絡して、シリアルキーに関連付けられ
ている HWID を新しいものに変更します。（日本のお客様は弊社に変更を依頼してくださ
い。）
訳注：
Ekran サーバーの別コンピューターへの移行に伴うダウンタイムをできるだけ短時間に
するため、移行を行う際は事前に弊社にご相談ください。

10. データベースの場所が変更されます。EkranServer サービスを開始して、プログラムの操作
を続けます。
訳注：
管理者のコマンドプロンプトで net start EkranServer と実行して EkranServer サービス
を開始して下さい。

5.7.11

共有フォルダーまたはローカルフォルダーへのバイナリ
データの移動

必要に応じて、クライアントから受信したバイナリデータ（画像データ）を（データベース外の）ロー
カルフォルダーまたはネットワーク上の共有フォルダーに保存できます。これは、大量のデータを
保存するために必要になる場合があります。
この機能には次の制限があります。
 マップおよびマウントされたディスク上の共有フォルダーは、バイナリデータの保存には使用
できません。
 データベース外のフォルダーにバイナリデータを保存することを選択すると、既存の（データ
ベース内にある）スクリーンショットはプレイヤー上で表示されなくなります（既存のメタデータ
（テキストデータ）は使用可能です）。設定変更後は、新しく受信し、フォルダーに保存される
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スクリーンショットのみが表示されます。
 LocalSystem アカウントではなくユーザーアカウントで Ekran サーバーサービスを実行して
いる場合、このユーザーアカウントに必要な権限が割り当てられていることを確認してくださ
い。
注記：
何らかの理由でバイナリデータの保存フォルダーを利用できない場合、監視データはローカル
キャッシュに書込まれます。フォルダーを利用できるようになると自動的にサーバーに送信され
ます。エラーイベントに関する情報はヘルスモニタリングページで確認できます。

バイナリデータを共有フォルダーに移動するには、次の手順を実行します。
1. Windows タスクバーの通知領域の Ekran サーバーアイコンのコンテキストメニューで［Stop］
をクリックしてサーバーを停止するか、タスクマネージャーで EkranServer サービスを見つけ
て［停止］をクリックします。
訳注：
管理者のコマンドプロンプトで net stop EkranServer と実行すると、停止に成功したか
失敗したかが表示されますので、この方法をお勧めします。

2. ［レジストリエディター］ウィンドウで、［編集］ > ［新規］ > ［文字列値］をクリックし、新しい値
を追加します。
 値のタイプ： 文字列値
 値の名前： StorageDirectory
 値のデータ： \\<コンピューターIP>\<フォルダーパス> または \\<コンピューター名>\<
フォルダーパス> としての共有フォルダーの場所を指定

3. サーバーと異なるコンピューターの共有フォルダーにある画像データにアクセスするには、次
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の操作を行う必要があります。
 ［コンピューターの管理］（compmgmt.msc）を開きます。
 コンピューターの管理ウィンドウで、［サービスとアプリケーション］ > ［サービス］を開き
ます。
 ［サービス］ペインで、EkranServer サービスを見つけ、コンテキストメニューで［プロパテ
ィ］を選択します。
 EkranServer のプロパティウィンドウで、［ログオン］タブに移動します
 ログオンタブで、［アカウント］オプションを選択し、EkranServer サービスを開始する資
格情報を指定し、［適用］をクリックします。指定した資格情報のユーザーはサーバーコ
ンピューターの管理者権限を持つユーザーであり、かつ共有フォルダーのフルコントロ
ールアクセス許可を持っている必要があります。

 サービスを再起動します。
4. EkranServer サービスを開始します。

5.7.12
5.7.12.1

記録データの検証
概要

必要に応じて、Windows クライアントの記録データの検証を有効にできます。これにより、データ
ベース内のデータの整合性が変更されていないことを確認できます。
2 種類の記録データ検証が利用可能です：
 記録データのハッシュコードを計算する：
この場合、Windows クライアントから受信した各スクリーンショットおよびメタデータレコードに
対してハッシュコードが計算されます。
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 証明書を使用して記録データに署名する：
この場合、Windows クライアントから受信した各スクリーンショットとメタデータレコードは、信
頼できる証明書で署名されます。
注意：
両方のタイプの検証が有効になっている場合、証明書による記録データへの署名のみが使用
されます。

記録データの検証を有効にした後、または検証の種類を変更した後は、以前に記録された
Windows クライアントのセッションはすべて無効と見なされます。
記録データの検証を有効にすると、セッション再生開始時に Windows クライアントセッションの完
全性がチェックされます。セッション内のスクリーンショットまたはメタデータレコードが削除または
変更されている場合、「セッションデータが無効です！」という警告メッセージがセッションプレイヤ
ーに表示されます。
注意：
記録データの検証を有効にすると、セッションプレイヤーでクライアントセッションを表示している
間の CPU 使用率が上昇します。

注意：
記録データの検証を有効にした後、既存のセッションのうち今まで再生したことのないセッション
については、スクリーンショットは表示されません。
訳注：
Ekran のインストール後できるだけ早く有効化することで再生できないデータを減らすことが
できます。

5.7.12.2

ハッシュコードを使用した記録データの検証

記録データのハッシュコードの計算を有効にするには、次の手順を実行します。
1. Windows タスクバー通知領域の Ekran サーバーアイコンのコンテキストメニューで［Stop］を
クリックしてサーバーを停止するか、タスクマネージャーで EkranServer サービスを見つけて
［停止］をクリックします。
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訳注：
管理者のコマンドプロンプトで net stop EkranServer と実行すると、停止に成功したか
失敗したかが表示されますので、この方法をお勧めします。

2. Windows レジストリエディターを開きます。
3. ［レジストリエディター］ウィンドウで、
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EkranSystem キーを選択します。
4. ［編集］ > ［新規］ > ［DWORD（32 ビット）値］を選択して、次の内容を定義します。
 値の名前： SignMonitoredData
 値のデータ： 1
5. EkranServer サービスを開始して、プログラムの操作を続けます。
訳注：
管理者のコマンドプロンプトで net start EkranServer と実行して EkranServer サービス
を開始して下さい。

5.7.13

証明書で署名されたサーバーデータベースを別のコンピ
ューターに移動する

5.7.13.1

概要

記録データが証明書で署名された Ekran データベースを新しいコンピューターに移動する場合は、
次の手順を実行する必要があります。
手順 1. Ekran サーバーコンピューターで、記録データの署名に使用する証明書をエクスポート
し、新しいコンピューターにコピーしてからインポートします。
手順 2. データベースを新しいコンピューターに移動します。
手順 3. 新しいコンピューターに Ekran サーバーをインストールし、インポートした証明書を使用
して記録データの署名を有効にします。
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5.7.13.2

記録データ署名用証明書のエクスポート

1. Ekran サーバーコンピューターで、Windows + R を押し、ファイル名を指定して実行テキスト
ボックスに mmc と入力して［Enter］を押します。
2. ［ユーザーアカウント制御］ウィンドウが表示された場合は、［はい］をクリックします。
3. コンソールウィンドウで、［ファイル］ > ［スナップインの追加と削除］を選択します。

4. ［スナップインの追加と削除］ウィンドウで［証明書］を選択し、［追加］をクリックします。

5. ［証明書スナップイン］ウィンドウで、［コンピューターアカウント］オプションを選択し、［次へ］を
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クリックします。

6. ［コンピューターの選択］ウィンドウで、［ローカルコンピューター：（このコンソールを実行してい
るコンピューター）］オプションを選択し、［完了］をクリックします。

7. ［スナップインの追加と削除］ウィンドウで、［OK］をクリックします。

8. ［証明書（ローカルコンピューター）］ツリービューで、［個人］ > ［証明書］を選択します。
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9. データベース内の記録データの署名に使用している証明書を選択し、そのコンテキストメニュ
ーで［すべてのタスク］ > ［エクスポート］を選択します。
訳注：
データベースを別のコンピューターに移行する場合、記録データ署名用証明書のほかに
Ekran Master Certificate もエクスポートする必要があります。すでに Ekran Master
Certificate をエクスポート済みならそのファイルも記録データ署名用証明書とともに新しい
コンピューターでインポートします。

10. 証明書のエクスポートウィザードが開きます。
11. ［証明書のエクスポートウィザードの開始］ページで、［次へ］をクリックします。
12. ［秘密キーのエクスポート］ページで、［次へ］をクリックします。
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13. ［エクスポートファイルの形式］ページで、証明書のファイル形式を選択し、［次へ］をクリックし
ます。

14. パスワードを入力して［次へ］をクリックします。

訳注：
秘密キーをエクスポートするため、パスワードの入力が必要です。

Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
81

ジュピターテクノロジー株式会社

15. ［エクスポートするファイル］ページで、証明書を保存する場所と証明書名を手動で指定する
か、［参照］をクリックして場所を選択し、［次へ］をクリックします。

16. ［証明書のエクスポートウィザードの完了］ページで、［完了］をクリックします。
17. エクスポートした証明書を新しいコンピューターの適切な場所にコピーしてインポートします。

5.7.14

証明書で記録データに署名する

証明書を使用して記録データの署名を有効にするには、Ekran サーバーコンピューターで次の操
作を行う必要があります。
手順 1. 信頼できる購入済み証明書または自己署名証明書をインポートします。
手順 2. 証明書による記録データ署名の有効化（Windows レジストリに特別な文字列値を作成
します。）

5.7.14.1

信頼できる証明書のインポート

1. Ekran サーバーコンピューター上で、Windows + R を押し、［ファイル名を指定して実行］テ
キストボックスに mmc を入力して［Enter］を押します。
2. ［ユーザーアカウント制御］ウィンドウが表示された場合は、［はい］をクリックします。
3. コンソールウィンドウで、［ファイル］ > ［スナップインの追加と削除］を選択します。
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4. ［スナップインの追加と削除］ウィンドウで、［証明書］を選択し、［追加］をクリックします。
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5. ［証明書スナップイン］ウィンドウで、［コンピューターアカウント］オプションを選択し、［次へ］を
クリックします。

6. ［コンピューターの選択］ウィンドウで、［ローカルコンピューター：（このコンソールが実行され
ているコンピューター）］オプションを選択し、［完了］をクリックします。

7. ［スナップインの追加と削除］ウィンドウで、［OK］をクリックします。
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8. ［証明書（ローカルコンピューター）］ツリービューで、［個人］ノードを見つけます。
9. ［個人］ノードのコンテキストメニューで、［すべてのタスク］ > ［インポート］を選択します。
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10. 証明書のインポートウィザードが開きます。
11. ［証明書のインポートウィザードの開始］ページで、［次へ］をクリックします。
12. ［インポートする証明書ファイル］ページで、インポートする証明書の場所と名前を指定する
か、［参照］をクリックして指定し、［次へ］をクリックします。
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13. 必要に応じて、［秘密キーの保護］ページで、秘密キーのパスワードを入力し、［次へ］をクリッ
クします。
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14. ［証明書ストア］ページで、［次へ］をクリックします。

15. 証明書のインポートウィザードの最後のページで、［完了］をクリックし、確認メッセージで
［OK］をクリックします。
16. ［証明書（ローカルコンピューター）］ > ［個人］ > ［証明書］を選択し、インポートした証明書
をダブルクリックします。
17. ［証明書］ウィンドウで、［詳細］ > ［拇印］を選択し、拇印の値をコピーします。
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5.7.14.2

証明書による記録データ署名の有効化

1. Windows タスクバー通知領域の Ekran サーバーアイコンのコンテキストメニューで［Stop］を
クリックしてサーバーを停止するか、タスクマネージャーで EkranServer サービスを見つけて
［停止］をクリックします。
訳注：
管理者のコマンドプロンプトで net stop EkranServer と実行すると、停止に成功したか
失敗したかが表示されますので、この方法をお勧めします。
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2. Windows レジストリエディターを開きます。
3. ［レジストリエディター］ウィンドウで、
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EkranSystem キーを選択します。
4. ［編集］ > ［新規］ > ［文字列値］を選択し、新しい値を追加します。
 値の名前：

SignMonitoredDataCert

 値のデータ：

<インポートした証明書の拇印値（スペースなし）>

5. EkranServer サービスを開始して、プログラムの操作を続けます。
訳注：
管理者のコマンドプロンプトで net start EkranServer と実行して EkranServer サービス
を開始して下さい。

5.7.15

PostgreSQL データベースの削除

サーバーのアンインストール中に PostgreSQL データベースが削除されなかった場合は、手動で
削除する必要があります。データベースを削除できるのは、データベースの所有者またはスーパ
ーユーザーのみです。データベースの破棄は元に戻せないことに注意してください。
PostgreSQL データベースを削除するには、次の操作を行います。
1. PostgreSQL サーバーを再起動します。
2. pgAdmin を起動します。
3. ［ブラウザー］ペインで、削除するデータベースを選択します。デフォルトでは、Ekran のデータ
ベースは ekranactivitydb および ekranmanagementdatabase です。
訳注：
バージョンによっては加えて ekranubadatabase もあります。
4. 右クリックして、［削除/ドロップ］を選択します。
5. 確認ウィンドウで［OK］をクリックします。
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5.7.16

データベースをクライアントから切断する（DB 切断モード）

DB 切断モードを使用すると、すべてのクライアントをデータベースから切断し、クライアントからの
記録データの受信を停止できます。これにより、データベースに問題が発生した時の復旧作業や、
データベースのクリーンアップとメンテナンス等を実行できます。
訳注：
EkranServer サービスは動作させたままでデータベースに問題が発生した時の復旧作業や、
データベースのクリーンアップとメンテナンス等を実行できます。

DB 切断モードの切り替えは、シングルテナントモードの場合は Administrators ユーザーグループ
のユーザーが、マルチテナントモードの場合はデフォルトテナントのユーザーが行えます。
DB 切断モードを有効にするには、Ekran 管理ツール左側の［ヘルスモニタリング］ナビゲーション
リンクをクリックし、［システムの状態］タブの横の▼をクリックして、メニューから［DB 切断モードの
開始］を選択します。
DB 切断モードでは、すべてのクライアントがオフラインモードで動作し、記録データをローカルキャ
ッシュに書き込みます。
DB 切断モードを無効にするには、Ekran 管理ツール左側の［ヘルスモニタリング］ナビゲーション
リンクをクリックし、［システムの状態］タブの横の▼をクリックして、メニューから［DB 切断モードの
停止］を選択するか、ページ上部のオレンジ色の通知ペインでハイパーリンクをクリックします。
注意：
DB 切断モードを長く継続した場合、DB 切断モード停止時にすべてのクライアントがオフライン
データを送信するため、ネットワークの負荷が増加します。

5.8
5.8.1

SIEM 統合
概要

SIEM 統合機能を有効にすると、Ekran が取得した記録等について Ekran サーバーコンピュータ
ー上に独立したログファイルを作成したり、ログを SIEM システムに送信したりできます。
ログ（ファイル）は、次のいずれかの形式で作成または転送できます。
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 Common Event Format（CEF）：
Splunk、ArcSight、IBM QRadar モニタリングソフトウェア（SIEM）で表示および分析できます。
 Log Event Extended Format（LEEF）：
Splunk、ArcSight、IBM QRadar モニタリングソフトウェア（SIEM）で表示および分析できます
［ログ生成有効］オプションを有効にすると、Ekran サーバーコンピューターにログファイルが作成
されます。デフォルトでは、ログファイル名は EventLog で、サーバーインストールフォルダーに保
存されます。
［ログを SIEM に送信］オプションを有効にすると、ログレコードは指定された SIEM に転送されま
す。転送されるログレコードは暗号化されないことに注意してください。
注意：
SIEM 統合機能は、エンタープライズ版をご購入の場合にのみ使用できます。

5.8.2

ログの内容

ログファイル書き込みや、SIEM システムに転送するログに次のどのイベントを含めるかを選択す
ることができます。

クライアントイベント
CEF ヘッダー情報

LEEF ヘッダー情報

ログデータ

Device Event Class ID =

EventID = 100

Windows クライアントイベント：

100

Cat = ClientEvents

username （secondary username

Name =

を含む）, Client name, activity

EkranClientEvent

time, activity title, application

cat = ClientEvents

name, URL, keystrokes （設定に
より出力されないことがあります）,
alert/USB Rule, Session Player
URL, OS, domain name, IPv4,
IPv6, remote IP
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Linux クライアントイベント：
username, Client name, activity
time, command, function,
parameters, alert, Session Player
URL, OS, IPv4, IPv6

アラートイベント
CEF ヘッダー情報

LEEF ヘッダー情報

ログデータ

Device Event Class ID =

EventID = 200

Windows クライアントイベント：

200

Cat = AlertEvents

alert ID, alert name, alert

Name =

description, username

EkranAlertEvent

（secondary username を含む）,

cat = AlertEvents

Client name, activity time, activity
title, application name, URL,
keystrokes （設定により出力され
ないことがあります）, Session
Player URL, OS, domain name,
IPv4, IPv6, remote IP
Linux クライアントイベント：
alert ID, alert name, alert
description, username, Client
name, activity time, command,
function, parameters, Session
Player URL, OS, IPv4, IPv6

管理ツールのログイベント
CEF ヘッダー情報

LEEF ヘッダー情報

ログデータ

Device Event Class ID =

EventID = 300

Management Log entry ID, time,

300

Cat = MTLogEvents

Ekran System username, user

Name =

groups, category, action, object,

EkranMTLogEvent

details

cat = MTLogEvents
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5.8.3

ログファイル生成の有効化

ログファイルの生成を有効にするには、次の手順を実行します。
1. データベース管理の管理権限を持つユーザーとして管理ツールにログインします。
2. 左側の［構成］ナビゲーションリンクをクリックして、［SIEM 統合］タブを開きます。
3. ［ログのフォーマット］グループで、次の手順を実行します。


［ログ生成有効］オプションを有効にして、ログファイルの場所を指定します。



クリーンアップ（ローテート）設定を定義します。
◦ 指定された時間に毎日ローテート処理を実行するには、［ローテートの時刻（毎日）］
オプションを選択し、時刻を指定します。
◦ 指定間隔でローテート処理を実行するには、［ローテートの間隔］オプションを選択し、
ローテート処理の頻度を指定します。（N 日/N 時間/N 分）



最大ファイルサイズを指定します。デフォルトでは、128 GB に設定されています。
訳注：
指定時刻・指定間隔での処理が行われる前に最大ファイルサイズに達した場合に、
ローテート処理が追加で行われます。

注意：
ローテート処理では、現在のログファイルのファイル名が変更され（ローテート処理の
日付と時刻がファイル名に追加されます）、新しいログファイルが同じフォルダーに作
成されます。ログファイルが保存されているサーバーコンピューターの領域が不足し
ないように、使用済みのディスク領域を定期的に確認し、使用されなくなったログファ
イルを削除することをお勧めします。
訳注：
Ekran の内蔵するスケジュールローテート機能では、ファイルの分割（名前変更と
新規作成）のみが行われ、古いファイルの削除は行われませんから、削除はお客
様が行う必要があります。
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4. ［ログのフォーマット］グループで、次の手順を実行します。


ログフォーマットとして CEF ログまたは LEEF ログを選択します。



ログファイルの日付フォーマットを選択します。

5. ［ログの内容］グループで、ログファイルに書き込むデータ（イベント）を指定します。
6. ［保存］をクリックします。
訳注：
SIEM 用ファイルはリアルタイムで書き込みが行われます。［保存］をクリックすると、CEF
または LEEF ファイルが作成され、ファイルにユーザー操作の書き込みが始まります。

5.8.4

ログの転送を有効にする

ログの転送を有効にするには、次の手順を実行します。
1. データベース管理の管理権限を持つユーザーとして管理ツールにログインします。
2. 左側の［構成］ナビゲーションリンクをクリックして、［SIEM 統合］タブを開きます。
3. ［ログ送信の設定］グループで、次の手順を実行します。


SIEM システムへのログレコードの転送を有効にするには、［ログを SIEM に送信］オプシ
ョンを有効にします。



SIEM システムの IP アドレスとポートを指定します。



［テスト接続］をクリックして、指定された SIEM システムにテストログレコードを送信し、す
べての接続設定が正しく定義されているかどうかを確認します。

4. ［ログのフォーマット］グループで、次の手順を実行します。


ログフォーマットとして CEF ログまたは LEEF ログを選択します。



ログファイルの日付フォーマットを選択します。

5. ［ログの内容］グループで、ログファイルに書き込むデータ（イベント）を指定します。
6. ［保存］をクリックします。
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6.

管理ツール

6.1

概要

管理ツールは、システム全体を管理し、クライアントから受信した記録データを表示するためのコ
ンポーネントです。任意のコンピューターにインストールできますが、管理ツールを動作させるには
サーバーへのネットワーク接続が必要です。システムの複数のコンピューターに管理ツールをイン
ストールすることもできます。管理ツールでの作業は、ブラウザーを介して実行されます。
訳注：
通常は Ekran サーバーと Ekran 管理ツールは同一の Windows Server 上にインストールしま
す。

訳注：
本メーカーマニュアルでは時系列でのインストール手順が把握しにくいため、弊社にて別に
Ekran サーバーと Ekran 管理ツールのインストール方法を記載したドキュメントを用意していま
す。弊社までお問い合わせください。

6.2
6.2.1

管理ツールのインストールの前提条件
前提条件の概要

管理ツールをインストールするには、次の要件が満たされている必要があります。特に Windows
7 では、これらの手順を正しい順番で実施することが重要です。
管理ツールをインストールするには以下の操作を行う必要があります：
1. インターネットインフォメーションサービス（IIS）を有効にします。
2. .NET Framework をインストールします。
3. インターネットインフォメーションサービス（IIS）を構成します。
4. 自己署名証明書を生成するか、管理ツールがインストールされるコンピューター向けに発行さ
れた購入済み SSL 証明書をインポートします。
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5. 管理ツールをインストールするコンピューターの［信頼されたルート証明機関」に証明書を追
加します。追加しない場合は、管理ツールを開いた時にブラウザーに証明書のエラーが表示
されます。
6. デフォルトの Web サイト（または他の IIS サイト）に HTTPS バインディングを設定します。
注意：
管理ツールをインストールするコンピューター向けに証明書が既に生成されている場合
は、証明書の生成手順をスキップして既存の証明書を使用できます。

6.2.2
6.2.2.1

インターネットインフォメーションサービス（IIS）の有効化
Windows 8 および Windows 7 での IIS の有効化

Windows 8 および Windows 7 のインターネットインフォメーションサービスを有効にするには、次
の手順を実行します。
1. ［コントロールパネル］ > ［プログラムと機能（プログラムのアンインストールまたは変更）］を
選択します。

2. ［Windows の機能の有効化または無効化］のナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［Windows の機能］ウィンドウが開きます。
4. 機能のツリー表示で、［インターネットインフォメーションサービス］のチェックボックスを選択し
ます。

Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
97

ジュピターテクノロジー株式会社

5. ［OK］をクリックします。

6.2.2.2

Windows Server 2008 R2 の IIS を有効にする

Windows Server 2008 R2 のインターネットインフォメーションサービスを有効にするには、次の手
順を実行します。
Windows Server 2008 R2 で IIS を有効にするには、以下の手順を行ってください：
1. ［スタート］メニューで、［すべてのプログラム］ > ［管理ツール］ > ［サーバーマネージャー］
を選択します。
2. ナビゲーションペインで、［役割］を選択して、［役割の追加］をクリックします。

3. ［役割の追加］ウィザードが開きます。
4. ［開始する前に］ページで、［次へ］をクリックします。
5. ［サーバーの役割］ページで、［Web サーバー（IIS）］を選択して、［次へ］をクリックします。
Web サーバー（IIS）の設定を開始するために役割サービスページに移動します。
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6.2.2.3

Windows Server 2012 の IIS を有効にする

Powershell を使用して有効にする方法とサーバーマネージャーを使用して有効にする方法があり
ます。
Windows Server 2012 で PowerShell を使用して IIS を有効にするには、次の手順を実行します。
訳注：
Windows Server 2016/2019 でも同様です。

1. ［スタート］メニューで、［Windows PowerShell］を選択します。
訳注：
権限が足りないと操作に失敗しますので、管理者の PowerShell を使用してください。
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2. 次のコマンドを入力して［Enter］で実行してください。
Install-WindowsFeature –Name Web-Server, Web-Mgmt-Tools
Windows Server 2012 でサーバーマネージャーを使用して IIS を有効にするには、以下の手順を
行ってください：
訳注：
Windows Server 2016/2019 でも同様です。

1. ［スタート］メニューで、［サーバーマネージャー］を選択します。
2. ナビゲーションペインで、［ダッシュボード］を選択して、［役割と機能の追加］をクリックします。

3. ［役割と機能の追加］ウィザードが開きます。
4. ［開始する前に］ページで、［次へ］をクリックします。
5. ［インストールの種類］ページで、［役割ベースまたは機能ベースのインストール］をクリックし
て、［次へ］をクリックします。
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6. ［対象サーバーの選択］ページで、［サーバープールからサーバーを選択］を選択し、サーバ
ープールのリストからサーバーを選択します。［次へ］をクリックします。
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7. ［サーバーの役割］ページで、［Web サーバー（IIS）］を選択して、［次へ］をクリックした後、
［機能の追加］をクリックして、Web サーバー（IIS）の設定を開始します。

6.2.3

.NET Framework のインストール

通常、Windows 10（version 1903）には.NET Framework 4.8 がインストールされています。
お使いの Windows バージョンに .NET Framework 4.8 がインストールされていない場合は、
Microsoft のオフィシャル Web サイトからダウンロードしてコンピューター上でインストールすること
ができます。
注意：
.NET Framework のインストール後にコンピューターを再起動する必要があります。

6.2.4

IIS の設定

Windows のバージョンごとに、以下のように設定します。
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6.2.4.1

Windows 10

次のすべてのオプションが選択されていることを確認して、［Windows の機能］ウィンドウで［OK］
をクリックします。
 ［.NET Framework 4.8 Advanced Services］

 ［インターネットインフォメーションサービス］ > ［Web 管理ツール］ > ［IIS 管理コンソール］

 ［インターネットインフォメーションサービス］ > ［World Wide Web サービス］ > ［アプリ
ケーション開発機能］ > ［ASP.NET 4.8］、［WebSocket プロトコル］

 ［インターネットインフォメーションサービス］ > ［World Wide Web サービス］ > ［HTTP
共通機能］ > ［静的なコンテンツ］
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6.2.4.2

Windows 8

次のすべてのオプションが選択されていることを確認して、［Windows の機能］ウィンドウで［OK］
をクリックします。
 ［.NET Framework 4.5 Advanced Services］
 ［インターネットインフォメーションサービス］ > ［Web 管理ツール］ > ［IIS 管理コンソール］
 ［インターネットインフォメーションサービス］ > ［World Wide Web サービス］ > ［アプリケ
ーション開発機能］ > ［ASP.NET 4.5］、［WebSocket プロトコル］
 ［インターネットインフォメーションサービス］ > ［World Wide Web サービス］ > ［HTTP 共
通機能］ > ［静的なコンテンツ］

6.2.4.3

Windows 7

次のすべてのオプションが選択されていることを確認して、［Windows の機能］ウィンドウで［OK］
をクリックします。
 ［インターネットインフォメーションサービス］ > ［Web 管理ツール］ > ［IIS 管理コンソール］
 ［インターネットインフォメーションサービス］ > ［World Wide Web サービス］ > ［アプリケ
ーション開発機能］ > ［ASP.NET］

 ［インターネットインフォメーションサービス］ > ［World Wide Web サービス］ > ［HTTP 共
通機能］ > ［静的コンテンツ］
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6.2.4.4

Windows Server 2016

次の手順を実行します。
1. ［役割と機能の追加ウィザード］ウィンドウの［サーバーの役割の選択］ページで、［Web サー
バー（IIS）］オプションが選択されていることを確認し、［次へ］をクリックします。

2. ［機能の選択］ページで、次のオプションが選択されていることを確認します。
 ［NET Framework 4.6 Features］ > ［.NET Framework 4.6］および［ASP.NET 4.6］
3. ［次へ］をクリックします。
4. ［Web サーバーロール IIS］ページで、［次へ］をクリックします。
5. ［役割サービス］ページで、［ASP.NET 4.6］オプション（［アプリケーション開発］の下）を選択し
ます。
6. ［次へ］をクリックし、［機能の追加］をクリックします。
7. ［役割サービス］ページで、次のオプションが選択されていることを確認します。
 アプリケーション開発 >
 .NET 拡張性 4.6
 •ASP.NET 4.6
 •ISAPI 拡張
 •ISAPI フィルター
 WebSocket プロトコル
8. ［次へ］をクリックしてから、［インストール］をクリックします。
9. インストールの終了後、［閉じる］をクリックします。

6.2.4.5

Windows Server 2012

次の手順を実行します。
1. ［役割と機能の追加ウィザード］ウィンドウの［サーバーの役割］ページで、［Web サーバー
（IIS）］オプションが選択されていることを確認し、［次へ］をクリックします。
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2. ［機能］ページで、次のオプションが選択されていることを確認します。
 ［.NET Framework 4.5 Features > ASP.NET 4.5］

3. ［次へ］をクリックします。
4. ［Web サーバーロール IIS］ページで、［次へ］をクリックします。
5. ［役割サービス］ページで、［アプリケーション開発］の下の［ASP.NET 4.5］オプションを選択し
ます。

6. ［次へ］をクリックし、［機能の追加］をクリックします。
7. ［役割サービス］ページで、次のオプションが選択されていることを確認します。
 アプリケーション開発 >
 .NET 拡張機能 4.5
 ISAPI フィルター
 ISAPI 拡張
 WebSocket プロトコル
8. ［次へ］をクリックしてから、［インストール］をクリックします。
9. インストールの終了後、［閉じる］をクリックします。
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6.2.4.6

Windows Server 2008

次の手順を実行します。
1. ［役割の追加ウィザード］ウィンドウの［役割サービス］ページで、次のオプションが選択されて
いることを確認します。
 HTTP 共通機能 > 静的コンテンツ
 アプリケーション開発 > ASP.NET

2. ［次へ］をクリックし、［必要な役割サービスの追加］をクリックします。
3. ［役割サービス］ページで、次のオプションが選択されていることを確認します。
 管理ツール> IIS 管理コンソール

4. ［次へ］をクリックしてから、［インストール］をクリックします。
5. インストールの終了後、［閉じる］をクリックします。

6.2.5

証明書の使用

6.2.5.1

自己署名証明書の生成

管理ツールをインストールするコンピューターで自己署名証明書を生成するには、次の手順を実
行します。
1. インターネットインフォメーションサービスマネージャーを開きます。


Windows 8 または Windows 7 の場合：
［コンピューター］ > ［管理］ > ［サービスとアプリケーション］ > ［インターネットインフ
ォメーションサービス（IIS）マネージャー］を開きます。
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Windows Server 2012 または Windows Server 2008 の場合：
訳注：
Windows Server 2019/2016 も同様です。
Windows + R を押して、［ファイル名を指定して実行］ウィンドウで inetmgr と入力し、
［Enter］キーを押します。
注意：
Windows オペレーティングシステムのすべてのバージョンにおいて inetmgr コマン
ドを使用してインターネットインフォメーションサービスマネージャーを開く方法は共通
して使用できます。

2. ［接続］ツリービューでメインノードをクリックし、［IIS］カテゴリの下の［サーバー証明書］アイテ
ムをダブルクリックします。

3. サーバー証明書ペインが開きます。
4. ［操作］ペイン（右側）で、［自己署名証明書の作成］をクリックします。
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5. ［自己署名証明書の作成］ウィンドウが開きます。
6. ［証明書のフレンドリ名を指定してください］ボックスに証明書の名前を入力します。
［新しい証明書の証明書ストアを選択してください］ドロップダウンリストから［個人］を選択し、
［OK］をクリックします。

7. 証明書が作成されます。

6.2.5.2

自己署名証明書のエクスポート

自己署名証明書をエクスポートするには、次の手順を実行します。
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1. インターネットインフォメーションサービスマネージャーの［サーバー証明書］ペインにて、証明
書を選択して、操作ペインで［エクスポート］をクリックするか、または証明書の右クリックメニュ
ーからエクスポートします。
2. ［証明書のエクスポート］ウィンドウで、証明書の場所とパスワードを指定して、［OK］をクリッ
クします。

3. 証明書がエクスポートされます。これを信頼されたルート証明機関に追加できます。

6.2.5.3

信頼できる証明書のインポート

コンピューター向けに発行された購入済みの証明書をインポートするには、以下の手順を実行し
ます。
1. インターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャーを開きます：


Windows 8 または Windows 7 の場合：
［コンピューター］ > ［管理］ > ［サービスとアプリケーション］ > ［インターネットインフ
ォメーションサービス（IIS）マネージャー］を開きます。



Windows Server 2012 または Windows Server 2008 の場合：
訳注：
Windows Server 2019/2016 も同様です。
Windows + R を押して、［ファイル名を指定して実行］ウィンドウで inetmgr と入力し、
［Enter］キーを押します。
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注意：
Windows オペレーティングシステムのすべてのバージョンにおいて inetmgr コマン
ドを使用してインターネットインフォメーションサービスマネージャーを開く方法は共通
して使用できます。
2. ［接続］のツリービューのメインノードをクリックして、［IIS］カテゴリの下の［サーバー証明書］ア
イテムをダブルクリックします。
3. サーバー証明書ペインが開きます。
4. 操作ペイン（右側）で［インポート］をクリックします。

5. ［証明書のインポート］ウィンドウで、［…］をクリックして購入済みの証明書のファイルを指定し
てパスワードフィールドにパスワードを入力します。

6. ［OK］をクリックします。
Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
111

ジュピターテクノロジー株式会社

7. 証明書がインポートされ、インターネットインフォメーションサービス （IIS） マネージャーのサ
ーバー証明書ペインに表示されます。

6.2.6

信頼されたルート証明機関への証明書の追加

自己署名証明書を信頼されたルート証明機関に追加する前に、エクスポートする必要があります。
ご使用のコンピューター用に発行された購入済み証明書の場合、この手順は不要です。
証明書を信頼されたルート証明機関に追加するには、以下の手順を実行します。
1. Windows+R を押して、［ファイル名を指定して実行］テキストボックスに mmc と入力して、
［OK］を押します。
2. ユーザーアカウントコントロールウィンドウ（UAC）が開く場合は、［はい］をクリックします。
3. コンソールウィンドウで［ファイル］ > ［スナップインの追加と削除］を選択します。

4. スナップインの追加と削除ウィンドウが開くので、［証明書］ > ［追加］を選択します。
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5. 証明書スナップインウィンドウが開くので、［コンピューターアカウント］を選択して［次へ］をクリ
ックします。

6. コンピューターの選択ウィンドウが開くので、［ローカルコンピューター（このコンソールを実行
しているコンピューター）］を選択して［完了］をクリックします。
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7. ［スナップインの追加と削除］ウィンドウで、［OK］をクリックします。

8. コンソールウィンドウで、［証明書（ローカルコンピューター）］ノードを展開します。
9. ［証明書（ローカルコンピューター）］ツリービューで、［信頼されたルート証明機関］ノードを見
つけます。
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10. ［信頼されたルート証明機関］ノードを右クリックして表示されるメニューで、［すべてのタスク］
> ［インポート］を選択します。

11. 証明書のインポートウィザードが開きます。
12. ［証明書のインポートウィザードの開始］ページで、［次へ］をクリックします。
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13. ［インポートする証明書ファイル］画面で［参照］をクリックしてインポートする証明書を探し、
［次へ］をクリックします。
訳注：
拡張子［.pfx］を選択してください。
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14. 秘密キーの保護ページで、証明書のパスワードを入力して［次へ］をクリックします。
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15. 証明書ストアページで、［次へ］をクリックします。

Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
118

ジュピターテクノロジー株式会社

16. 証明書のインポートウィザードの完了ページで、［完了］をクリックします。

17. 確認メッセージが表示されるので、［OK］をクリックします。
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18. 証明書はインポートされ、証明書ノードのコンソール画面に表示されます。［発行先］フィール
ドに、コンピューターの名前が含まれていることを確認してください。管理ツールをこのコンピュ
ーターにインストールし、管理ツールを開くときにはこのフォーマットのコンピューター名を使用
します。

19. コンソールウィンドウを閉じます。
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6.2.7

デフォルト Web サイトの HTTPS バインディングの設定

デフォルトの Web サイトに HTTPS をバインドする設定をするには、以下の手順を実行します。
1. インターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャーを開きます。


Windows 8 または Windows 7 の場合：
［コンピューター］ > ［管理］ > ［サービスとアプリケーション］ > ［インターネットインフ
ォメーションサービス（IIS）マネージャー］を開きます。



Windows Server 2012 または Windows Server 2008 の場合：
訳注：
Windows Server 2019/2016 も同様です。
Windows + R を押して、［ファイル名を指定して実行］ウィンドウで inetmgr と入力し、
［Enter］キーを押します。
注意：
Windows オペレーティングシステムのすべてのバージョンにおいて inetmgr コマン
ドを使用してインターネットインフォメーションサービスマネージャーを開く方法は共通
して使用できます。

2. 左ペインで対象コンピューターの名前のノードを開きます。
3. ［サイト］ノードを開きます。
4. ［Default Web Site］を選択します。
注意：
Default Web Site が見当たらない場合は、どのサイトを使用してもかまいません（サイト
の名前は設定に影響しません）。
5. 右にある［バインド］ナビゲーションリンクをクリックします。
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6. ［サイトバインド］ウィンドウが開きます。

7. ［サイト バインド］ウィンドウに 種類：HTTPS のバインドがない場合には、［追加］をクリック
します。
8. ［サイトバインドの追加］ウィンドウが開きます。
9. ［種類］ボックスで、［https］を選択します。

10. ［SSL 証明書］ドロップダウンリストの横にある［選択］をクリックします。
11. ［証明書の選択］ウィンドウが開き、既存の証明書のリストが表示されます。
12. ［証明書の選択］ウィンドウで、管理ツール用に生成された証明書を選択し、［OK］をクリックし
ます。
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13. ［サイトバインドの追加］ウィンドウで、［OK］をクリックします。
14. ［サイトバインド］ウィンドウで、［閉じる］をクリックします。
15. これでインターネットインフォメーションサービス（IIS）の設定は終了です。管理ツールのインス
トールを開始できます。

6.3

管理ツールのインストール/アンインストール/バージョン
アップ

6.3.1

管理ツールのインストール

管理ツールをインストールするには、次の手順を実行します。
1. EkranSystem_ManagementTool_x.xx.xx.exe インストレーションファイルを実行します。
2. Welcome（ようこそ）ページで、［Next］（次へ）をクリックします。
3. End-User License Agreement（エンドユーザーライセンス契約）の条件を読み、［I Agree］
（同意する）をクリックします。
4. Connection Settings（接続設定）ページで、以下の設定を行い、［Next］（次へ）をクリックし
ます：


［Server address］（サーバーアドレス）ボックスに、サーバーがインストールされている
コンピューターの名前または IP アドレスを入力します。



［URL］フィールドに、IIS 内部で管理ツールを配置するフォルダーを入力します。管理ツ
ールを開く時に、この URL を使用します。
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5. Choose Install Location（インストール先の設定）ページで、インストール先フォルダーを入
力するか、または［Browse］（参照）をクリックして、インストール先フォルダーを指定します。
［Install］（インストール）をクリックします。
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6. インストレーションが始まります。進捗は Installing（インストール）ページに表示されます。
7. インストレーションプロセスが終了後、ウィザードの最終ページで［Finish］（完了）をクリックし
てウィザードを完了します。
8. 管理ツールは、インターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャーの Default Web
Site のアプリケーションとして表示されるか、他のサイトの https バインドのアプリケーション
として表示されます。

9. これでブラウザーから管理ツールを開くための設定が終了しました。

6.3.2

リモートアクセスのためのコンピューター設定

管理ツールをインストールしたコンピューターとは別のコンピューターから管理ツールを開きたい
場合、リモートからアクセスできるようにファイアウォールの設定を設定する必要があります。
管理ツールをインストールしたコンピューターからのみ管理ツールにアクセスする場合は、ファイア
ウォールを設定する必要はありません。
管理ツールがインストールされたコンピューターの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。
1. コントロールパネルで、［システムとセキュリティ］ > ［Windows ファイアウォール］を選択し
ます。
2. Windows ファイアウォールウィンドウで、［詳細設定］をクリックします。
3. Windows ファイアウォールの［詳細設定］ウィンドウで、［受信の規則］を右クリックして、［新
しい規則］を選択します。
4. ［新規の受信の規則］ウィザードが開きます。
5. ［規則の種類］ページで、［事前定義］を選択して、リストから［セキュア World Wide Web サ
ービス （HTTPS）］を選択し、［次へ］をクリックします。
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6. ［事前定義された規則］ページで、［World Wide Web サービス （HTTPS トラフィック）］チェ
ックボックスを選択し、［次へ］をクリックします。
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7. 操作ページで、［接続を許可する］を選択し、［完了］をクリックします。

8. これでファイアウォールの新しい受信の規則が作成されました。

6.3.3

管理ツールのバージョンアップ

管理ツールをバージョンアップするには、以下の手順を実行します。
1. 新しいバージョンの管理ツールのインストレーションファイル
（EkranSystem_ManagementTool.exe）を実行します。
2. The program is already installed（プログラムはインストール済み）ページで、［Update］
（アップデート）を選択して、［Next］（次へ）をクリックします。
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3. インストール手順に従います。
4. 管理ツールが新しいバージョンにバージョンアップされます。
訳注：
Ekran サーバーや Ekran 管理ツールのバージョンを上げた場合は、Web ブラウザーのキャッ
シュをクリアしてください。古いキャッシュが残っていると管理ツールが正しく表示されないことが
あります。

6.3.4

管理ツールのアンインストール

管理ツールをアンインストールするには、以下の手順を実行します。
1. コントロールパネルの［プログラムと機能］ウィンドウを開きます。
訳注：
Windows のバージョンによっては［アプリと機能］と表示されます。
2. プログラムと機能ウィンドウで、Ekran Management Tool（Ekran 管理ツール）アプリケーシ
ョンを見つけます。
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3. 右クリックコンテキストメニューで、［アンインストール］を選択します。
4. セットアップウィザードが開き、アンインストールが始まります。
5. プロセスが完了したら、［Close］（閉じる）をクリックして、セットアップウィザードを終了します。
6. 管理ツールがアンインストールされ、インターネットインフォメーションサービス（IIS）から削除
されます。

6.4

管理ツールを開く

管理ツールを開くには、以下の手順を実行します。
1. ブラウザーを開いて、アドレスバーに https://<管理ツールがインストールされたコンピュータ
ーの名前または IP アドレス>/<管理ツールのインストールで指定した URL アドレス>
を入力します。
例： https://ekransvr.domain.local/EkranSystem
注意：
信頼されたルート証明機関に証明書が追加されていない場合、またはブラウザーのアドレ
スに入力されたコンピューターの名前が証明書の発行先に合致しない場合、管理ツール
を開くと証明書のエラーが表示されます。
訳注：
自己署名証明書を使用している場合、エラーは必ず表示されます。

訳注：
Windows Server 上の IE で Ekran 管理ツールを開く場合は、［Internet Explorer セキ
ュリティ強化の構成］を無効にするか、Ekran 管理ツールのアドレスを信頼済みサイトに
追加する必要があります。

2. 管理ツールが開きます。
訳注：
管理ツールの初回起動時はログイン画面が表示されるまで時間がかかります。
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3. Ekran に追加済みのユーザーのユーザー名とパスワードを入力します


Ekran 内部ユーザーの場合：
ユーザー作成時に定義した、ログイン名とパスワードを入力します。



Windows ユーザーの場合：
<domain name>\<user name>の形式でログイン名と Windows の認証パスワードを入
力します。

Active Directory ユーザーグループが Ekran 管理ツールのユーザーに追加されている場合、
グループに所属するユーザーは、Windows の資格情報を使って管理ツールにログインでき
ます。
訳注：
管理ツールへの初回ログイン時にはユーザーの追加をまだ行っていませんので、デフォ
ルトの管理ユーザーである admin とそのパスワードを入力します。
次回の認証のためにログイン名を保存するには、［ログインアカウントを記憶する］チェックボッ
クスをオンにします。
注意：
複数のテナントに属するドメインユーザーは、管理ツールへのログイン中に必要なテナント
を選択するよう求められます。
4. 管理ツールの［ホーム］ページが開きます。
デフォルトでは、同時に１ユーザーのみが管理ツールにログインすることができます。別のユーザ
ーが別の IP アドレスから同じ資格情報を使用してログインすると、最初にログインしたユーザーは
強制的にログアウトされます。同時セッション設定は［構成］ ＞ ［システム設定］タブページで設
定することができます。
管理ツールへの初回接続時の起動には時間がかかります。これは IIS が常時使用されていない
場合は、IIS のプロセスが停止しており、開始に時間がかかるためです。
管理ツールを開くときに問題が発生した場合は、「トラブルシューティング」の章を参照してください。
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6.5

管理ツールのインターフェイス

管理ツールのインターフェイスは、次の領域に分かれています。


ナビゲーション（Navigation）ペイン



データビュー（Data View）ペイン



フィルタリング（Filtering）ペイン



ツールバー（Toolbar）

6.5.1

ペイン

6.5.1.1

ナビゲーションペイン

ナビゲーションペインは以下のナビゲーションリンクで構成されており、リンクをクリックすることで
管理ツールの異なるセクション間を移動することができます：


ホーム：
システムの状態、最近のユーザー操作、疑わしいユーザー操作などの情報を表示するダ
ッシュボードが表示されます。



セッションプレイヤー：
クライアントから受信した記録セッションのリストを表示します。表示されるセッションの数
はログインユーザーの監視結果の閲覧のクライアント権限によって異なります。



持ち出し用エクスポートの履歴：
セッションプレイヤーでエクスポートして出力されたセッションのリストを表示します。ユー
ザーはリストのダウンロードリンクをクリックすることで再生可能なファイルを保存できます。



レポート：
［レポート］タブページでレポートの種類とパラメーターを指定してレポートを作成します。
生成されたレポートはファイル保存またはプリントアウトが可能です。［スケジュールレポ
ート］タブページでレポート生成ルールの閲覧と管理を行います。



集計グラフ：
ユーザー操作に関する統計データが２つの縦棒グラフ（アプリケーション実行時間と URL
閲覧時間）の形で表示されます。
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ヘルスモニタリング：
システムの状態とサーバーコンピューターのリソースの消費状態を表示します。このペー
ジを使用できるのは、シングルテナントモードの場合は Administrators に属する Ekran 管
理ユーザー、マルチテナントモードの場合は、デフォルトテナントにおいてテナントとシステ
ム構成の管理権限を持った Ekran 管理ユーザーです。



パスワード管理：
パスワード管理機能におけるシークレット（自動入力されるユーザー名とパスワード）を管
理します。



クライアント管理：
システム内のすべてのクライアントに関する情報を表示します。ページに表示されるクライ
アントの数は、管理ツールにログインするユーザーに与えられた権限によって異なります。
さらに、クライアント管理ページからブロックユーザーリストを開くこともできます。



テナント管理：
テナントに関する情報が表示されます。



ユーザー管理：
Ekran 管理ユーザーに関する情報を表示します。ユーザー管理の管理権限を持つユー
ザーでログインする必要があります。



アクセス管理：
ソフトウェアトークン認証、ワンタイムパスワード、手動認証の設定を行うことができます。



アラート管理：
アラートとアラートのクライアントへの割り当てに関する情報を表示します。



ユーザー行動分析：
ユーザー行動のルールとユーザープロファイルに関する情報を表示します。



USB 監視設定：
USB 監視ルールのリストを表示します。クライアントのインストールと管理の管理権限を
持つユーザーでログインする必要があります。



シリアルキーの管理：
シリアルキーに関する情報が表示されます。キーのアクティベート行うことができます。こ
のページを使用できるのは、シングルテナントモードの場合は Administrators に属する
Ekran 管理ユーザー、マルチテナントモードの場合は、デフォルトテナントにおいてテナン
トとシステム構成の管理権限を持った Ekran 管理ユーザーです。
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構成：
次の各種設定を行えます。E メール送信設定、プレイヤーリンクの設定、システム設定、
カスタマイズ、ログ設定、チケットシステム統合、LDAP ターゲット指定、日付と時刻のフォ
ーマット、サーバー設定、データベース設定



管理ツールのログ：
管理ツールで実行された管理操作のログが表示されます。

6.5.1.2

データビューペイン

データビューペインには、クライアント、ユーザー、アラート、データベース、およびシリアルキーに
ついての情報の一覧が表示されます。

6.5.1.3

フィルタリングペイン

フィルタリングペインでは、クライアント、ユーザー、アラートをキーワードでフィルタリングでき、ま
たオンライン/オフライン/アンインストール/ライセンス割り当て済み/Windows/macOS/Linux の区
別によりクライアントの表示をフィルタリングできます。

6.5.2

ツールバー

管理ツールのツールバーでは、クライアント、ユーザー、アラートの基本的なアクションを実行する
ことができます。ツールバーのオプションは以下の通りです：


クライアント管理の場合：
クライアントグループの追加、クライアントのインストール、ライセンスの管理、アンインスト
ールキーの編集、クライアントのアンインストール、クライアントの削除、ブロックユーザー
リスト、ワンタイムパスワード



ユーザー管理の場合：
ユーザーの追加、ユーザーグループの追加



アラート管理の場合：
アラートの追加、複数アラートの管理、アラートのエクスポート、アラートのインポート、アラ
ートの共通設定



USB 監視設定の場合：
ルールの追加
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6.6

ログインユーザーのパスワードの変更

管理ツールにログインするためのユーザーアカウントのうち、ビルトイン管理者を含む内部ユーザ
ーは、管理ツールにログインした後にパスワードを変更することができます。Active Directory ユ
ーザーのパスワードは Active Directory 側で変更してください。
パスワードを変更するには、次の手順を実行します。
1. 管理ツールページの右上隅にあるユーザー名をクリックします。

2. ［アカウントの管理］ページが開きます。
3. ［現在のパスワード］ボックスに、現在のパスワードを入力します。
4. ［新しいパスワード］ボックスに、新しいパスワードを入力します。
5. ［パスワードの確認］ボックスにパスワードを再入力します。
6. ［パスワードの変更］をクリックします。

7. パスワードが変更されます。次回のログイン時に使用する必要があります。
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6.7
6.7.1

スマートカードを使用した管理ツールアクセス
概要

管理ツールは、システム全体を管理し、クライアントから受信した記録対象のセキュリティデータを
表示および分析する機能を提供するため、管理ツールへのアクセスを保護することが非常に重要
です。
ドメイン証明書でプロビジョニングされたスマートカードを使用して、管理ツールへの強力な認証ア
クセスを提供できます。ドメイン証明書を持つユーザーのみが管理ツールにアクセスできます。

6.7.2

スマートカードを使用してアクセスするための前提条件

スマートカードを使用した管理ツールのアクセス保護を設定するには、次の前提条件が必要です。
 Active Directory のドメインコントローラー
 認証機関（Active Directory 証明書サービス）
 証明機関に登録されたクライアント証明書を持つスマートカード
 Ekran 管理ツールが、ドメインのメンバーであるサーバーにインストールされていること
管理ツールへのアクセスにスマートカードを使用するには、次の設定が必要です。
1. クライアント証明書マッピング認証ロールの設定
2. クライアント証明書マッピング認証の構成

6.7.3

クライアント証明書マッピング認証ロールの設定

Windows Server 2012/2016 のクライアント証明書マッピング認証ロー
ルの設定
クライアント証明書マッピング認証ロールを設定するには、次の手順を実行します。
1. ［スタート］メニューで、［サーバーマネージャー］を選択します。
2. ナビゲーションペインで、次の手順を実行します。
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Windows Server 2016 の場合：
［ダッシュボード］を選択し、［役割と機能の追加］をクリックします。



Windows Server 2012 の場合：
［管理］メニューをクリックし、［役割と機能の追加］をクリックします。

3. 役割と機能の追加ウィザードが開きます。
4. 役割と機能の追加ウィザードで、［次へ］をクリックします。インストールタイプを選択し、［次
へ］をクリックします。宛先サーバーを選択して、［次へ］をクリックします。
5. サーバーの役割ページで、［Web サーバー（IIS）］＞［Web サーバー］＞［セキュリティ］の順
に展開し、［クライアント証明書マッピング認証］を選択します。［次へ］をクリックします。
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6. 機能の選択ページで、［次へ］をクリックします。
7. インストールオプションの確認ページで、［インストール］をクリックします。
8. 結果ページで、［閉じる］をクリックします。

Windows Server 2008 R2 のクライアント証明書マッピング認証ロールの
セットアップ
クライアント証明書マッピング認証ロールを設定するには、次の手順を実行します。
1. タスクバーで、［スタート］ボタンをクリックし、［管理ツール］をポイントして、［サーバーマネージ
ャー］をクリックします。
2. サーバーマネージャーの階層ツリーで、［役割］を展開し、［Web サーバー（IIS）］をクリックし
ます。
3. Web サーバー（IIS）ウィンドウで、［役割サービス］セクションまでスクロールし、［役割サービ
スの追加］をクリックします。
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4. 役割サービスの追加ウィザードの［役割サービスの選択］ページで、［クライアント証明書マッ
ピング認証］を選択し、［次へ］をクリックします。
5. インストールオプションの確認ページで、［インストール］をクリックします。
6. 結果ページで、［閉じる］をクリックします。

Windows 10/8/7 のクライアント証明書マッピング認証ロールのセットアップ
クライアント証明書マッピング認証ロールを設定するには、次の手順を実行します。
1. コントロールパネルを開きます。
2. コントロールパネルで、［プログラムと機能］をクリックし、［Windows の機能の有効化または
無効化］をクリックします。
3. ［インターネットインフォメーションサービス］＞［World Wide Web サービス］＞［セキュリティ］
の順に展開し、［クライアント証明書マッピング認証］を選択します。
4. ［OK］をクリックします。
5. ［閉じる］をクリックします。

6.7.4

クライアント証明書マッピング認証の構成

クライアント証明書マッピング認証を構成するには、次の手順を実行します。
1. インターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャーを開きます。


Windows Server 2012 または Windows Server 2016 を使用している場合：
タスクバーで、［サーバーマネージャー］＞［ツール］＞［インターネットインフォメーション
サービス（IIS）マネージャー］の順にクリックします。



Windows Server 2008 R2 を使用している場合：
タスクバーで、［スタート］ボタンをクリックし、［管理ツール］をポイントして、［インターネッ
トインフォメーションサービス（IIS）マネージャー］をクリックします。



Windows 10 または Windows 8 を使用している場合：
Windows キーを押しながら文字 X を押し、［コントロールパネル］をクリックします。
［管理ツール］をクリックし、［インターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャー］
をダブルクリックします。
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Windows 7 を使用している場合：
タスクバーで、［スタート］＞［コントロールパネル］の順にクリックします。
［管理ツール］をダブルクリックし、［インターネットインフォメーションサービス（IIS）マネー
ジャー］をダブルクリックします。

2. ［接続］ペインで、サーバー名をクリックします。
3. サーバーの［ホーム］ペインで、［認証］をダブルクリックします。
4. 認証ページで、右クリックコンテキストメニューの［有効にする］をクリックして、Active
Directory クライアント証明書認証を有効にします。
5. 他に有効な認証タイプがある場合は、右クリックコンテキストメニューで［無効］をクリックして
無効にします。
6. ［接続］ペインで、［サイト］＞［既定の Web サイト］の順に展開し、管理ツールの Web サイト
名（既定では EkranSystem）をクリックします。
7. 管理ツール Web サイトの［ホーム］ペインで、［SSL 設定］をダブルクリックします。
8. ［SSL 設定］ページで、［SSL が必要］オプションと［必須］オプションを選択し、［次へ］をクリッ
クします。［アクション］ペインで［適用］します。

6.7.5

スマートカードを使用して管理ツールを開く

保護を有効にした管理ツールにアクセスするには、次の手順を実行します。
1. 管理ツールログインユーザーのコンピューターにスマートカードを挿入します。
2. ブラウザーを開き、アドレスバーに
https：//<管理ツールがインストールされているコンピューターの名前または IP アドレス>/<
管理ツールのインストール中に指定された URL アドレス>を入力します。
例： https：//ekransvr.company.local/EkranSystem
3. ［Windows セキュリティ］ウィンドウで、スマートカードの PIN を入力します。［OK］をクリックし
ます。
4. 管理ツールのログインページが開きます。
5. 管理ツールユーザーのログイン名とパスワードを入力します。
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内部ユーザーを使用する場合、内部ユーザー作成時に定義されたログイン名とパスワ
ードを入力します。
注意：
管理ツールを初めて開くときは、Ekran サーバーのインストール中に定義されたログ
イン管理者（admin）とパスワードを入力します。



Windows ユーザーを使用する場合、ログイン名を<ドメイン名>\<ユーザー名>の形で入力
し、Windows 認証パスワードを入力します。
注意：
ユーザーにドメイン証明書がない場合、または証明書が一致しない場合、管理ツール
を開くときにブラウザーにエラーが表示されます。

7.
7.1

マルチテナントモード/シングルテナントモード
概要

デフォルトでは、Ekran はシングルテナントモードでインストールされるため、すべてのクライアント
と設定は、権限に応じてすべてのユーザーと共有されます。
必要に応じて、Ekran をマルチテナントモードで使用できます。このモードでは、テナント内のすべ
てのユーザーが自テナントのクライアントにアクセスできますが、他のテナントのクライアント、構
成、アラート、レポートなどにはアクセスできません。
マルチテナントモードは、Windows および Linux クライアントで使用できます。Linux クライアント
の場合、どのテナントに属するかを、クライアントのインストール時に指定します。
注意：
マルチテナントモードは、エンタープライズ版でのみ使用できる機能です

7.2

マルチテナントモード有効時の Ekran のユーザータイプ

マルチテナントモードには３種類のユーザータイプがあります。
注意：
テナント管理者またはテナント内のユーザーは、自テナントに属する情報のみを表示できます。
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7.2.1

デフォルトテナントの管理者（ベンダー管理者）

ベンダー管理者は次のアクションを実行できます。


シリアルキーの管理（シリアルキーのアクティベート、およびテナントへのライセンス付与）



テナントの管理：
◦ テナント一覧の表示
◦ テナントの追加
◦ テナントの編集
◦ テナントの削除



［ヘルスモニタリング］ページでシステムの状態の表示



サーバーのログファイルと管理ツールのログファイルをダウンロード



すべてのカスタム設定の構成。ただし、ベンダー管理者にテナントアカウントへのフルア
クセスを許可、カスタムメールの件名の指定、日付と時刻のフォーマット設定を除きます。



7.2.2

デフォルトテナントに対してテナント管理者が行えるすべてのアクションの実行

テナント管理者

テナント管理者は、テナント作成時にベンダー管理者が作成したアカウントです（デフォルトテナン
トの場合、ログイン名 admin とサーバーのインストール時に定義されたパスワードを持つユーザ
ーです）。テナント管理者は次のようなアクションを実行できます。


テナントユーザーの管理、テナントユーザーにアクセス許可を付与



テナントユーザーを含むユーザーグループの管理



クライアントのインストールパッケージを生成（クライアントをローカルインストールする時
に入力が要求される、システムが自動的に生成したトークンの表示も可能です）



クライアントグループの管理（自テナントに所属するクライアント用）



アンインストールキーの編集（自テナントに所属するクライアント用）



アラートの管理



USB 監視ルールの管理
Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
141

ジュピターテクノロジー株式会社



ベンダー管理者がテナントに付与したライセンスプールからの、ライセンスのクライアン
トへの割り当て



ブロックユーザーと手動認証対象ユーザーの管理



ソフトウェアトークン認証（時間ベースのワンタイムパスワード）とワンタイムパスワード
の管理



自テナントのクライアントが記録したセッションの表示、エクスポート、エクスポート結果
の検証



集計グラフ機能で、自テナントのクライアントに関する統計情報の表示



自テナントのクライアントから受信したデータを使用した、レポートの生成、レポートのス
ケジュール生成



テナントユーザーとテナント管理者の管理ツールログの表示



ダッシュボードの表示と管理



ヘルスモニタリングページの［オフラインクライアント］タブの表示



ベンダー管理者にテナントアカウントへのフルアクセスを許可



カスタムメールの件名の定義、日付と時刻のフォーマット設定の構成

7.2.3

テナントユーザー

テナントユーザーは、付与された権限に応じてテナント管理者と同じアクションを実行できます。

7.3

マルチテナントモードの有効化

マルチテナントモードを有効にするには：
1. テナントとシステム構成の管理権限を持つユーザーとして管理ツールにログインします。
2. 左側の［構成］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［システム設定］タブの［Ekran のモード］グループで、［マルチテナントモード有効］オプション
を選択し、［保存］をクリックします。
4. ナビゲーションペインに［テナント管理］ナビゲーションリンクが表示されます。
5. 左側の［テナント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
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6. ［テナント］ページで、ビルトインのデフォルトテナントを選択し、［テナントの編集］をクリックしま
す。
7. ［ライセンス］タブで、組み込みのデフォルトテナントから割り当て解除する各タイプのライセン
スの数を選択します。デフォルトテナントから割当て解除されたライセンスは、他のテナントに
割り当て可能になります。
8. テナントの追加を行います。
注意：
既にインストールされている Windows クライアントをテナントに移動するには、それらを再
インストールする必要があります。

7.4

テナント管理

7.4.1

テナントの表示

テナントは、管理ツールの［テナント管理］ページに表示されます。テナントのリストには、次の情報
が含まれています。


テナント名



テナント管理者



説明



テナントキー（クライアントが自身の所属するテナントを検出するために使用する一意の
識別子）



テナント管理ページでは、新しいテナントの追加と、既存のテナントの編集ができます
（編集画面でテナントの削除ができます）。

7.4.2

テナントの追加

新しいテナントを追加するには、次の手順を実行します。
1. テナントとシステム構成の管理権限を持つユーザーとして管理ツールにログインします。
2. 左側の［テナント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
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3. テナントページで、［テナントの追加］をクリックします。
4. ［テナントの詳細］タブで、テナント名と説明を定義します。
5. テナント管理者を登録するには、次の情報を定義します。


E メールを使用してテナント管理者を登録するには、［E メールを使用してテナント管理者
を登録する］オプションを選択し、［E メール］ボックスで E メールアドレスを定義します。
資格情報が記載されたメールがテナント管理者に送信されます。



ドメインユーザーまたはユーザーグループをテナント管理者として登録するには、［ドメイ
ンユーザーからテナント管理者を選択する］オプションを選択し、ドメイン名とユーザーま
たはユーザーグループ名を定義します。
注意：
複数のテナントに属するドメインユーザーは、管理ツールへのログイン時にどのテナ
ントにログインするか選択するよう求められます。
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6. ［ライセンス］タブで、テナントに付与する各タイプのライセンスの数を入力します。マルチテナ
ントモードを有効にした直後は、すべてのライセンスがデフォルトテナントに割り当てられてい
ることに注意してください。新しいテナントを作成する前に、新しいテナントに付与するライセン
スをデフォルトテナントから割り当て解除する必要があります。

7. ［完了］をクリックします。
8. テナントが追加され、［テナント］ページに表示されます。

7.4.3

テナントの編集

既存のテナントを編集するには、次の手順を実行します。
1. テナントとシステム構成の管理権限を持つユーザーとして管理ツールにログインします。
2. 左側の［テナント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. テナントページで、編集したいテナントの［テナントの編集］をクリックします。
4. 新しいテナントを追加するときと同じ方法で、各タブでテナントプロパティ等を編集します。
5. テナントが編集されます。
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7.4.4

付与済みライセンスの数の削減（解放）

テナントに付与済みのライセンスの数を減らすには、次の手順を実行します。
1. テナントとシステム構成の管理権限を持つユーザーとして管理ツールにログインします。
2. 左側の［テナント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［テナント］ページで、変更したいテナントの［テナントの編集］をクリックします。
4. ［ライセンス］タブで、付与されたライセンスの数を減らします。
注意：
付与済みライセンスを減らした結果、ライセンス数がテナントのクライアントが使用している
ライセンス数より少なくなった場合、一部のクライアントはライセンス非割り当て状態とな
り、ユーザー操作の記録ができなくなります。
5. ［完了］をクリックします。

7.4.5

テナント管理者へのメールの再送信

E メールを使用して登録したテナント管理者を変更する必要がある場合、またはテナント管理者が
パスワードを忘れた場合は、メールを再送信できます。
資格情報を含む電子メールをテナント管理者に再送信するには、次の手順を実行します。
1. テナントとシステム構成の管理権限を持つユーザーとして管理ツールにログインします。
2. 左側の［テナント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［テナント］ページで、再送したいテナントの［テナントの編集］をクリックします。
4. ［テナントの詳細］タブで、［E メールの再送信］をクリックします。
5. 新しいパスワードが記載されたメールが送信されます。

7.4.6

ドメインテナント管理者の変更

ドメインテナント管理者を変更するには、次の操作を行います。
1. テナントとシステム構成の管理権限を持つユーザーとして管理ツールにログインします。
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2. 左側の［テナント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. テナントページで、変更したいテナントの［テナントの編集］をクリックします。
4. ［テナントの詳細］タブの［テナント管理者］グループで、新しいドメイン名と新しいユーザーまた
はユーザーグループ名を定義します。
5. ［完了］をクリックします。ドメインテナント管理者が変更されます。ログイン名とパスワードは、
Active Directory の登録内容に従います。

7.4.7

テナントの削除

テナントを削除すると、テナント管理者はシステムとテナント内のすべてのデータとテナントユーザ
ーを管理できなくなります。テナント管理者が管理ツールにログインしているときにテナントが削除
されると、テナント管理者はすぐに管理ツールを利用できなくなり、管理ツールのいずれのページ
も表示されなくなります。
注意：
テナントが少なくとも 1 つのクライアントを持っている場合、そのテナントを削除することはできま
せん。テナントを削除するには、まず、すべてのクライアントをテナントで削除する必要がありま
す。
テナントを削除するには、次の手順を実行します。
1. テナントとシステム構成の管理権限を持つユーザーとして管理ツールにログインします。
2. 左側の［テナント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. テナントページで、削除したいテナントの［テナントの編集］をクリックします。
4. ［テナントの詳細］タブで、［テナントの削除］をクリックします。
5. 確認メッセージで、［削除］をクリックします。
6. テナントが削除されます。

7.4.8

管理ツールの別テナントへの切り替え

1. テナントとシステム構成の管理権限を持つユーザーとして管理ツールにログインします。
2. 左側の［テナント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
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3. テナントページが開きます。
4. ［テナント］リストから切り替えたいテナントを選択し、［切り替え（switch to）］リンクをクリックし
ます。
注意：
このアクションは、［このテナントへのベンダー管理者のフルアクセスを許可する］オプショ
ンを有効にしたテナントでのみ使用できます。

5. 管理ツールからログアウトされ、選択したテナント管理者として自動的に管理ツールに再ログ
インします。管理ツールでは、選択したテナントのテナント管理者が利用できるすべてのアク
ションを表示および実行できます。
6. ベンダー管理者アカウントに戻すには、ログオフしてベンダー管理者の資格情報でログインし
ます。

7.4.9

テナントへのベンダー管理者のフルアクセスを許可する

デフォルトでは、自テナントのテナント管理者、テナントユーザーのみがテナントデータにアクセス
できます。オプションで、テナント管理者はベンダー管理者にアクセスを許可できます。アクセスを
取得した後、ベンダー管理者はテナント管理者アカウントでログインでき、すべてのアクションをテ
ナント管理者として実行できるようになります。
ベンダー管理者にテナントへのアクセスを許可するには、次の手順を実行します。
1. テナント管理者として管理ツールにログインします。
2. 左側の［構成］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［システム設定］タブで、［このテナントへのベンダー管理者のフルアクセスを許可する］を選択
し、［保存］をクリックします。

Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
148

ジュピターテクノロジー株式会社

4. 警告メッセージで、［はい］をクリックします。
5. テナントへのアクセスがベンダー管理者に提供されました。これで、ベンダー管理者はテナン
ト管理者としてログインして閲覧できます。

8.

ライセンス

8.1

ライセンスに関する全般情報

クライアントから記録セッションの受信を開始するには、クライアントにライセンスを割り当てる必要
があります。ライセンスには 4 種類があります：
OS

ライセンス

OS の設定

記録対象となる
同時ユーザー
セッション数

ワークステーション

 Windows デスクトップ

-

1

-

2

OS
 Amazon または Azure
Cloud の Windows デ
スクトップ
 macOS
インフラストラクチャー

Windows Server

サーバー
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OS の設定

OS

ライセンス

記録対象となる
同時ユーザー
セッション数

ターミナルサーバー

Windows Server

リモートデスクトップサービス

無制限

（旧称ターミナルサービス）、
Citrix サーバー
またはアプリケーション配信
サーバーのインストール
または Microsoft Azure
または Amazon Web
Services
Linux/UNIX サーバー

Linux、Oracle Solaris、

-

無制限

IBM AIX

注意：
ワークステーションライセンスはサーバーOS に割り当てることはできません。

各 Ekran クライアントに割り当てることができるライセンスは 1 つだけです。Ekran サーバーへの
最初の接続時に、クライアントコンピューターのオペレーティングシステムに対応するライセンスが
自動的にクライアントに割り当てられます。ライセンスが自動的に割り当てられていない場合は、
クライアントにライセンスを手動で割り当てる必要があります。

8.2

デフォルトテナントの管理者によるライセンスの取得（ベ
ンダー管理者）

8.2.1

シリアルキーについて

管理ツールに初めてログインするとき、３つのワークステーションクライアントライセンス、３つの
Linux/UNIX サーバークライアントライセンス、および１つのターミナルサーバークライアントライセ
ンスを３０日間使用できるトライアルシリアルキーを要求できるポップアップが現れます。トライアル
シリアルキーは、リクエストフォームで指定したメールアドレスに送信されます。

Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
150

ジュピターテクノロジー株式会社

訳注：
日本では輸入販売元にライセンスをご請求ください。
マルチテナントモードでは、ベンダー管理者がシリアルキーをアクティベートし、アクティベートされ
たライセンスを各テナントに付与します。
トライアルライセンスは評価期間とクライアント数に制限があります。製品ライセンスを購入しライ
センスをアクティベートすると、購入数分のクライアントをアクティベートしたハードウェア上で永久
的に使用することができます。
５種類のシリアルキーを利用できます。


製品版シリアルキー：
指定台数のクライアントを無期限で使用できるキーです。
訳注：
バージョンアップやハードウェアの移行を行うには、サポート契約の継続が必要です。



評価用シリアルキー：
指定台数のクライアントをアクティベートから３０日間使用できるキーです。



更新シリアルキー：
アップデートとサポート期間（バージョンアップ可能期間）を延長するキーです。製品版シ
リアルキーに追加して使用します。



エンタープライズ版シリアルキー：
エンタープライズ版の機能を有効にするキーです。製品版シリアルキーに追加して使用
します。付録の Ekran システムの Standard および Enterprise エディションの詳細情報
を参照してください。



評価用エンタープライズ版シリアルキー：
エンタープライズ版の機能を３０日間有効にするキーです。評価用シリアルキーまたは
製品版シリアルキーに追加して使用します。



サブスクリプションシリアルキー：
サブスクリプション期間中使用できるキーです。



エンタープライズ版サブスクリプションシリアルキー：
サブスクリプション期間中エンタープライズ版の機能を有効にするキーです。
Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
151

ジュピターテクノロジー株式会社

製品版、評価用、更新の各シリアルキーには、次のデータが含まれています。


クライアントライセンス



アップデートとサポート期間

エンタープライズシリアルキーにはクライアントライセンスが含まれていません。また期間もありま
せん（無期限）。エンタープライズキーをアクティベートすると、データベースアーカイブ、SIEM 統
合、ワンタイムパスワード、ハイアベイラビリティモード、マルチテナントモード、パスワード管理、IP
フィルタリングなど、Ekran の追加機能が有効化されます。
購入したシリアルキーは、オンラインアクティベートによりアクティベートします。コンピューターがイ
ンターネットに接続されていない場合は、メーカーWeb サイトでキーをアクティベートし、アクティベ
ート済みシリアルキーを管理ツールで追加します（オフラインアクティベート）。シリアルキーの購入
については、輸入販売元（弊社）にお問い合わせください。
シリアルキーをアクティベートするには、デフォルトテナントの Administrators グループに属するユ
ーザーで管理ツールにログインする必要があります。
シリアルキーをアクティベートすると特定のコンピューターに紐づけられ、別のコンピューターでは
アクティベートできなくなります。
訳注：
ハードウェアのリプレイス等のために Ekran サーバーを別のマシンに移し替える場合は弊社に
ご連絡ください。決してシリアルキーの非アクティベートは行わないでください。

8.2.2

アップデート/サポート期間について

アップデート/サポート権利の終了日とは、製品のコピーにアップデートを適用できる期間の最終日
です。アップデートは、リリース日によって定義されます。アップデート/サポート期間が切れた後も
クライアントにライセンスを割り当てることができますが、システムをアップデート/サポート期間の
有効期限後にリリースされたバージョンに更新することはできません。
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訳注：
製品版シリアルキーをお持ちのお客様はサポート契約を切らした場合でも現行バージョン、現
行 HW 上で Ekran を無期限に使用できます。バージョンアップや HW の移行を行うには、サポ
ート契約を切らさずに継続する必要があります。サポート契約更新時に弊社より更新キーを送
付します。更新キーはアクティベートしなくても動作に影響はありませんが、バージョンアップ用
のインストーラーを実行するときは、この更新キーを事前にアクティベートするか、または弊社よ
りご案内する手順によりバージョンアップ用インストーラーを実行してください。

訳注：
Ekran 管理ツール上に表示されるアップデート/サポート権利の終了日は、契約上のサポート期
間とはずれが生じることがありますので、サポート期間についてはライセンス証書に記載の内
容を参照してください。

8.2.3

ライセンス状態の表示

管理ツールのシリアルキーの管理ページで、アクティベートまたは追加したシリアルキーの情報と
ライセンスの詳細を表示できます。
ライセンスの状態を表示するには管理ツールを開き、左側の［シリアルキーの管理］ナビゲーショ
ンリンクをクリックしてください。
次の情報が［SERIAL KEYS］タブに表示されます。


アップデート/サポート権利の終了日：
アップデート/サポート権利の終了日は、シリアルキーがアクティベートされた日付とアッ
プデート/サポート権利の期間に基づき算出されます。
訳注：
このため、契約期間と管理画面上の期間表示がずれることがあります。正しいサポー
ト契約の期間はライセンス証書をご覧ください



使用中ワークステーション/ターミナルサーバー/インフラストラクチャーサーバー/Linux
ライセンス：
使用可能な各タイプの Ekran クライアントの台数と、使用中（ライセンス割当て中）の
Ekran クライアントの台数が表示されます。複数のライセンスキーがアクティベートされ
ている場合は、各キーのライセンスが合計されて表示されます。



ライセンス非割当クライアント：
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ライセンスを割り当てられていないインストール済みクライアントの数が表示されます。


エンタープライズ版キー：
エンタープライズ版のシリアルキーが Ekran サーバーでアクティベートされているかが
表示されます。

シリアルキーの一覧には以下の情報が表示されます。


キー：
シリアルキー



アクティベート日



タイプ：
エンタープライズ、無期限（クライアントライセンス）、アップデート＆サポート、トライアル
（クライアントライセンス）、トライアルエンタープライズ



状態：
アクティベート済み/非アクティベート済み/有効期限切れ。



詳細：
有効期限/非アクティベート日、ライセンスのタイプと数

8.2.4

シリアルキーのオンラインアクティベート

シリアルキーをオンラインアクティベートでアクティベートするには、次の手順を実行します。
1. Ekran サーバーをインストールしたコンピューターが、インターネットに接続されていることを確
認します。
2. Administrators グループのユーザーとして管理ツールにログインします。
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3. 左側の［シリアルキーの管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
4. ［SERIAL KEYS］タブで、［オンラインアクティベート］をクリックします。
5. シリアルキーのアクティベート画面で、アクティベートするシリアルキーを入力します。複数の
キーをアクティベートする場合はセミコロンまたは改行で区切ります。［アクティベート］をクリッ
クします。
訳注：
CSV でキーを受け取った場合は先頭の列がシリアルキーです。CSV ファイルを開いて先
頭列の文字列をコピーしてください。

6. アクティベートされたシリアルキーがシリアルキーの管理画面に現れます。
7. 利用可能なクライアントライセンスの数ならびにアップデート/サポート権利の終了日が変更さ
れます。
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訳注：
シリアルキーのアクティベートが終わったら、各 Ekran クライアントにライセンスの割り当てが正
しく行われているかを確認して下さい。
1. Web ブラウザーで Ekran 管理ツールにログインします。
2. ［クライアント管理］ページを開きます。
3. ［クライアント管理］タブの右にある▼をクリックして［ライセンス管理］を選択します。
4. 表示されるクライアント一覧で［非割当て］が存在しないことを確認します。

8.2.5

アクティベート済みシリアルキーの追加（オフラインアク
ティベート）

Ekran サーバーの動作するコンピューターにインターネット接続の無い場合（オフライン環境の場
合）は、インターネット接続のあるコンピューターを使用してライセンスサイトでキーをアクティベー
トし、アクティベート済みキーをオフライン環境にコピーしてライセンスを追加することができます。
（ご不明点がありましたら輸入販売元にお問い合わせください。）

オフライン環境でのシリアルキーのアクティベート
シリアルキーをオフラインでアクティベートするには、次の手順を実行します：
1. Ekran のメーカーWeb サイトにアクセスして、UniqueIdentifierGenerator.exe ファイルをダウ
ンロードします。ダウンロードしたファイルを、Ekran サーバーをインストールしたコンピュータ
ーにコピーして実行します。
UniqueIdentifierGenerator.exe ファイルのダウンロード：
https://www.ekransystem.com/sites/default/files/ekransystem/UniqueIdentifierGenerato
r.exe
訳注：
UniqueIdentifierGenerator.exe を、確かに Ekran サーバーをインストールした Windows
Server で実行していることを今一度確認してください。Ekran サーバーをインストールした
Windows Server へのリモート接続に使用しているコンピューター等で実行して、関係のな
い ID を生成し、この誤った ID を使用することで Ekran の動作を止めてしまう事例が見ら
れます。
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2. Unique Identifier Generator（固有識別子の生成）画面が開きます。
3. ［Generate］（生成）をクリックし、コンピューターの固有識別子を生成します。
4. 固有識別子が生成されると、［Unique Identifier］（固有識別子）の下にあるテキストボックス
に固有識別子が表示されます。
5. テキストボックスからテキストファイルに固有識別子をコピーし、このファイルをリムーバブルド
ライブ等を使用し、インターネット接続可能なコンピューターに持ち込みます。
6. Ekran のメーカーWeb のライセンスサイトにアクセスします。
https://www.ekransystem.com/en/buy/offline-activation
7. 生成された固有識別子を Web ページの終わりに近い行の［Unique Identifier:］（固有識別
子）テキストボックス入力します。
8. シリアルキーをコピー＆ペーストによって［Serial keys:］(シリアルキー）テキストボックスに入
力します。複数のシリアルキーを入力する場合は改行やスペースによって区切ります。
訳注：
CSV でキーを受け取った場合は先頭の列がシリアルキーです。CSV ファイルを開いて、
先頭列の文字列をコピーしてください。
9. CAPTCHA（Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans
Apart）画像に表示されている文字列を、画像の隣のテキストボックスに入力します
10. ［Activate］（アクティベート）をクリックします。
11. activatedKeys.txt ファイルが生成されます。ファイルをリムーバブルドライブ等を使用して管
理ツールを開くコンピューターに持ち込みます。
注意：
生成された activatedKeys.txt ファイルを編集しないでください。

オフライン環境でのアクティベート済みシリアルキーの追加
アクティベート済みシリアルキーをオフラインモードで追加するには、以下の手順を実行します：
1. Administrators グループのユーザーとして管理ツールにログインします。
2. 左側の［シリアルキーの管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［SERIAL KEYS］タブで、［オフラインアクティベート］をクリックします。
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4. オフラインアクティベートページで、［ファイルの選択］をクリックし、activatedKeys.txt ファイル
を選択します。
5. ［追加］をクリックします。
6. 新しく追加されたシリアルキーがシリアルキーの管理ページに表示されます。
7. 使用可能なライセンスの数とアップデート/サポート期間の終了日が更新されます。
8. ネットワーク上にライセンスされたクライアントとライセンスされていないクライアントが両方存
在するときは、ライセンスされていないクライアントに手動でライセンスを割り当てる必要があ
ります。
訳注：
シリアルキーのアクティベートが終わったら、各 Ekran クライアントにライセンスの割り当てが正
しく行われているかを確認して下さい。
1. Web ブラウザーで Ekran 管理ツールにログインします。
2. ［クライアント管理］ページを開きます。
3. ［クライアント管理］タブの右にある▼をクリックして［ライセンス管理］を選択します。
4. 表示されるクライアント一覧で［非割当て］が存在しないことを確認します。

8.2.6

シリアルキーアクティベーションのためのプロキシサー
バー設定

ローカルネットワーク内のマシンに Ekran サーバーがインストールされている場合、インターネット
などの大規模なネットワークへはプロキシサーバーを介してアクセスされる場合があります。この
ような環境の場合、シリアルキーのアクティベーションで問題が発生しないように、Ekran サーバ
ーの構成ファイルでプロキシサーバー関連のパラメーターを定義する必要があります。
プロキシサーバーパラメーターを設定するには、以下の手順を実行します：
1. Ekran サーバーがインストールされているマシンで、EkranServer.exe.conf ファイルがある
フォルダーを開きます。
デフォルトインストールの場合は以下の場所にあります：
C:\Program Files\Ekran System\Ekran System\Server
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2. EkranServer.exe.conf ファイルを開きます。
3. BasicHttpBinding グループを見つけて、プロキシサーバーの IP アドレスとポート番号を定
義し、useDefaultWebProxy 値に false を設定します。
例：
//<basicHttpBinding>
<binding name="GetLicenseBinding"
proxyAddress="http://10.0.0.000:10"useDefaultWebProxy="false" />
<binding name="GUIDDeactivationBinding" proxyAddress="http://10.0.0.000:10"
useDefaultWebProxy="false" />
<binding name="GetLicensesByHwidBinding" proxyAddress="http://10.0.0.000:10"
useDefaultWebProxy="false" />
<binding name="GetTrialBinding" proxyAddress=http://10.0.0.000:10
useDefaultWebProxy="false" />
<binding name="GetLicenseByGuidBinding" proxyAddress="http://10.0.0.000:10"
useDefaultWebProxy="false" />
<binding name="GetActualVersionBinding" proxyAddress="http://10.0.0.000:10"
useDefaultWebProxy="false" />
</basicHttpBinding>
4. Ekran サーバーサービスを再起動します。
5. シリアルキーをアクティベートします。

8.2.7

シリアルキーの無効化

何らかの理由で Ekran の使用を中止する場合は、シリアルキーを無効にする（破棄する）ことがで
きます。
訳注：
輸入販売元からお客様にシリアルキーの無効化のお願いをする場合を除き、決してシリアルキ
ーの破棄を行わないでください。破棄したキーは二度と使用できなくなります。キーを別 HW に
移行したい場合は、移行手続きを行いますから、輸入販売元にご相談ください。
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シリアルキーを無効にするには、次の手順を実行します。
1. Ekran サーバーがインストールされているコンピューターでインターネット接続が使用できるこ
とを確認します。
2. Administrators グループのユーザーとして管理ツールにログインします。
3. 左側の［シリアルキーの管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
4. ［SERIAL KEYS］タブで、破棄するシリアルキーを選択し、［破棄（使用しないでください）］を
クリックします。
注意：
期限切れのシリアルキーを非アクティベートすることはできません。
5. 確認メッセージで、［永久破棄］をクリックします。
6. シリアルキーの管理ページの［状態］列で、非アクティベートされたシリアルキーが
Deactivated（非アクティブ化）として表示されます。
7. 利用可能なクライアントライセンスの数とアップデート/サポート権利の終了日が変更されま
す。

8.2.8

テナントに付与されたライセンスの表示

管理ツールのシリアルキーの管理ページで、各テナントに付与したライセンスに関する情報を表
示できます。
付与されたライセンスを表示するには、管理ツールを開き、左側のナビゲーションペインで［シリア
ルキーの管理］をクリックします。［GRANTED LICENSES］（付与されたライセンス）タブを選択し
ます。
付与されたライセンスの表には、次の情報が表示されます。


テナント名



ワークステーションライセンス/ターミナルサーバーライセンス/インフラストラクチャーサー
バーライセンス/Linux ライセンスの数
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8.3
8.3.1

ライセンス管理
ライセンス情報の取得（テナント管理者）

テナント管理者の場合、付与されたライセンスを表示するには、管理ツールを開き、左側の［ホー
ム］ナビゲーションリンクをクリックします。ページの上部のライセンスダッシュボードに、テナント内
のクライアントで使用可能なライセンスの数が表示されます。

8.3.2

クライアントライセンスの管理

クライアントライセンスの管理は、クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーが
管理ツールで行います。
クライアントへのライセンスの割り当てと割り当ての解除はいつでも手動で行えます。ライセンスは
オフラインクライアントに割り当てることができ、クライアントがオンラインになった後に適用されま
す。クライアントがアンインストールされた場合は、ライセンスは非割り当て状態となり、別のクライ
アントに割り当てることができます。
注意：
評価用シリアルキーの有効期限が切れると、クライアントから自動的にライセンス割当てが解
除され、データを受信できなくなります。
各タイプで使用されている使用中ライセンスと非割り当てライセンスの数は、管理ツールのシリア
ルキーの管理ページに表示されます。

１つのクライアントへのライセンス割り当て
１つのクライアントにライセンスを割り当てるには、次の手順を実行します：
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、リストからクライアントを選択し、［クライアントの編集］をクリックします。
4. クライアントの編集ページの［プロパティ］タブの［割当ライセンス］ボックスで、クライアントに割
り当てるライセンスの種類を選択します。
5. ［完了］をクリックします。
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6. ライセンスがクライアントに割り当てられます。

複数クライアントへのライセンス割り当て
複数のクライアントにライセンスを割り当てるには、次の手順を実行します：
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. タブ名クライアント管理の横にある V をクリックし、［ライセンスの管理］をクリックします。
4. ライセンスの管理ページで、ライセンスを割り当てるクライアントを選択します。
5. クライアントを選択した後、次のいずれかをクリックします：


推奨ライセンスの割当：
クライアントがインストールされているコンピューターの OS に基づいて自動的に割り当
てるライセンスのタイプを決定します。



ライセンスのタイプを指定して割当てる：
選択したクライアントに特定の種類の選択したライセンスを割り当てます。



ライセンスの解放：
選択したクライアントからライセンスの割り当てを削除します。

注意：
クライアントのライセンスタイプを別のタイプに変更する場合は、現在のライセンスの割り
当てを解除する必要はありません。ライセンスの解除は自動的に行われます。
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9.

ユーザーとユーザーグループの管理

9.1

概要

Ekran サーバーのインストール直後はデフォルトの admin アカウントのみが存在します。admin
のパスワードはサーバーのインストール時に指定します。admin は、Ekran で作業するためのす
べての権限を持っています。マルチテナントモードが有効になっている場合、admin アカウントは
ベンダー管理者であり、テナントを作成できます。
Ekran 管理ツールにアクセスできるユーザーを追加するには、ユーザーを新規作成し、権限を定
義してください。
Ekran ユーザーには以下の２つのタイプがあります：


内部ユーザー



Active Directory ユーザー（Windows ドメインユーザーと Windows ドメインユーザーグ
ループ）

複数のユーザーの権限を定義するには、ユーザーグループを作成します。ユーザーは複数のユ
ーザーグループに属することができます。マルチテナントモードでは、ユーザーとユーザーグルー
プはテナントごとに独立しています。
ユーザーがグループに追加されると、そのユーザーはグループに付与されたすべての権限を継
承します。ユーザーがグループから権限を継承した場合、この権限はグループからユーザーを削
除しない限り、削除されません。グループから割り当てられた権限に加え、各ユーザーに個別に
権限を追加することができます。
デフォルトでは、システムには３つのユーザーグループがあります。


すべてのユーザー：
作成したすべてのユーザーを含むグループ



Administrators：
システム内の管理機能を実行できるユーザーのグループ。ユーザーがこのグループに
追加された場合、そのユーザーは、システム内のすべての管理権限およびクライアント
へのアクセス権限を継承します。



Supervisors：
クライアントが記録したデータの監査を実行するユーザーのグループ。ユーザーがこの
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グループに追加された場合、そのユーザーは、すべてのクライアントの監視結果の閲覧
クライアント権限を受け取ります。


PAM Users：
管理ツールへアクセスする権限を持たないユーザーのグループ

また、他のカスタムユーザーグループを追加して、自分で管理することもできます。
ユーザーおよびユーザーグループの管理は、ユーザー管理の管理権限を持つユーザーにのみ
許可されています。

9.2

ユーザーとユーザーグループの表示

ユーザーとユーザーグループは、管理ツールのユーザー管理ページに表示されます。ユーザー
は、所属するユーザーグループによってグループ化されます。ユーザーのリストには、次の情報
が含まれています。


ログイン名



ファーストネーム



ラストネーム



説明

注意：
Active Directory のユーザーの場合、ファーストネームとラストネームは Ekran 管理ツールに最
初にログインした後に自動的に入力されます。
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特定のユーザーを見つけ出すには、ユーザー名の一部（ログイン名、ファーストネーム、ラストネ
ーム、説明）を入力ボックスに入力し、［Enter］キーを押します。
ユーザー管理ページで、新しいユーザー/ユーザーグループを追加し、既存のユーザー/ユーザー
グループを編集（削除を含む）できます。

9.3
9.3.1

ユーザー管理
ユーザーの追加

新しいユーザーを追加するには、次の手順を実行します。
1. 管理ツールにユーザー管理の管理権限を持つユーザーでログインします。
2. 左側の［ユーザー管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ユーザーページで、［ユーザーの追加］をクリックします。

4. ［ユーザータイプ］タブで、追加するユーザーのタイプを選択します。


内部ユーザーを作成するには、［内部ユーザーの追加］をクリックします。
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既存の Windows ユーザー/ユーザーグループを追加するには、［Active Directory ユ
ーザー/ユーザーグループの追加］をクリックします。

注意：
Active Directory ユーザーが既に２つ以上の Active Directory ユーザーグループに追加さ
れている場合、そのようなユーザーは管理ツールの独立したユーザーとして自分自身を追
加できません。適切な権限を持つ他のユーザーのみがそれらを追加できます。

5. ［ユーザーの詳細］タブで、次のいずれかの操作を行い、［次へ］をクリックします。


内部ユーザーの場合、ユーザーのログイン情報（ログイン名、パスワード）、ユーザーに
関する追加の情報を定義します。また、内部ユーザーが自動生成されたワンタイムパス
ワードを受け取るには、ワンタイムパスワードのあて先となるユーザーのメールアドレス
を定義します。
注意：
ログイン名とパスワードは必須です。ログイン名は一意である必要があります。マル
チテナントモードでは、異なるテナントのユーザーが同じログイン名を持つことはでき
ません。パスワードは８～１００文字で、大文字、小文字、記号、数字を含める必要が
あります。またパスワードには３文字以上連続した同じ文字を使用できません。ファー
ストネーム、ラストネーム、説明の最大長は２００文字です。
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Active Directory ユーザー/ユーザーグループの場合、［ドメイン］リストでドメインを選択
し、［ユーザー/ユーザーグループ］ボックスに少なくとも２文字を入力して、ユーザー/ユ
ーザーグループを検索します。

Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
167

ジュピターテクノロジー株式会社

注意：
Active Directory ユーザー/ユーザーグループは、［構成］ページで使用したいドメイン
の LDAP ターゲットを追加することで使用可能になります。LDAP ターゲットへの接続
が失われるとその間は使用できません。
6. ［ユーザーグループ］タブで、ユーザーが属するユーザーグループを選択します。特定のグル
ープを見つけ出すには、［フィルター条件としてキーワードを入力］ボックスにクライアント名/ク
ライアントグループ名を入力して、［フィルター］をクリックします。［次へ］をクリックします。
注意：
ユーザーは自動的にデフォルトの［すべてのユーザー］グループに追加されます。ユーザ
ーをこのグループから削除することはできません。
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7. ［管理権限］タブでユーザーに与える管理権限を選択し、［次へ］をクリックします。
注意：
ユーザーがユーザーグループから権限を継承している場合、新しい権限を追加することだ
けが可能です。継承している権限を削除するには、ユーザーをグループから削除する必要
があります。
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8. ［クライアント権限］タブで、クライアント/クライアントグループに対してユーザーの操作権限を
定義します：


対象となるクライアント/クライアントグループを選択します。特定のクライアント/クライア
ントグループを見つけ出すには、［フィルター条件としてキーワードを入力］ボックスにク
ライアント名/クライアントグループ名を入力して、［フィルター］をクリックします。



［権限の編集］をクリックして、クライアント/クライアントグループ権限ウィンドウでクライ
アント/クライアントグループに対してユーザーがもつクライアント権限を定義します。



すべてのクライアント権限を定義した後、［保存］をクリックしてクライアント権限/クライア
ントグループ権限ウィンドウを閉じます。

9. ［完了］をクリックします。
10. ユーザーが追加され、ユーザー管理ページに表示されます。
注意：
Active Dirctory ユーザーの場合、ユーザーが最初に Ekran 管理ツールにログインした時に、フ
ァーストネーム、ラストネームのプロパティが自動的に設定されます。

9.3.2

ユーザーの編集

既存のユーザーを編集するには、次の手順を実行します。
1. ユーザー管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［ユーザー管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ユーザーページで、目的のユーザーの［ユーザーの編集］をクリックします。
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4. 新しいユーザーを追加するときと同じ方法で、各タブでユーザーのプロパティと権限を編集し
ます。
注意：
各タブでの変更を保存するには、［次へ］または［完了］をクリックします。
5. ユーザーが編集されます。

9.3.3

ユーザーの削除

ユーザーを削除すると、ユーザーはシステムを使用できなくなります。管理ツールにログインして
いるユーザーを削除すると、ユーザーは管理ツールを利用できなくなり、ページが表示されなくな
ります。
ユーザーを削除するには、次の手順を実行します。
1. ユーザー管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［ユーザー管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ユーザー管理ページで、削除したいユーザーの［ユーザーの編集］をクリックします。
4. ［ユーザーの詳細］タブで、［ユーザーの削除］をクリックします。
5. 確認メッセージで、［削除］をクリックします。
6. ユーザーが削除されます。

9.4
9.4.1

ユーザーグループ管理
ユーザーグループの追加

新しいユーザーグループを追加するには、次の手順を実行します。
1. ユーザー管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［ユーザー管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ユーザー管理ページで、［ユーザーグループの追加］をクリックします。
4. ［グループプロパティ］タブで、ユーザーグループの名前を定義し、オプションでその説明を定
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義します。［次へ］をクリックします。
5. ［ユーザー管理］タブで、ユーザーグループに属するユーザーを選択します。特定のユーザー
を見つけるには、［フィルター条件としてキーワードを入力］ボックスに名前を入力し、［フィルタ
ー］をクリックします。［次へ］をクリックします。
6. ［管理権限］タブで、このユーザーグループに属するユーザーに付与する管理権限を選択しま
す。［次へ］をクリックします。
7. ［クライアント権限］タブで、権限を定義するクライアント/クライアントグループを見つけます。


特定のクライアント/クライアントグループを検索するには、［フィルター条件としてキーワ
ードを入力］ボックスに名前を入力し、［フィルター］をクリックします。



［権限の編集］をクリックし、クライアント権限/クライアントグループ権限ウィンドウで、ク
ライアント/クライアントグループに対してユーザーが持つクライアント権限を定義します。



すべてのクライアント権限を定義したら、［保存］をクリックしてクライアント権限/クライア
ントグループ権限ウィンドウを閉じます。

8. ［クライアント権限］タブで、［完了］をクリックします。
9. ユーザーグループが追加されます。

9.4.2

ユーザーグループの編集

既存のユーザーグループを編集するには、次の手順を実行します。
1. ユーザー管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［ユーザー管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ユーザー管理ページで、目的のユーザーグループの［ユーザーグループの編集］をクリックし
ます。
4. 新しいユーザーグループを追加するときと同じ方法で、各タブでユーザーグループのプロパテ
ィと権限を編集します。
注意：
各タブでの変更を保存するには、［次へ］または［完了］をクリックします。
5. ユーザーグループが編集されます。
Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
172

ジュピターテクノロジー株式会社

9.4.3

ユーザーグループの削除

ユーザーグループを削除しても、そのグループに属するユーザーは削除されません。グループが
削除されると、グループに属していたユーザーは、同一の権限が別のユーザーグループから継承
されているか、ユーザーに個別に付与されていない限り、このユーザーグループによって与えられ
た権限を失います。
注意：
［すべてのユーザー］という名前のユーザーグループを削除することはできません。

ユーザーグループを削除するには、次の手順を実行します。
1. ユーザー管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［ユーザー管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ユーザー管理ページで、削除したいユーザーグループの［ユーザーグループの編集］をクリッ
クします。
4. ［グループプロパティ］タブで、［グループの削除］をクリックします。
5. 確認メッセージで、［削除］をクリックします。
6. ユーザーグループが削除されます。

9.5
9.5.1

権限
概要

権限を使用すれば、ユーザーがシステムとクライアントに対しどの機能を実行できるかを定義でき
ます。権限には管理権限とクライアント権限の２つの種類があります：


管理権限：
ユーザーがシステム全体に対して実行できる操作を定義します。



クライアント権限：
選択したクライアントに対してユーザーが実行できる操作を定義します。

権限を定義できるのは、ユーザーまたはユーザーグループの追加/編集時です。
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グループに対して権限を定義すると、そのグループに属するすべてのユーザーが権限を継承しま
す。グループからユーザーに継承された権限を削除するには、ユーザーをグループから削除する
必要があります。グループから継承した権限とは別に、ユーザーに個別の権限を割り当てること
ができます。
注意：
ある Active Directory ユーザーが、管理ツールのユーザーとして登録されており、かつこのユ
ーザーが所属する Windows ドメインユーザーグループも管理ツールのユーザーとして登録さ
れている場合、Active Directory ユーザーに付与された権限は、ドメインユーザーグループに付
与された権限よりも優先されます。

9.5.2

管理権限

次の管理権限を利用できます：


ライセンス管理：
ユーザーはクライアントにライセンスを割り当てることができます。



ユーザー管理：
ユーザーはユーザー/ユーザーグループを追加、編集、削除し、また、それらの権限を定
義できます。また、ユーザーは管理ツールのログを閲覧できます。



クライアントのインストールと管理：
ユーザーはクライアントのインストール、クライアントグループの追加、編集、削除、アラ
ートの管理、アラート設定の定義、レポートスケジュールルールの作成と管理、レポート
ログの閲覧、E メール送信設定の定義、USB 監視ブロックルールの作成と管理、および
ブロックユーザーの管理を行うことができます。



データベース管理：
ユーザーはデータベースに関する情報の取得、データベースのクリーンアップの実行、
データベースからのクライアントの削除を行うことができます。



アーカイブデータの閲覧：
ユーザーはアーカイブデータベースからセッションを表示およびエクスポートできます。



テナントとシステム構成（デフォルトテナント）：
ユーザーはテナントの管理、テナントへのライセンスの付与と構成の定義を行うことがで
きます。また、ユーザーはシリアルキーをアクティベートおよび非アクティベートし、サー
バーおよび管理ツールのログファイルをダウンロードできます。
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注意：
シングルテナントモードでは、この権限はデフォルトで Administrators グループのユ
ーザーに付与され、他のグループのユーザーには付与できません。


管理ツールへのアクセス：
ユーザーは管理ツールを開いて使用できます。

9.5.3

クライアント権限

クライアント権限は、ユーザーがクライアントに対して実行できる操作を定義します。
ユーザーがクライアントのインストールと管理の管理権限を持っていない場合、そのユーザーがも
っているクライアント権限に含まれるクライアントのみ、管理ツールに表示されます。
注意：
クライアント権限は各クライアントまたはクライアントグループに対して個別に定義できます。

次のクライアント権限を利用できます：


クライアント構成の管理：
ユーザーはクライアント構成を定義できます。



記録の再生・閲覧：
ユーザーは次のことができます
◦ 管理ツールでセッションプレイヤーでのセッションの再生と持ち出し用エクスポート
の結果表示
◦ クライアント構成の閲覧
◦ 管理ツールでレポート生成



［Windows クライアント］テキスト（その他）の閲覧：
ユーザーはクライアントのユーザー操作記録中に取得されたクリップボードのテキストデ
ータを表示できます。



［Windows クライアント］クライアントのアンインストール：
ユーザーがクライアントをアンインストールできます。



二次認証ユーザー：
ユーザー二次認証が有効なクライアントで、このユーザーアカウントを使用したログイン
を許可します。二次認証機能は、Windows と Linux コンピューターで利用できます。
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9.5.4

権限の例

［ユーザーの編集］オプションを選択し、［管理権限］タブで付与したい権限の横にあるチェックボッ
クスを選択することにより、ユーザーの権限を定義できます。
ユーザーが複数のグループに属している場合、そのユーザーは各グループに定義されているす
べての権限を継承します。
注意：
ある Active Directory ユーザーが、管理ツールのユーザーとして登録されており、かつこのユ
ーザーが所属する Windows ドメインユーザーグループも管理ツールのユーザーとして登録さ
れている場合、Active Directory ユーザーに付与された権限は、ドメインユーザーグループに付
与された権限よりも優先されます。

例：
ユーザーであるジョーはグループ 1 とグループ 2 のユーザーグループに属しています。
また、［すべてのクライアント］グループに属しているクライアント 1 とクライアント 2 があります。
次の権限がジョー、グループ 1、グループ 2 に与えられています。
ユーザー/

管理権限

クライアント権限

ユーザーグループ
ユーザーグループ 1

ユーザーグループ 2

ユーザー ジョー

権限

対象

 ユーザー管理

ク ライ ア ン ト の ア

クライアント 1

 管理ツールへのアクセス

ンインストール

 データベース管理

記録の再生・閲

 管理ツールへのアクセス

覧

 クライアントのインストールと

記録の再生・閲

管理

クライアント 2

クライアント 1

覧

 データベース管理
 管理ツールへのアクセス

クライアント構成

すべてのクラ

の管理

イアント
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その結果、ユーザー ジョーは、次の権限を持つことになります。


管理権限
◦ ユーザー管理の権限（ユーザーグループ 1 から継承）
◦ 管理ツールへのアクセス（ユーザーグループ 1 と 2 から継承。ただしユーザー自身
も管理パネルへのアクセス権限を持つため、仮にユーザーグループ 1 または 2 が
削除またはこれらの権限が編集されたとしても管理ツールへのアクセスの管理権
限は保持されます。）
◦ データベース管理の管理権限（ユーザーグループ 2 から継承。また、ユーザーとし
て個別にデータベース管理の管理権限も付与されています。ユーザーグループ 2
が削除されたり権限が編集されたりして権限を継承しない場合でも、ユーザー独自
の権限としてデータベース管理の管理権限を持ち続けます）
◦ クライアントのインストールと管理の管理権限（ユーザーとして個別に権限を付与さ
れています）



クライアント 1 のクライアント権限
◦ クライアントのアンインストールの権限（ユーザーグループ 1 から継承）
◦ 記録の再生・閲覧の権限（ユーザー個別の権限として付与されているため）
◦ クライアント構成の管理の権限（ユーザー個別のクライアント権限として［クライアン
トの構成と管理］が［すべてのクライアント］グループに対して付与されており、クラ
イアント 1 が［すべてのクライアント］グループからこの権限を継承しているため）



クライアント 2 のクライアントアクセス許可
◦ 記録の再生・閲覧の権限（ユーザーグループ 2 から継承）
◦ クライアント構成の管理の権限（ユーザー個別のクライアント権限として［クライアン
トの構成と管理］が［すべてのクライアント］グループに対して付与されており、クラ
イアント 2 が［すべてのクライアント］グループからこの権限を継承しているため）

9.6
9.6.1

管理ツールのログ
概要

管理ツールのログは、管理ツールで実行された管理ツールのユーザーの操作に関する情報を含
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むログです。この情報は、管理者が管理ツール内のすべてのユーザーの操作を管理、監視する
のに役立ちます。
訳注：
Ekran クライアントマシン上の記録対象ユーザーの操作ではなく、管理ツールにおける Ekran
管理者の操作が記録されます。Ekran 管理者が必要以上に Ekran クライアントの記録を再生
したり、勝手に記録設定を変更したりしていないかを監査することができます。
管理ツールのログの表示は、ユーザー管理の管理権限を持つユーザーのみが使用できます。

9.6.2

管理ツールログの表示

ログを表示するには、管理ツールにログインし、左側の［管理ツールのログ］ナビゲーションリンク
をクリックします。
［管理ツールのログ］ページに、次のデータが表形式で表示されます。


時間：
操作が実行された日付と時間を表示します。



ユーザー名：
操作を実行したユーザー名を表示します。



ユーザーグループ：
ユーザーが所属するユーザーグループのリストを表示します。



カテゴリ：
実行された操作が所属するカテゴリを表示します。



アクション：
実行された操作を表示します。



対象：
操作により影響を受ける対象のリストを表示します。



詳細：
実行された操作についての追加情報を表示します。

ページごとに表示するログの項目数（１ページ当たり表示数）を定義できます：
10/50/100/200/500。
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管理ツールでユーザーが実行したすべての操作は、次のカテゴリにグループ分けされます。
1. アラート管理：
アラートの変更、エクスポート、インポート、削除、新しいアラートの作成、アラートの共通設定
の変更に関する情報が含まれます。
2. アラートプレイヤー：
アラートビューアーでのアラートイベントの閲覧に関する情報が含まれます。
3. アーカイブセッション閲覧：
セッションプレイヤーで開いたアーカイブセッションに関する情報、および表示されたアーカイ
ブセッションのスライドのエクスポートの実行に関する情報が含まれます。
4. ログの設定：
ログの設定の変更に関する情報が含まれます。
5. クライアントの編集：
クライアント設定の変更に関する情報が含まれます。設定の変更が複数あった場合、１つの
ログエントリにまとめられます。
6. クライアントグループの管理：
クライアントグループの設定の変更と、クライアントグループの削除、新しいクライアントグル
ープの作成に関する情報が含まれます。
7. クライアントのインストール/アンインストール：
クライアントのインストールとアンインストール、クライアントのアンインストールキーの変更に
関する情報が含まれます。
8. データベースのクリーンアップ：
手動クリーンアップと自動クリーンアップの実行と、自動クリーンアップ設定の変更に関する情
報が含まれます。
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9. データベース管理：
データベースの縮小、データベースのアーカイブおよびクリーンアップ、統計のアップデートに
関する情報が含まれます。
10. 日付と時刻の形式：
日付と時刻の表示形式についての変更に関する情報が含まれます。
11. 診断：
サーバーおよび管理ツールのログファイルの保存に関する情報が含まれます。
12. E メール送信設定：
メール送信設定の変更に関する情報が含まれます。
13. 持ち出し用エクスポートの履歴：
スライドのエクスポート、エクスポートされたスライドのダウンロードと削除、正当性テストの実
行に関する情報が含まれます。
14. ヘルスモニタリング：
ヘルスモニタリングページの［システムの状態］でのイベントレコードの削除に関する情報が含
まれます。
15. 集計グラフ：
アプリケーション実行時間および URL 閲覧時間のグラフが生成された際の対象クライアン
ト、クライアントコンピューターのユーザー、期間に関する情報が含まれます。
16. USB 監視設定：
USB 監視およびブロックルールの変更、ルールの削除、新しいルールの作成に関する情報
が含まれます。
17. LDAP ターゲット：
LDAP ターゲットの追加、編集、削除に関する情報が含まれます。
18. ログイン/ログオフ：
ユーザーのログイン/ログオフ（管理ツールのクローズ、セッションの期限切れなどを含む）に
関する情報を含みます。
19. ワンタイムパスワード：
ワンタイムパスワードの生成、使用、期限切れ、手動無効化に関する情報が含まれます。
20. レポート生成：
レポートの手動生成とレポートのスケジュール生成によるレポート生成、また生成されたレポ
ートのダウンロードに関する情報が含まれます。
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21. レポートスケジュール：
レポートスケジュールのルールの変更、ルールの削除と新しいルールの作成に関する情報が
含まれます。
22. シリアルキーの管理：
シリアルキーの追加、アクティベート、非アクティベートに関する情報が含まれます。
23. セッション閲覧：
セッションプレイヤーで開いたセッションに関する情報が含まれます。
24. チケッティングシステム統合：
チケッティングシステム統合の有効化と無効化、またチケッティングシステムへのアクセスパラ
メーターの編集に関する情報を含みます。
25. ソフトウェアトークン認証：
ソフトウェアトークン認証へのユーザーの追加と削除及びソフトウェアトークンのキーに関する
情報を含みます。
26. ブロックユーザー：
ブロックユーザーリストに追加または削除されたユーザーに関する情報が含まれます。
27. ユーザーグループの管理：
ユーザーグループの設定の変更、ユーザーグループの削除、新しいユーザーグループの作
成、クライアント権限および管理権限の変更に関する情報が含まれます。
28. ユーザー管理：
ユーザーの設定の変更、ユーザーの削除、新しいユーザーの作成、クライアント権限および
管理権限の変更が含まれます。

9.6.3

管理ツールのログの保護

管理ツールのログはログ改ざん攻撃から保護され、データはデータベースで暗号化されます。デ
ータベースの暗号化は、サーバーごとにユニークです。ログが変更されている場合は、ログデータ
が有効ではないという警告が表示され、無効なログエントリは赤色で表示されます。
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9.6.4

ログデータのフィルタリングと並べ替え

管理ツールのログのログレコード一覧をフィルタリングおよびソートできます。デフォルトでは、次
のフィルターが表示されます。


実行日時：
管理ツールのログレコードを、期間を指定してフィルタリングできます。フィルター後のロ
グレコードには、指定した期間のすべての管理ツールのログのレコードが含まれます。
期間を設定するには、次のいずれかを選択して［適用］をクリックします。
- 最近： N 日、N 週、または N 月を定義します。
- 範囲： 開始日と終了日を定義します。



実行者：
管理ツールのログレコードを、操作を実行した特定のユーザーを指定してフィルタリング
できます。



アクション：
管理ツールのログレコードを特定の操作を指定してフィルタリングでいます。

上記以外のフィルターを追加するには、［その他の条件］をクリックして、開いたリストからフィルタ
ーを選択します。


ユーザーグループ：
管理ツールのログレコードを、操作を実行したユーザーが属するユーザーグループを指
定してフィルタリングできます。



カテゴリ：
管理ツールのログレコードを操作が属するカテゴリを指定してフィルタリングできます。
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対象：
管理ツールのログレコードを操作の影響を受ける対象を指定してフィルタリングできます。

管理ツールログレコード一覧で管理ツールのログのレコードを並べ替えるには、目的の列ヘッダ
ーをクリックします。列のソート順を昇順から降順、またはその逆に変更できます。ソート順を変更
するには、列ヘッダーにソート矢印が表示されているヘッダーをもう一度クリックします。
データが列でソートされていない場合、ソート矢印は表示されません。
フィルターされた管理ツールのログレコードをエクスポートするには、［管理ツールのログ］タブの
横にある▼をクリックし、［フィルターしたレコードを CSV にエクスポート］を選択します。［名前を付
けて保存］ウィンドウで、データを保存する場所を参照し、［保存］をクリックします。

10. Windows クライアント
10.1

概要

Windows クライアントは、ターゲットコンピューターにインストールしてユーザー操作を記録するプ
ログラムです。記録されたデータは、Windows クライアントからサーバーへ送信され、管理ツール
で閲覧することができます。
権限に応じて、ユーザーはクライアントをリモートでインストール/アンインストールし、構成を管理
し、クライアントグループを管理できます。

10.2

Windows クライアントによる監視

Windows クライアントは次のように機能します。


各 Windows クライアントは、コンピューターの起動時に自動的に起動します。



Widnows クライアントは、リモートとローカルの両方のセッションを記録します。
ライセンスのタイプごとに同時に記録できるセッション数は異なります。
- ワークステーション：
１セッション（ローカルまたはリモートセッションのうち１セッション）
- インフラストラクチャーサーバー（Windows Server）：
２同時セッションまで
- ターミナルサーバー：
複数同時セッション（ライセンス上制限なし）
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訳注：
Windows Server にワークステーションライセンスを割り当てることはできません。


ユーザーのログインからログオフまでをセッションといいます。セッションはビデオ（一連
のスライドのセット）と対応しており、ログイン/ログオフ（コンピューターの再起動を含む）
により、新しいセッションが開始され、１本のビデオとしてスクリーンキャプチャーの記録
が開始されます。１セッションの最大継続時間は２４時間です。00:00 にすべてのセッシ
ョンが終了します。その終了後、新しいセッションが自動的に開始されます。（終了したセ
ッションのステータスはライブから終了に変更されます。）



ユーザーが複数のモニターで作業している場合、Windows クライアントはすべてのモニ
ターのスクリーンショットを作成します。



Windows クライアントは、サーバーに記録データを送信します。クライアント側で、記録
データを圧縮してサーバーに送信します。
クライアント側のデータ圧縮を無効にするには、Windows のレジストリエディターで、
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EkranSystem\Client キーを選択し、新しい
値を追加します。
◦ 値の種類： DWORD（32 ビット）
◦ 値の名前： Compression
◦ 値のデータ： 0



サーバーとの接続がない場合、クライアントは、記録データをローカルディスクに一時保
存し、接続が回復すると自動的にサーバーに送信します。クライアントのインストールフ
ォルダー内の“OfflinePool.dat”と“OfflinePool.dat-journal”ファイルに格納されてい
ます。（バージョンによっては、“TempWrite.dat”というファイル名のことがあります。）
これら一時保存データ（オフラインキャッシュ）は次の条件では書き込みが停止すること
があります：
◦ クライアントのインストール時に指定した、オフラインキャッシュの容量の上限に
達した時
◦ ローカルドライブの空き容量が 500 MB 以下になった時。



スクリーンキャプチャーの作成頻度は、Windows クライアントでは以下の通りです。
◦ ユーザーによるキーボード入力時には、スライドは１０秒に１回作成されます。
◦ ユーザーによるマウスクリック時には、スライドは３秒に１回作成されます。
◦ ユーザーによるアクティブウィンドウの変更時には、スライドは３秒に１回作成さ
れます。
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これらのスクリーンキャプチャーの生成頻度はクライアントの Windows レジストリの
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EkranSystem\Client キーを編集することで
調整できます。


キーボード入力時のスクリーンキャプチャー生成頻度：
◦ 値の名前：



SmartScrTimer

マウスクリック時のスクリーンキャプチャー生成頻度：
◦ 値の名前：

SmartScrTimerMouse

上記のスクリーンキャプチャー作成トリガーは通常相互に影響しあい、通常は生成の平均頻度は
上昇します。

10.3
10.3.1

Windows クライアントのインストール
概要

Windows クライアントは管理ツールからリモートインストールを行うことによりデプロイすることが
可能です。
Windows クライアントのリモートインストールを行うには、事前にネットワーク環境を設定する必要
があります。お使いのコンピューターがドメインではなくワークグループに属している場合は、各リ
モートコンピューターの Adminstrator アカウントのユーザー名とパスワードが必要です（ローカル
Administrators に属しているだけでは不十分です）。ドメイン環境の場合は、ドメインの
Administrators に属するユーザーのユーザー名とパスワードが必要です（Administrator でなくて
も問題ありません）。
Windows クライアントは、管理ツールで生成されたインストールパッケージを使用してローカルで
インストールすることもできます。事前に設定を定義してクライアントのインストールパッケージを
作成すれば、同一設定のクライアントを各コンピューターにインストールすることができます。イン
ストールパッケージを使用したローカルインストールは管理ツールからのリモートインストールが
使用できない場合や、ネットワーク内のコンピューターがワークグループ構成で各コンピューター
が同じ管理者アカウントを持っていないときに使用します。
訳注：
Ekran Windows クライアントのリモートインストールは、Ekran サーバーと同一のネットワークセ
グメント（ブロードキャストドメイン）に属する Windows に対してのみ実施可能です。リモートイン
ストールではなくローカルインストールを実施するケースが多いと考えられます。
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10.3.2

リモートインストールのための環境の設定

Windows クライアントのインストールの前提条件
Windows クライアントのリモートインストール/アンインストールがうまくいかない場合、大部分はシ
ステムまたはネットワークの設定により解決します。


リモートコンピューターがオンラインであり、ネットワーク経由でアクセス可能でなければ
なりません。



リモートコンピューター上で共有フォルダーがアクセス可能でなければなりません。コン
ピューターをワークグループで使用する場合は、簡易ファイルの共有（共有ウィザード）
を無効にする必要があります。（ドメインでコンピューターを使用する場合は、この要件
は無視できます）。



リモートコンピューターにログイン可能なドメイン管理者（Administrators）またはローカ
ル管理者（Administrator）のユーザー名とパスワードを知っておく必要があります。



サーバーとリモートプロシージャコール（RPC）システムサービスがリモートコンピュータ
ーで動作中である必要があります。



Windows XP/Vista ではファイアウォールがリモートコンピューター上で適切に設定され
ていなければなりません。



Windows8、Windows7、Windows Server 2012、Windows Server 2008 のファイアウ
ォールでは、受信接続でリモートサービス管理（RPC）が許可されている必要があり、フ
ァイルとプリンターの共有オプションも有効になっている必要があります。



Windows 7 SP1 および Windows Server 2008 R2 SP1 では、新しい SHA-256 コード
署名のため、Microsoft Security Advisory 更新 3033929 をインストールする必要があ
ります。https://docs.microsoft.com/en-us/securityupdates/SecurityAdvisories/2015/3033929



Ekran サーバーがローカルシステムアカウントではなく、ユーザーアカウントで実行され
ている場合、このユーザーに必要な権限が割り当てられている必要があります。

サーバー側の Windows ファイアウォールで、Ekran サーバーの実行ファイルが TCP ポート 9447
の通信を受信できるよう許可してください。（サーバーとクライアントの接続）
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注意：
サーバーのインストール中に、Windows ファイアウォールが有効である場合は、このルールは
Windows ファイアウォールに自動的に追加されます。
クライアントのリモートインストールで起こりうる問題を回避するために、上記の条件が満たされて
いることを確認してください。

Windows XP での簡易ファイル共有の無効化
Windows XP で簡易ファイルの共有を無効にするには、次の手順を実行します
1. マイコンピュータを開きます。
2. メニューで［ツール］ > ［フォルダオプション］を選択します。
3. フォルダーオプションウィンドウで、［表示］タブを選択します。
4. ［簡易ファイルの共有を使用する］オプションをオフにします。

5. ［適用］および［OK］をクリックして、ウィンドウを閉じます。

Windows 8.1、Windows 8、Windows 7 で共有ウィザードを無効にする
Windows 8.1、Windows 8、Windows 7 で共有ウィザードを無効にするには、次の手順を実行し
ます。
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1. フォルダーオプションウィンドウを開きます。


Windows 8.1/Windows 8 の場合：
コントロールパネルを開き、デスクトップのカスタマイズを選択します



Windows 7 の場合：
コンピューターを開き、［整理］ > ［フォルダーと検索オプション］を選択します。

2. フォルダーオプションウィンドウで、［表示］タブを選択します。

3. ［共有ウィザードを使用する］オプションをオフにします。
4. ［適用］および［OK］をクリックして、ウィンドウを閉じます。

システムサービスの確認
サーバーとリモートプロシージャコール（RPC）システムサービスが実行されていることを確認する
には次の手順を実行します。
1. ［コンピューター］を右クリックして、［管理］を選択します。［コンピューターの管理］ウィンドウが
開きます。
2. ［サービスとアプリケーション］ノードを展開し、［サービス］を選択します。Windows サービス
にすばやくアクセスするには、Windows + R を押し、［ファイル名を指定して実行］テキストボ
ックスに［services.msc］と入力し、［Enter］キーを押します。
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3. サービスの一覧から Server サービスと Remote Procedure Call （RPC）サービスを探しま
す。両方のサービスが実行されていることを確認してください。（ステータスに開始と表示され
ます。）

4. 一方または両方のサービスが実行されていない場合は、手動で開始します。サービスを開始
するには、サービスを右クリックして、コンテキストメニューから［開始］を選択します。選択した
サービスが開始されます。

Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003 のファイアウォ
ールのセットアップ
Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003 でファイアウォールを無効にする必要は
ありません。クライアントを正常にリモートインストールするには、ファイルとプリンターの共有オプ
ションを有効にする必要があります。
Windows Vista、Windows XP、および Windows Server 2003 ファイアウォールをセットアップす
るには、次の手順を実行します。
1. ［スタート］ > ［コントロールパネル］ > ［Windows ファイアウォール］を選択します。
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2. ［Windows ファイアウォール］ウィンドウで、［例外］タブを選択します。

3. ［例外］タブで、［ファイルとプリンターの共有］オプションを有効にします。
4. ［OK］をクリックします。
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Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows
Server 2012、Windows Server 2008 用のファイアウォールのセットア
ップ
Windows 10 、Windows 8.1 、Windows 8 、Windows 7 、Windows Server 2012 、Windows
Server 2008 ではファイアウォールを無効にする必要はありません。クライアントのリモートインス
トールを行うには、受信方向の接続で［リモートサービス管理（RPC）］規則が許可されている必要
があり、［ファイルとプリンターの共有］オプションも有効である必要があります。
受信の規則でリモート管理サービス（RPC）を有効にするには次の操作を行います：
1. ［コントロールパネル］ > ［システムとセキュリティ］ > ［Windows ファイアウォール］を選択
します。
2. ［Windows ファイアウォール］ウィンドウで、［詳細設定］をクリックします。

3. ［セキュリティが強化された Windows ファイアウォール］ウィンドウで、［受信の規則］をクリッ
クし、規則の一覧で［リモートサービス管理（RPC）］規則をダブルクリックします。
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4. ［リモートサービス管理（RPC）のプロパティ］ウィンドウが開きます。
5. ［全般］タブで、［全般］の下の［有効］を選択し、［接続を許可する］をクリックします。

6. ［詳細設定］タブの［プロファイル］で、リモートコンピューターとサーバーの接続に使用される
ネットワークのプロファイルを選択します。
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7. ［適用］、［OK］の順にクリックして設定を保存し、［プロパティ］ウィンドウを閉じます。
8. Windows ファイアウォールウィンドウを閉じます。
［ファイルとプリンターの共有］オプションを有効にするには、次の手順を実行します。
1. ［コントロールパネル］ > ［システムとセキュリティ］ > ［Windows ファイアウォール］を選択
します。
2. ［Windows ファイアウォール］ウィンドウで、［Windows ファイアウォールによるプログラムま
たは機能を許可する］をクリックします。
3. 開いた［許可されたプログラム］ウィンドウで、［設定の変更］をクリックします。
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4. ［ファイルとプリンターの共有］チェックボックスを有効にし、［OK］をクリックします。

10.3.3

管理ツールで Windows クライアントのリモートインス
トール

10.3.3.1

概要

管理ツール上の操作により Windows クライアントをリモートインストールすることが可能です。ネ
ットワーク上のすべてのコンピューターが、同じドメイン管理者のアカウントでログイン可能ならば、
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リモートインストールは非常に簡単に行えます。
Windows クライアントのリモートインストールは、以下の２つのステップで実行できます。このステ
ップを行うには、クライアントのインストールと管理の管理権限が必要です：
1. クライアントをインストールするコンピューターを選択します。
2. インストールパラメーターを定義し、クライアントをインストールします。

10.3.3.2

コンピューターの選択

クライアントをインストールするコンピューターを選択するには、次の手順を実行します。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで、管理ツールにログインしま
す。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、［クライアントのインストール］をクリックします。

4. クライアントのインストールページが開きます。このページでは、以前インストールが失敗した
コンピューターも表示されます。

5. クライアントをインストールするコンピューターを検索する方法を選びます：


ネットワークの全てのコンピューターのリストから、コンピューターを選択するには、［ネッ
トワークスキャンで指定］をクリックします。



IP アドレスの範囲（IPv4 または IPv6 アドレス）によってコンピューターを選択するには、
［IP アドレスで指定］をクリックします。
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コンピューター名でコンピューターを選択するには、［コンピューター名で指定］をクリック
します。

6. 検索結果の選択ウィンドウで：


［新規検索の開始］をクリックし、パラメーターを指定してコンピューターを検索します。



［前回の検索結果］をクリックして、前の検索で見つかったコンピューターを選択します。
まだ検索を実行していない場合は、このボタンは表示されません。

7. ［IP アドレスで指定］オプションを選択した場合、［コンピューターのスキャン］画面が開きま
す。［開始アドレス］と［終了アドレス］のボックスに、IP アドレスの範囲（IPv4 または IPv6）を
入力し、ネットワークをスキャンします。コンピューターを１台だけ検索するには、両方のボック
スに同じ IP アドレスを入力します。［スキャン］をクリックします。

8. ［コンピューター名で指定］オプションを選択した場合、［コンピューターの追加］画面が開きま
す。Windows クライアントをインストールしたいコンピューター名を［名前］ボックスに入力し、
［スキャン］をクリックします。コンピューター名を区切るには、セミコロンを使います。コンピュ
ーター名はフルネームで指定しなければならないことに注意してください。
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9. スキャンのプロセスが開始されます。見つかったコンピューターのリストは自動的に更新され
ます。更新されない場合は、［更新］をクリックします。
10. スキャンのプロセスが終了したら、クライアントをインストールしたいコンピューターの横にある
チェックボックスを選択し、［次へ］をクリックします。

11. 選択したコンピューターが［クライアントのインストール］ページのリストに追加されます。

12. このリストから一部のコンピューターを削除する場合は、選択したコンピューターの隣にある
［リストから削除する］リンクをクリックします。
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10.3.3.3

Windows クライアントのリモートインストールプロセス

Windows クライアントをインストールするコンピューターをすべて選択したら、インストールを開始
します。選択したすべてのコンピューターが正しく設定されていることを確認してください。

Windows クライアントのリモートインストール
Windows クライアントをリモートでインストールするには、次の手順を実行します。
1. ［クライアントのインストール］ページで、［インストール］をクリックします。
2. ［クライアントの構成］ページで、Windows クライアントが接続する Ekran サーバーの名前/IP
アドレスを定義し、インストールするクライアントのクライアント構成を定義します。［次へ］をク
リックします。
注意：
Ekran クライアントが Ekran サーバーに正常に接続できるよう、サーバーアドレスは静的
IP アドレスを設定してください。クラウドベースのサーバーでは固有の外部 IP アドレスを使
用する必要があります。複数の IP アドレスやサーバー名をセミコロンで区切って記述する
ことができます。
3. ［インストール用アカウント］画面で、クライアントをインストールするターゲットコンピューター
の管理者権限を持つユーザーのユーザー名とパスワードを入力します。［インストール］をクリ
ックします。


コンピューターがドメインにある場合、ドメイン名とドメインの管理者のユーザー名とパス
ワードを入力します。



コンピューターがワークグループにある場合、ターゲットコンピューターのローカル
Administrator のユーザー名とパスワードを入力します（ユーザーが Administrators に
属するだけでは不十分です）。

ドメインボックスに何も入力しないと、入力されたユーザー名とパスワードはターゲットコンピ
ューターのローカルユーザーとみなされ、クライアントは、<ターゲット PC 名>\<ユーザー名>
というアカウントでインストールされます。
［訳注］
うまくインストールができない場合はドメインボックスにターゲットコンピューター名を入力し
ます。
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［注意］
ワークグループ環境ではリモートインストールを行うにはすべてのコンピューターの
Administrator のパスワードが同一である必要があります。同一でない場合は、インストー
ルパッケージをローカルで実行しクライアントをデプロイします。

4. インストールプロセスが開始されます。インストールの進行状況は、クライアントのインストー
ルページで自動的に更新されます。更新されていない場合は、［更新］をクリックします。

注意：
サーバーとの接続が失敗した場合、クライアントはインストールされません。
5. インストールが終了すると、インストールされたクライアントが［すべてのクライアント］グループ
の［クライアント］ページに表示されます。一部のクライアントのインストールが失敗した場合、
これらのコンピューターは［クライアントのインストール］リストに残り、［リトライ］をクリックして
インストールを再開できます。
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既存の.INI ファイルを使用したリモートインストール
管理ツールでクライアント構成を作成し、.ini ファイルを保存済みの場合、その.ini ファイルを
Windows クライアントのインストールに使用できます。
既存の.ini ファイルを使用して Windows クライアントをリモートでインストールするには、次の手順
を実行します。
1. クライアントのインストールページで、［既存の.ini ファイルでインストールする］をクリックしま
す。
2. INI ファイル選択ページで、［ファイルの選択］をクリックして、新しいクライアントの構成に使用
する.ini ファイルを選択します。
パラメーター（RemoteHost 以外）が設定されていないか正しくない場合はデフォルト値が設
定されます。RemoteHost パラメーターは、このタイプのインストールでは無視されます。
Windows クライアントは、管理ツールが接続されているサーバーに接続します。

3. .ini ファイルを選択して、［インストール］をクリックします。クライアントをリモートからインストー
ルするときと同様にインストールを継続します。

10.3.4
10.3.4.1

Windows クライアントのローカルインストール
概要

管理ツールで生成したクライアントインストールファイルを使って、ローカルで Windows クライアン
トをインストールすることができます。管理ツールでクライアントインストールファイルを生成するに
は２つの方法があります：


インストールパッケージを生成し、パッケージ生成中に Windows クライアント構成を設
定します。



クライアントインストールファイル（.exe）を使用して、既定のパラメーターでクライアントを
インストールします。
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注意：
SHA-256 コード署名が必要なため、Windows 7 SP1 および Windows Server 2008 R2 SP1
で Ekran クライアントを動作させるには、マイクロソフトセキュリティアドバイザリアップデート
3033929 をインストールする必要があります。https://technet.microsoft.com/jajp/library/security/3033929.aspx

10.3.4.2

Windows クライアントインストールパッケージ

インストールパッケージは、2 つのコンポーネントで構成されています。


署名済み EkranSystemClient.exe インストールファイル



クライアントの接続先のサーバーとクライアントの記録パラメーターを含む
EkranSystemClient.ini 構成ファイル。

以 下 の 表 に Windows ク ライ ア ン ト の イ ン スト ー ルパ ラ メー ター を示 し ます 。パ ラ メー ター
（RemoteHost 以外）で、設定されていないか正しくないパラメーターがある場合は、デフォルト値
が使用されます。
訳注：
エンタープライズ版キーが必要な機能も含まれていますから、ご注意ください。

サーバー名 / IP アドレス
パラメーター

説明

デフォルト値

RemoteHost

Ekran サーバーがインストールされているコ

（リモートホスト）

ンピューターの名前または IP アドレス。複数

なし

のコンピューターの名前または IP アドレスを
カンマまたはセミコロンで区切って入力できま
す。
注意：
サーバーIP アドレスは、クライアントがサー
バーに接続するために、スタティックである必
要があります。クラウドベースのサーバーで
は固有の外部 IP アドレスを使用する必要が
あります。
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パラメーター

説明

デフォルト値

RemotePort

クライアントがサーバーに接続するための

（リモートポート）

Ekran サーバーポート。デフォルトでは、

9447

9447 に設定されています。

ユーザー操作記録の頻度設定
パラメーター

説明

デフォルト値

EnableActivity

アクティブウィンドウが変更されたときにユー

有効

（アクティブウィンドウトリガ

ザー操作を記録

ーを有効にする）

 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効

EnableWndNmChanges

ウィンドウ名が変更されたときにユーザー操

（ウィンドウ名（タイトル）トリ

作を記録

ガーを有効にする）

有効

 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効

EnableKBandMouse

マウスクリックとキーボード入力でユーザー操

（キーボードとマウストリガ

作を記録。

ーを有効にする）

有効

 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効

EnableTimer

ユーザー操作を記録するトリガーとして一定

（タイマートリガーを有効に

の時間間隔を使用する場合は有効にします。

する）

無効

 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効
訳注：
ユーザー操作がない場合でも、指定した秒
間隔でスクリーンショットを作成する動作を
します。
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パラメーター

説明

デフォルト値

Timer

秒単位でのユーザー操作の記録間隔。

30

（タイマー）

この期間は 30 秒未満にすることはできませ
ん。
訳注：
この設定は EnableTimer が有効の場合
にのみ有効です。

スクリーンショットの設定
パラメーター

説明

デフォルト値

EnableScreenshotCreati

ユーザー操作の記録時にスクリーンショットを

有効

on

生成
 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効

EnableCaptureActiveWi
ndowOnly

アクティブウィンドウのみを記録

無効

 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効

ColorDepth
（色数）

スクリーンショットの色数


7 ： 4 bits（グレイスケール）



8 ： 8 bits カラー

7（4 bits（グレ
イスケール））

 16 ： 24 bits カラー
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監視パラメーター
パラメーター

説明

デフォルト値

EnableClipboardMon

コピーアンドペーストを記録

有効

 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効
訳注：
クリップボード内のテキスト文字列が記録さ
れます。
EnableSystemIdleDetect

システムのアイドルイベントの検出

有効

 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効
EnableIdleForceTimeout

ユーザーが非アクティブのときにアイドルイ

有効

ベントを生成
 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効
訳注：
ウィンドウタイトルが Idle である操作が記録
されます。
IdleForceTimeout

アイドルイベントを生成するまでの時間間隔

15

この期間は 5 分未満にすることはできませ
ん。デフォルトでは、15 分に設定されていま
す。
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パラメーター

説明

デフォルト値

EnableSwiftUsernameMo

SWIFT ネットワークへのログインに使用さ

無効

nitoring

れるユーザー名の記録
 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効
注意：
このパラメーターは、
EnableScreenshotCreation = 1 の場合
にのみ機能します。

EnableSoundCapturing

音声データの記録

無効

 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効

キーストローク記録パラメーター
パラメーター

説明

デフォルト値

EnableKeystrokes

キーストロークのログ記録（キーロガー）

有効

（キーストロークの記録を有
効にする）

StartSessionOnKeyword

 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効
キーストロークに、管理ツール上で指定され

無効

たキーワードを検出するとユーザー操作の
記録を開始します。
 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効
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パラメーター

説明

デフォルト値

Keywords

StartSessionOnKeyword が有効な時に使

空

用されるキーワードのリスト
drugs,medicine のようにキーワードはカン
マで区切って複数を入力できます。複数の
キーワードは OR 論理で評価されます。各
キーワードは LIKE が適用されます。例え
ば、drug の指定に対し、drugstore もセッシ
ョン開始のキーワードとして取り扱われま
す。
KeystrokeFiltering

キーストロークのフィルター記録

無効

 値が［disabled］（無効）の場合、キース
トロークフィルタリングは無効になり、す
べてのアプリケーションが監視されま
す。
 値が［include］の場合、キーストローク
フィルタリングは Include モードで有効
になり、
KeystrokeFilteringAppNames また
は KeystrokeFilteringAppTitles にリ
ストされているアプリケーションのみが
監視されます。
 値が［exclude］の場合、キーストローク
フィルタリングは exclude モードで有効
になり、
KeystrokeFilteringAppNames また
は KeystrokeFilteringAppTitles にリ
ストされていないアプリケーションのみが
監視されます。
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パラメーター

説明

デフォルト値

KeystrokeFilteringAppNa

カンマ（例：word.exe,skype.exe）で区切ら

空

mes

れているアプリケーション名のリスト
アプリケーション名は OR 論理で結合され
ます。また LIKE 演算子が名前に適用され
ます。（例： word.exe がリストに含まれる場
合、WINWORD.EXE も監視対象となりま
す）。

KeystrokeFilteringAppTitl

カンマ（Facebook,Google）で区切られたア

es

プリケーションのウィンドウタイトルのリスト

空

ウィンドウタイトルは OR 論理で結合されま
す。また LIKE 演算子がウィンドウタイトル
に適用されます。（Facebook がタイトルに
含まれる場合には、Facebook-Messages
ウィンドウも監視対象となります）。

ログ設定
パラメーター

説明

デフォルト値

MonLogging

クライアントコンピューター上での監視ログ

無効

（監視ログ）

の作成
 値が 0 の場合は監視ログの作成は無
効
 値が 1 の場合はテキスト形式の監視ロ
グが LogPath パラメーターの場所に作
成されます。
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パラメーター

説明

デフォルト値

LogPath

監視ログを作成するパス

C：

（ログパス）

環境変数（%appdata%、%temp%など）を
使用できます。

\ProgramData
\Ekran
System\MonL
ogs

EventLoggingEnabled

Ekran クライアントの動作ログを Windows

無効

イベントログに出力（エラー、警告、情報な
ど）
 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効
LogLevelThreshold

Windows イベントログに保存されるログエ

無効

ントリの重大度
 値が 0 の場合は、エラーレベルのログ
エントリのみが書き込まれます。
 値が 1 の場合は、エラーと警告レベル
のログエントリが書き込まれます。
 値が 2 の場合は、エラー、警告、情報レ
ベルのログエントリが書き込まれます。
注意：
このパラメーターは、
EventLoggingEnabled = 1 の場合にのみ
機能します。

URL 監視
パラメーター

説明

デフォルト値

URLMonitoring

URL アドレスの監視

有効

（URL 監視）

 値が 1 の場合はオプション有効
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パラメーター

説明

デフォルト値

 値が 0 の場合はオプション無効

MonitorTopDomain

記録する URL をトップレベルとセカンドレベ

（トップレベルドメインの監視）

ルのドメイン名に絞ります。

有効

（例：www.example.com/help/ のうち
www.example.com のみを記録します。）
 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効
注意：
このパラメーターは、URLMonitoring=1 の
ときのみ有効です。

アプリケーションフィルタリング
パラメーター

説明

デフォルト値

FilterState

アプリケーションフィルタリングの状態

無効

（アプリケーションフィルタリ
ングの状態）

 値が［disabled］（無効）の場合は、アプリ
ケーションフィルタリングは無効になり、す
べてのアプリケーションが記録されます。
 値が［include］（含まれる）の場合は、ア
プリケーションのフィルタリングは有効に
なっており、FilterAppName または
FilterAppTitle に記載されているアプリ
ケーションのみが記録されます。
 値が［exclude］（除外）の場合は、アプリ
ケーションフィルタリングは有効であり、
FilterAppName または FilterAppTitle
に記載されていないアプリケーションのみ
が記録されます。
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パラメーター

説明

デフォルト値

FilterAppName

カンマ（例： word.exe,skype.exe）で区切ら

空

（アプリケーションフィルタリ

れているアプリケーション名のリスト

ングのアプリケーション名）

アプリケーション名は OR 論理で結合されま
す。また LIKE 演算子が名前に適用されま
す。（例： word.exe がリストに含まれる場合
WINWORD.EXE も監視対象となります）。

FilterAppTitle

カンマ（Facebook,Google）で区切られたアプ

（アプリケーションフィルタリ

リケーションのウィンドウタイトルのリスト

ングのウィンドウタイトル
名）

空

ウィンドウタイトルは OR 論理で結合されま
す。また LIKE 演算子がウィンドウタイトルに
適用されます。（Facebook がタイトルに含ま
れる場合には、Facebook-Messages ウィン
ドウも監視対象となります）。

ユーザーフィルタリング
パラメーター

説明

デフォルト値

UserFilterState

ユーザーのフィルタリングの状態

無効

（ユーザーフィルタリングの
状態）

 値が［disabled］（無効）の場合は、全ユ
ーザーの操作が記録されます。
 値が［include］（含まれる）の場合は、ユ
ーザーのフィルタリングは有効になってお
り、UserFilterNames でリストされるユー
ザーの操作のみが記録されます。
 値が［exclude］（除外）の場合は、ユーザ
ーのフィルタリングは有効になっており、
UserFilterNames でリストされないユー
ザーの操作のみが記録されます。
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パラメーター

説明

デフォルト値

UserFilterNames

カンマで区切られたユーザー名のリスト（例：

空

（ユーザーフィルターの名

work\jane, work\john）

前）

名前は OR 論理で結合されます。アスタリス
ク（*）が名前/ドメインのマスクとして使用でき
ます。（例：*\administrator や*\admin*）

追加オプション
パラメーター

説明

デフォルト値

EnableProtectedMode

クライアントの保護モード

無効

（プロテクトモードを有効に
する）

クライアント関係のプロセス停止、ファイル削
除等を禁止します。
 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効

UpdateAutomatically

クライアントアップデートモード

有効

 値が 1 の場合はクライアントの自動アップ
デートが有効になります。
訳注：
Ekran サーバーをバージョンアップ
すると、Ekran クライアントも自動で
バージョンアップされます。
 値が 0 の場合は自動更新が無効になりク
ライアントは手動でバージョンアップする
必要があります。
DisplayClientIcon
（クライアントアイコンのトレ
イへの表示）

クライアントアイコンをトレイに表示

無効

 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効
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パラメーター

説明

デフォルト値

JumpServerMode

ジャンプサーバーモード

無効

訳注：
エンタープライズ版かつ Terminal Server ク
ライアントの環境で、パスワード管理モジュ
ールが使用可能になります
 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効
OfflineClientDetection

指定された期間を超えてオフラインになって

無効

いるクライアントに関する通知
 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効
OfflineClientDetectionIn

クライアントが［ロスト］（指定期間以上オフラ

terval

イン）として検出されるまでの期間

OfflineClientNotification

ロストクライアント検知時の通知先 E メールア

Email

ドレス

01d00h00m

空

セミコロンで区切って複数アドレスを指定でき
ます。

時間フィルタリング
パラメーター

説明

デフォルト値

MonitorTimeFilterState

ユーザー操作を行う時間を指定

無効

（時間フィルタリングの状
態）

 値が［disabled］（無効）の場合、24 時間
操作記録が行われます。
 値が［include］の場合、指定した曜日と
指定した時刻の範囲のときに記録が行わ
れます
 値が［exclude］の場合、指定した曜日と
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パラメーター

説明

デフォルト値

指定した時刻の範囲のときには記録が行
われません。

MonitoringDays

ユーザー操作の記録を行う/行わない曜日を

Mon,Tue,We

指定

d,Thu,Fri

複数の曜日が OR 論理で評価されます。
MonitoringHours

ユーザー操作の記録を行う/行わない時刻を

8:00-18:00

指定

IP アドレスフィルタリング
パラメーター

説明

デフォルト値

IPFilterState

リモート IP アドレスフィルタリングの状態

無効

 値が［disabled］（無効）の場合、Ekran ク
ライアントがインストールされたコンピュー
ターへの接続元コンピューターの IP アド
レスによるフィルタリングは行われず、す
べての接続元からのユーザー操作を記録
します。
 値が［includePublic］の場合、フィルタリ
ングは include モードで有効になり、接
続元パブリック IP アドレスが、
IPFilterAddresses に記載されている場
合にのみユーザー操作を記録します。
 値が［excludePublic］の場合、フィルタリ
ングは exclude モードで有効になり、接
続元パブリック IP アドレスが、
IPFilterAddresses に記載されていない
場合のみユーザー操作を記録します。
 値が［includePrivate］の場合、フィルタリ
ングは include モードで有効になり、接
続元プライベート IP アドレスが、
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パラメーター

説明

デフォルト値

IPFilterAddresses に記載されている場
合のみユーザー操作を記録します。
 値が［excludePrivate］の場合、フィルタ
リングは exclude モードで有効になり、
接続元プライベート IP アドレスが、
IPFilterAddresses に記載されていない
場合のみユーザー操作を記録します。
IPFilterValue

カンマで区切られた IP アドレスのリスト

空

（例：10.100.0.1,10.100.0.2 など）
IP アドレスは OR 論理で結合されます。アス
タリスク（*）をマスクとして使用できます
（10.200.*.*など）。

認証オプション
パラメーター

説明

デフォルト値

NotificationMessage

システムへログインするユーザーに表示され

このコンピュー

（通知メッセージ）

るメッセージの内容

ターで行った

EnableNotification が有効な場合のみ、当
パラメーターが使用されます。

操作は記録さ
れます。セキ
ュリティーポリ
シーに従って
コンピューター
を使用してくだ
さい。

EnableNotification

システムへログインするユーザーに通知メッ

（通知メッセージの有効化）

セージを表示するオプション

無効

 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効
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パラメーター

説明

デフォルト値

RequireTicketNumber

ユーザーのログイン時にチケットナンバーの

無効

入力要求
チケットナンバーはチケッティングシステムの
統合機能が有効な時に使用できます。
 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効

二要素認証と二次認証
パラメーター

説明

デフォルト値

EnableForcedAuth

クライアントがログインするユーザーに表示す

無効

（強制認証（二次認証）の有

る追加のログインダイアログ

効化）

 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効

EnableOneTimePasswo

ログインするユーザーがワンタイムパスワー

rd

ドを使用してログイン

（ワンタイムパスワード有効
化）

 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効

EnableTwoFactorAuth

ユーザーのログイン時に時間ベースのワンタ

（ソフトウェアトークン認証

イムパスワードを要求

有効化）

無効

無効

 値が 1 の場合はオプション有効
 値が 0 の場合はオプション無効
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高度なオプション
パラメーター

説明

デフォルト値

InstallDir

クライアントのインストールフォルダー

%ProgramFile

環境変数（%appdata%、%temp%など）を使用で
きます。

LocalCacheLimit

s%\Ekran
System\Ekran
System

クライアントのオフラインデータキャッシュの容量

500

（MB）

TenantKey

クライアントが所属するテナントを検出するために

<キー値>

使用する一意の識別子

10.3.4.3

Windows クライアントインストールパッケージの生成

インストールパッケージを生成するには、次の手順を実行します。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで、管理ツールにログインしま
す。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、［クライアントのインストール］をクリックします。
4. クライアントのインストールページで、［インストールパッケージ（ファイル）を保存する］をクリッ
クします。
5. インストールパッケージ（ファイル）の保存ページで、ドロップダウンリストから［Windows］オプ
ションを選択し、［Windows クライアントインストールパッケージ（.ini + .exe）］をクリックしま
す。
6. インストールパッケージの作成ページで、クライアントが接続するサーバーの名前/IP アドレ
ス、クライアントに適用するクライアントの設定を定義し、必要な場合は、［インストーラー（設
定）を編集から保護する］を有効にし、［ディスクに保存］をクリックします。
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注意：
サーバーIP アドレスは、クライアントがサーバーに正常に接続するために、スタティックで
ある必要があります。クラウドベースのサーバーでは固有の外部 IP アドレスを使用する必
要があります。
7. インストールパッケージが正常に作成され、コンピューターにダウンロードされます。ダウンロ
ード設定は、ブラウザーの設定によって異なります。

10.3.4.4

カスタム監視パラメーターを使用した Windows クライアントの
ローカルインストール

インストールパッケージを使用して Windows クライアントをローカルインストールするには、次の
手順を実行します。
1. ターゲットコンピューターの同一フォルダー内にパッケージ（EkranSystemClient.exe インス
トールファイルと EkranSystemClient.ini ファイル）をコピーします。
2. ターゲットコンピューターの管理者アカウントで EkranSystemClient.exe インストールファイ
ルを起動します。
訳注：
右クリックして管理者として実行をクリックします。

訳注：
インストールに成功した場合は特にメッセージは表示されません。インストーラーを２回実行
してしまわないようご注意ください。
3. クライアントがインストールされます。コンピューターの名前が管理ツールにあるクライアント
管理ページに表示されます。

10.3.4.5

Windows クライアントインストールファイル（.exe）のダウンロ
ード

Windows クライアントインストール用のファイルをダウンロードするには、次の手順を実行します。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで、管理ツールにログインしま
す。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
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3. クライアントページで、［クライアントのインストール］をクリックします。
4. クライアントのインストールページで、［インストールパッケージ（ファイル）を保存する］をクリッ
クします。
5. インストールファイルのダウンロードページで、ドロップダウンリストから［Windows］オプショ
ンを選択し、［Windows クライアントインストーラー（.exe）］をクリックします。
6. ファイルのダウンロードが開始されます。ダウンロード設定は、ブラウザーの設定によって異
なります。

10.3.4.6

.ini ファイルなし Windows クライアントのローカルインストール

このタイプのインストールでは、Windows クライアントをデフォルト構成でインストールできます。こ
の方法では、クライアントのインストールに必要なのは EkranSystemClient.exe ファイルのみで
す。デフォルトのパラメーターを含む EkranSystemClient.ini ファイルが自動的に生成されます。
インストールファイルを使用して対象のコンピューターに Windows クライアントをローカルインスト
ールするには、以下の手順を実行します。
1. ダウンロードした EkranSystemClient.exe ファイルをターゲットコンピューターにコピーし、
次のいずれかを実行します。


ターゲットコンピューターの管理者アカウントで EkranSystemClient.exe インストール
ファイルを開始します。
訳注：
右クリックして［管理者として実行］をクリックします。
次に、開いたウィンドウで、サーバーがインストールされているコンピューターの名前と
IP アドレスを入力し、［Install］をクリックします。



管理者のコマンドプロンプト（cmd.exe）で、次を入力します。
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EkranSystemClient.exe /ServerName = <サーバー名>
注意：
サーバーへの接続ができない場合は、インストールは失敗し、エラーメッセージが表
示されます。
訳注：
インストールに成功した場合は特にメッセージは表示されません。インストーラーを
２回実行してしまわないようご注意ください。

2. クライアントがインストールされます。インストールされたクライアントは、管理ツールのクライ
アント管理ページのリストに表示されます。

10.3.4.7

*.msi でグループポリシーを介したインストール

MSI を使用してグループポリシーを介して選択したコンピューターグループにクライアントをインス
トールすることができます。
グループポリシーを介してクライアントをインストールする場合は、初めにサーバーパラメーターを
含む構成ファイルを作成しなければなりません。このファイルは Microsoft Orca を使用して作成で
きます。

構成ファイルの作成
Microsoft Orca を使用して構成ファイルを作成するには、次の手順を実行します。
1. agent.msi ファイルを右クリックして［Edit with Orca］を選択します。
2. 画面上部にある［Transform］をクリックし、［New Transform］を選択します。

3. Tables ペインで［Property］をクリックします。
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4. 開いたペイン上で右クリックし、［Add Row］を選択します。

5. ［Add Row］画面で以下のサーバーパラメーターを指定して［OK］をクリックします。


Property: SERVER_NAME



Value: <Server IP>
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6. ［Transform］をクリックし、［Generate Transform］を選択します。

7. .mst ファイルに名前を付けて保存します（例：EkranSystemClient.mst）。

グループポリシーを介したインストール
グループポリシーを介してインストールを行うには、以下の手順を実行します。
1. 共有フォルダーを作成して agent.msi と作成した.mst ファイルを置きます。
この共有フォルダーへ Ekran クライアントをインストールする予定のすべてのコンピューター
からアクセスできることを確認してください。
2. ドメインコントローラー上で［スタート］ ＞ ［管理ツール］ ＞ ［グループポリシー管理］をクリッ
クします。
3. ［グループポリシーオブジェクト］を右クリックして［新規］をクリックします。
4. 新しいグループポリシーオブジェクトの名前（例：Ekran System Client installation）を入力し
て［OK］をクリックします。
5. 新しいオブジェクトとお使いのドメインをリンクするために、ナビゲーションペインでお使いのド
メインを右クリックして［既存の GPO のリンク］をクリックします。
6. GPO の選択画面で、作成したグループポリシーオブジェクトを選択して［OK］をクリックしま
す。
7. 認証済みユーザーを削除するには、ナビゲーションペインで作成したグループポリシーオブジ
ェクトをクリックします。
8. 詳細ペインで［セキュリティフィルタリング］下の［認証済みユーザー］をクリックし、［削除］を選
択します。
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9. Ekran クライアントをインストールする予定のコンピューターまたはコンピューターグループを
追加するには、［追加］をクリックします。
10. ユーザー、コンピューター、グループ選択ダイアログで、GPO を適用するメンバーが所属する
グループの名前を入力して［OK］をクリックします。名前がわからない場合は、［詳細］をクリッ
クしてこのドメインで利用できるグループのリストを参照してください。
11. 作成したグループポリシーオブジェクトを右クリックして［編集］をクリックします。
12. グループポリシー管理エディター画面が開きます。
13. ［コンピューターの構成］ ＞ ［ポリシー］ ＞ ［ソフトウェア設定］を選択します。
14. ［ソフトウェアインストレーション］を右クリックし、［新規］ ＞ ［パッケージ］をクリックします。
15. 共有フォルダーにある agent.msi ファイルの場所を指定します。
注意：
agent.msi ファイルと.mst ファイル両方へのパスはローカルまたはネットワークドライブを
指定しないでください。このパスは、ネットワーク内のどこからでもアクセスでき、全員が少
なくとも読み取りアクセス許可を持っているネットワーク共有を経由する必要があります。
16. ソフトウェアのデプロイ画面が開きます。［詳細］を選択します。
17. ［更新］タブを選択して、［追加］をクリックします。
18. 共有フォルダーにある.mst ファイルの場所を指定します。
注意：
agent.msi ファイルと.mst ファイル両方へのパスはローカルまたはネットワークドライブを
指定しないでください。このパスは、ネットワーク内のどこからでもアクセスでき、全員が少
なくとも読み取りアクセス許可を持っているネットワーク共有を経由する必要があります。
19. Ekran クライアントをインストールするコンピューターを再起動します。
注意：
コンピューターの GPO が更新されるまでに、２、３回再起動が必要な場合があります。

10.3.5

サードパーティソフトウェアを介したインストール

サードパーティのツール（たとえば、System Center Configuration Manager、Active Directory な
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ど）を介して Windows クライアントをインストールする場合は、クライアントインストールファイルを
ダウンロードし、次のコマンドを使用します。
EkranSystemClient.exe /ServerName = <サーバー名>
クライアントはデフォルト設定でインストールされます。

10.3.6

Amazon WorkSpaces への Windows クライアントイ
ンストール

Amazon WorkSpaces に Windows クライアントをインストールするには、次の手順を実行します。
1. クライアントインストールファイルをダウンロードします。
2. Amazon WorkSpaces に接続し、クライアントインストールファイル（.exe）を実行します。
3. Windows レジストリエディターを開きます。
4. Windows レジストリエディターで、次のキーを選択します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EkranSystem\Client
5. AgentGUID 値を選択し、コンテキストメニューで［削除］をクリックします。
6. 開いた確認メッセージで、［はい］をクリックします。
注意：
プロテクトモード有効時はレジストリ値を編集することはできません。
7. Amazon WorkSpaces 管理コンソールで、次を実行します。


Windows クライアントがインストールされた Amazon WorkSpaces のイメージを作成し
ます。



新しく作成されたイメージからバンドルを作成します。



新しく作成したバンドルから新しい Amazon WorkSpaces を作成します。

8. バンドルから作成されたすべての新しい Amazon WorkSpaces は、Ekran サーバーに自動
的に接続します。
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注意：
Ekran サーバーと Ekran クライアント間の接続について、Ekran サーバーが 9447 ポート
経由の TCP 接続を受け入れる設定がされていることを確認してください。

10.3.7

インストール済み Ekran クライアントを含む仮想マシン
のクローン

各クライアントは、サーバーに接続するときにユニークな ID を使用します。仮想マシンのマスター
イメージを準備するときは、クローン後のクライアントがサーバーによって適切に識別されるように、
クライアント ID を削除しておく必要があります。
クライアント ID を削除するには、次の手順を実行します。
1. クライアントがオフラインであること（サーバーと接続していないこと）を確認してください。
2. Windows レジストリエディターを開きます。
3. ［レジストリエディター］ウィンドウで、次のキーを選択します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EkranSystem\Client
4. AgentGUID 値を選択し、コンテキストメニューで［削除］をクリックします。
5. 開いた確認メッセージで、［はい］をクリックします。
注意：
プロテクトモード有効時はレジストリ値を編集することはできません。

新しい AgentGUID を持つ新しい各クライアントは、管理ツールに個別のインスタンスとして表示さ
れます。
訳注：
同じ Windows コンピューター名のクローンを作成しなおしても、別の AgentGUID が作成され、
以前とは別の Ekran クライアントと認識されます。
複数のクライアントを表示しないようにするには、以下のスクリプトを実行して、仮想マシン名を
AgentGUID として使用できます。スクリプトは、システム（クローン）の起動時に実行する必要があ
ります。
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taskkill /f /im ekran*

reg delete HKLM\SOFTWARE\EkranSystem\Client /v AgentGUID /f
reg delete /v PreviousState /f
del "c:\Program Files\Ekran System\Ekran System\Client\OfflinePool.dat" /q
reg add HKLM\SOFTWARE\EkranSystem\Client /v AgentGUID /t REG_SZ
/d %COMPUTERNAME% /f

net start EkranClient

10.3.8

仮想マシンのシャットダウン時のライセンスの割り当て
解除

Ekran Windows クライアントが仮想マシンで使用されている場合、場合によってはマスターイメー
ジが複数回使用されることがあります。これが発生したときにクライアントライセンスが無駄になら
ないようにするには、仮想マシンのシャットダウン時にクライアントライセンスが割り当て解除され
るように構成するか、または Ekran サーバーのゴールデンイメージモードを有効にします。

10.3.8.1

サーバーのゴールデンイメージモード

Ekran サーバーでゴールデンイメージモードが有効になっている場合、サーバーはクライアントが
オフラインになると自動的にクライアントからライセンスの割り当てを解除します。
Ekran サーバーでゴールデンイメージモードを有効にするには、次の手順を実行します。
1. 通知領域の Ekran サーバーアイコンのコンテキストメニューで［Stop］をクリックしてサーバー
を停止するか、タスクマネージャーで EkranServer サービスを見つけて［停止］をクリックしま
す。
訳注：
管理者のコマンドプロンプトで net stop EkranServer と実行すると、停止に成功したか
失敗したかが表示されますので、この方法をお勧めします。
2. Windows レジストリエディターを開きます。
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3. ［レジストリエディター］ウィンドウで、
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EkranSystem キーを選択します。
4. ［編集］ > ［新規］ > ［DWORD（32 ビット）］値を選択し、次の内容を定義します。


値の名前： GoldenImageMode



値データ： 1

5. EkranServer サービスを開始します。
訳注：
管理者のコマンドプロンプトで net start EkranServer と実行して EkranServer サービス
を開始して下さい。

10.3.8.2

クライアント側のスクリプトを介したライセンスの割り当て解除

仮想マシンイメージを構成する前に、次のコマンドラインコマンドを含む cmd ファイル（たとえば、
uninstall_client.cmd）を作成する必要があります。
call “< EkranClient.exe へのパス>” -uninstwl <アンインストールキー>
例：クライアントのインストールパスがデフォルトであり、アンインストールキーもデフォルトの場合：
call “C:\Progra~1\EkranS~1\EkranS~1\Client\EkranClient.exe” -uninstwl allowed
シャットダウン時にライセンスが割り当て解除されるようにクライアントの仮想マシンのイメージを
設定するには、以下の手順を行います。
1. 仮想マシンイメージを起動します。
2. システムを構成し、必要なソフトウェアをインストールします。
3. プロテクトモードを無効にして、Ekran クライアントをインストール（リモートインストールまたは
ローカルインストール）します。
4. Windows レジストリエディターを開きます。
5. ［レジストリエディター］ウィンドウで、次のキーを選択します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EkranSystem\Client
6. AgentGUID 値を選択し、コンテキストメニューで［削除］をクリックします。
7. 開いた確認メッセージで、［はい］をクリックします。
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8. uninstall_client.cmd を仮想マシンのターゲットフォルダーにコピーします。
9. 管理者としてコマンドプロンプト（cmd.exe）を実行します。
10. gpedit コマンドを入力します。
11. ［ローカルグループポリシーエディター］ウィンドウで、［コンピューターの構成］＞［Windows
の設定］＞［スクリプト（スタートアップ/シャットダウン）］＞［シャットダウン］を選択します。
12. ［シャットダウンのプロパティ］ウィンドウで、［追加］をクリックして、uninstall_client.cmd ファ
イルを選択します。
13. ［OK］をクリックします。
14. マスタースナップショット（ゴールドイメージ）を作成します。
15. 今後、このイメージを使用して仮想マシンを起動すると、クライアントは新しいクライアントとし
てサーバーに接続し、割り当てられたライセンスを取得します。仮想マシンがシャットダウンさ
れるたびに、ライセンスはクライアントから割り当て解除されます。
注意：
ログオフ時にライセンスの割り当てを解除する必要がある場合は、ローカルグループポリシー
エディターの［ユーザー構成］＞［Windows 設定］＞［スクリプト（ログオン/ログオフ）］＞［ログオ
フ］＞［プロパティ］で同様の方法でログオフスクリプトを編集する必要があります。

10.4

Windows クライアントのバージョンアップ

10.4.1

概要

Ekran の Windows クライアントをバージョンアップするオプションは２つあります。


自動アップデート



管理ツールでクライアントを選択し、手動アップデート

自動クライアントアップデートは、Windows クライアントが新しいバージョンの Ekran サーバーに
接続したときに実行されます。自動クライアントアップデートを使用することをお勧めします。
クライアントコンピューターのバージョンアップを自動ではなく自分で管理したい場合は、管理した
いクライアントの自動アップデートを無効にして、管理ツールを介して手動でバージョンアップする
ことができます。
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Windows クライアントをバージョンアップした後も、バージョンアップ前に受信してサーバーに保存
されている記録データにアクセスできます。
注意：
非常に古いバージョンの Windows クライアントはバージョンアップできない可能性があります。
この場合は、クライアントを再インストールする必要があります。
訳注：
Windows クライアント（v6.4 以下）をデフォルトとは別のパスにインストールした場合は、バー
ジョンアップする前に一度 Windows クライアントをアンインストールする必要があります。

10.4.2

サーバーバージョンアップ後の Windows クライアント
のステータス

Windows クライアントで［クライアントの自動アップデート］オプションが有効になっていると、
Windows クライアントは新しいバージョンのサーバーに接続したときに自動的にバージョンアップ
されます。
Windows クライアントで［クライアントの自動アップデート］オプションが無効になっていて手動アッ
プデートが必要な場合は、［クライアント］ページのクライアント一覧に

アイコンが表示されます。

このようなクライアントは記録データをローカルに保存します。バージョンアップ後、サーバーへの
記録データの送信を再開します。

10.4.3

Windows クライアントの自動バージョンアップ

Windows クライアントを自動的にバージョンアップするには、次の手順に従います。
1. クライアント構成の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、自動的にバージョンアップしたいクライアントを選択し、［クライアントの
編集］をクリックします。
4. クライアントの編集ページの［プロパティ］タブで、［クライアントの自動アップデート］オプション
を有効にします。
5. ［完了］をクリックします。
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6. クライアントは、新しいバージョンのサーバーに接続すると自動的にバージョンアップされま
す。

10.4.4

Windows クライアントの手動バージョンアップ

管理ツールを使用して Windows クライアントをバージョンアップするには、以下の手順を実行しま
す。
1. クライアント構成の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、バージョンアップしたいクライアントを選択し、［クライアントの編集］をク
リックします。
4. クライアントの編集ページの［プロパティ］タブで、［クライアントの自動アップデート］オプション
を無効にします。
5. ［完了］をクリックして変更を保存します。
6. サーバーをバージョンアップします。
7. クライアント構成の管理のクライアント権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
8. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
9. クライアントページで、バージョンアップしたいクライアントを選択し、［クライアントの編集］をク
リックします。
10. クライアントの編集ページの［プロパティ］タブで、［更新（アップデート）］をクリックします。
11. サーバーへの次回の接続時に、クライアントは新しいバージョンにバージョンアップされます。

10.4.5

Windows クライアントの別サーバーへの再接続

Windows クライアントを別のサーバーに再接続する場合は、そのサーバーからリモートインストー
ルを開始します。クライアントが再接続されます。
この再接続方法は、非プロテクトモードで動作するクライアントに対してのみ使用できることに注意
してください。クライアントがプロテクトモードで動作する場合、まずプロテクトモードを無効にしてか
ら、クライアントを再接続します。
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10.5
10.5.1

Windows クライアントのアンインストール
概要

Windows クライアントは、ローカルまたはリモートでアンインストールすることができます。ローカ
ルで Windows クライアントをアンインストールするにはアンインストールキーが必要です。
クライアントのアンインストール後、クライアントはサーバーへのデータ送信を停止しますが、記録
済みデータはサーバーから削除されず、クライアントは管理ツールの一覧からも削除されません。
サーバー（すべての記録済みデータを含む）と管理ツールからクライアントを完全に削除するには、
［クライアントの削除］のセクションで説明する手順に従ってください。

10.5.2

クライアントアンインストールキー

サーバーのインストール時にクライアントのアンインストールキーを指定します。デフォルトのキー
は、allowed です。
クライアントのアンインストールキーは、クライアントのローカルアンインストール時に使用されます
ユーザーは管理ツールでクライアントのアンインストールキーを変更または表示することができま
す。
アンインストールキーを変更した場合、Windows クライアントは変更後のサーバーへの初回接続
時にそのキーを受け取ります。クライアントがまだサーバーに接続されていない場合、アンインス
トールキーはデフォルトの allowed のままです。アンインストールキーが変更された後、クライア
ントがまだサーバーに接続されていない場合は、古いアンインストールキーを使ってクライアントを
アンインストールする必要があります。

アンインストールキーの変更手順
アンインストールキーを変更するには、次の手順を実行します。
1. クライアントのアンインストール権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、［アンインストールキーの編集］をクリックします。（［クライアント管理］
の横の▼をクリックしてください。）
4. アンインストールキーの編集ページで、［新しいキー］フィールドに新しいアンインストールキー
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を入力します。
5. ［キーの確認］フィールドに新しいアンインストールキーを再入力し、［保存］をクリックします。
6. アンインストールキーが変更されます。

10.5.3

Windows クライアントのリモートアンインストール

Windows クライアントをアンインストールするには、次の手順を実行します。
1. クライアントのアンインストール権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、アンインストールするクライアントを選択し、［クライアントの編集］をクリ
ックします。
4. クライアントの編集ページの［プロパティ］タブで［クライアントのアンインストール］をクリックし
ます。
注意：
クライアントがすでにアンインストールされている場合やクライアントのアンインストールの
クライアント権限を持っていない場合、このオプションは表示されません。
訳注：
クライアントが既にアンインストールされている場合は、［クライアントのアンインストー
ル］ボタンと同じ場所に［クライアントの削除］ボタンが表示されます。クライアントの削除
を行うとサーバーから記録済みデータが削除されます。アンインストールのつもりで誤っ
てクライアントの削除を行わないようご注意ください。
5. 確認メッセージで、［アンインストール］をクリックします。
6. クライアントがアンインストールされます。

複数 Windows クライアントのアンインストール
複数の Windows クライアントをアンインストールするには、次の手順を実行します。
1. クライアントのアンインストールのクライアント権限を持つユーザーで管理ツールにログインし
ます。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
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3. クライアントページで、［クライアントのアンインストール］を選択します。（［クライアント管理］の
横の▼をクリックしてください。）
4. クライアントのアンインストールページで、［クライアントの追加］をクリックします。
5. アンインストールするクライアント名の最初の数文字を入力してください。アンインストール可
能なクライアントのリストが表示されます。
6. アンインストールするクライアントを選択して、［追加］をクリックします。
7. 必要なすべてのクライアントがアンインストールリストに追加されていることを確認し、［アンイ
ンストール］をクリックします。
8. 選択したクライアントがアンインストールされます。

10.5.4

Windows クライアントのローカルアンインストール

Windows クライアントはクライアントのローカルディスクにあるアンインストーラーを使用してアンイ
ンストールできます。このアンインストーラーを実行するには、Ekran サーバーのインストール中に
設定したアンインストールキーまたは管理ツールで更新したアンインストールキーの入力が必要
です。
Windows クライアントをローカルでアンインストールするには、次の手順を実行します。
1. 管理者としてコマンドプロンプト（cmd.exe）を実行します。
2. コマンドプロンプトで、クライアントインストールフォルダーに移動します。デフォルトでは、次の
場所にあります。
C：\Program Files\Ekran System\Ekran System
3. 次のコマンドを入力します。
UninstallClient.exe /key=<アンインストールキー> /silent=true
4. ［Enter］キーを押します。
5. クライアントがアンインストールされます。
注意：
アンインストールコマンドに /silent=true パラメーターを追加しなかった場合は、クライア
ントをアンインストールするための確認メッセージがクライアントコンピューターに表示され
ます。
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10.6

Windows クライアントの表示

Windows クライアントは、クライアント管理ページのクライアントグループ内に表示されます。ユー
ザーがクライアントのインストールと管理の管理権限を持っている場合、すべてのクライアントが
表示されます。クライアントのインストールと管理の管理権限を持たない場合でも、そのユーザー
がクライアント権限でアクセス許可を持っているクライアントがあれば、そのクライアントが表示さ
れます。
クライアントのリストには、次の情報が含まれます：


クライアント名



状態



タイプ



ドメイン



IPv4 アドレス



IPv6 アドレス



説明

クライアントコンピューター上に複数のネットワークカードがある場合、Windows クライアントで使
用されている IPv4 および IPv6 アドレスだけが管理ツールに表示されますのでご注意ください。
次の方法で、Windows クライアントをフィルタリングすることができます：


オペレーティングシステムの種類でクライアントを並べ替えしたい場合は、［タイプ］の列
名をクリックします。



Windows クライアントのみを検索するには、［Linux クライアントを表示しない］と
［macOS クライアントを表示しない］チェックボックスを選択して、［フィルター］をクリック
します。



ホスト名または説明でクライアントを検索するには、［フィルター条件としてキーワードを
入力］ボックスに名前/説明またはその一部を入力し、［フィルター］をクリックします。



オンライン/オフライン/アンインストール済み/ライセンス割当済みクライアントを非表示に
するには、フィルタリングウィンドウ内の対応するオプションを選択し、［フィルター］をクリ
ックします。
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クライアント管理ページには次のオプションがあります：
［クライアントグループの追加］、［クライアントのインストール］、［ライセンスの管理］、［アンインス
トールキーの編集］、［クライアントのアンインストール］、［クライアントの削除］、［クライアントの編
集］、［クライアントグループの編集］。利用可能なオプションの数は、権限に依存します。
訳注：
一部機能は［クライアント管理］の右にある▼をクリックして表示させます。

10.7

Windows クライアントの説明

クライアントの説明はクライアントについての追加情報であり、これを使って特定のクライアントを
簡単に見つけることができます。クライアント名と同様にクライアントの説明でもクライアントをフィ
ルタリングすることができます。
クライアントの説明は、クライアントの編集ページの［プロパティ］タブで定義することができます。
Windows クライアントの説明を編集するには、説明を［説明］ボックスに入力し、［完了］をクリック
します。

10.8

Windows クライアントの構成

10.8.1

概要

Windows クライアント構成には、監視パラメーター（スクリーンショット、キーロガー、クライアントモ
ードなど）が含まれます。
クライアント構成は、ローカルインストールの場合はインストールパッケージに含まれる .ini ファイ
ルで定義することができます。リモートインストール時やクライアントの編集時には管理ツールでク
ライアントの構成を設定することができます。

10.8.2

プロテクトモードパラメーター

Windows クライアントは２つのモードで動作します：


非プロテクトモード：
クライアント保護なしの通常のモード



プロテクトモード：
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クライアント保護ありのモード。このモードでは、ユーザーはクライアントデータ（ログファ
イル、生成されたスクリーンショット）を編集できません。
訳注：
Ekran クライアントは直ちに Ekran サーバーにデータを送信しますから、プロテクトモ
ードが無効の場合でもデータの編集は通常は行えません。Ekran サーバーとの通信
が行えずデータをローカルにキャッシュする場合は、プロテクトモードによる保護の対
象となります。
レジストリのクライアント設定を編集できません。クライアントファイル（*.exe と*.dll）の編
集・削除・修正・名前変更ができません。
プロテクトモードは、クライアントのインストール・更新・編集のときに有効化できます。
クライアントインストールの際にプロテクトモードが有効化されると、この変更は即座に反映されま
す。
クライアント編集時にプロテクトモードが有効化されると、この変更はコンピューターの再起動の後
で反映されます。
注意：
プロテクトモードで動作中のクライアントを他のサーバーに接続することはできません。このよう
な場合、クライアントをローカルでアンインストールするか非プロテクトモードに変更する必要が
あります。

10.8.3

クライアントの自動アップデートパラメーター

［クライアントの自動アップデート］オプションが有効になっている場合、クライアントは新しいバー
ジョンのサーバーに接続したときに自動的にバージョンアップされます。このオプションが無効にな
っている場合、クライアントは管理ツールを介して手動でバージョンアップする必要があります。
手動バージョンアップを必要とする Windows クライアントは、記録データをローカルに保存します。
クライアントが新しいバージョンにバージョンアップされた後に、クライアントはサーバーへの記録
データの送信を再開します。

10.8.4

デスクトップに記録アイコンを表示 パラメーター

［デスクトップに記録アイコンを表示する］オプションが有効になっている場合、ログインユーザー
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に操作が記録されていることを知らせるために
が記録されていない場合、

アイコンが画面左上隅に表示されます。操作

アイコンはユーザーに表示されません。ユーザーはこのアイコン

をデスクトップ上の別の場所に移動させることができます。
この機能は、クライアントのインストール時または管理ツールでの編集時に有効にできます。

10.8.5

クライアントアイコンのトレイへの表示 パラメーター

クライアントトレイアイコンは、クライアントコンピューターにログインして作業中に操作が記録され
ていることをユーザーに通知するために表示されます。この機能は、クライアントのインストール時
と管理ツールでの編集時に有効にすることができます。
管理ツールで［クライアントアイコンのトレイへの表示］オプションが有効になっている場合、クライ
アントはトレイ通知を表示して、ログインしたユーザーに操作が記録されていることを通知します。

10.8.6

ジャンプサーバーパラメーター

訳注：
エンタープライズ版かつターミナルサーバーライセンスを割り当てた Windows Server ではジャ
ンプサーバーモードが使用できます。このモードでは Ekran クライアントのインストールされた
Windows Server（踏み台）にログインしたユーザーに、シークレット（踏み台の先の作業したい
コンピューターに接続するときに使用するユーザー名とパスワードの組）を選ぶダイアログを表
示し、Ekran クライアントはパスワードを代理で入力します。どの踏み台ログインユーザー（グル
ープ）がどのシークレットを使用できるかは、Ekran 管理者が事前に設定します。
ジャンプサーバーモードは、ユーザーにパスワードを公開せずに特定のコンピューターまたはコン
ピューターグループに一時的にアクセスするために使用されます。
ジャンプサーバーモードが有効になっている場合、クライアントはシークレット経由のリモートアク
セス用のジャンプサーバーになります。
この機能は、ターミナルサーバーライセンスを持つクライアントでのみ使用できることに注意してく
ださい。
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10.8.7

オフラインクライアント検出 パラメーター

オフラインクライアント検出パラメーターを使用すると、指定した期間を超えてオフラインになってい
るクライアントに関する E メール通知を受信できます。このようなクライアントは「ロスト」クライアン
トと呼ばれます。
注意：
オフラインクライアント検出パラメーターは、エンタープライズ版をお持ちの場合にのみ使用でき
ます。
この機能を使用するには、［クライアントが指定期間オフラインの場合通知する］オプションを有効
にして、クライアントが「ロスト」として検出されるまでの期間を定義します。デフォルトでは、1 日に
設定されています。
E メール通知を受信するには、E メールアドレスを定義します。セミコロン（;）で区切って複数の E
メールアドレスを定義できます。E メール通知を受け取りたくない場合は、このフィールドを空のま
まにします。
指定した期間を超えてオフラインになっているクライアント（「ロスト」クライアント）を表示するには、
左側の［ヘルスモニタリング］ナビゲーションリンクをクリックし、［オフライン状態のクライアント］タ
ブを開いてください。

10.8.8

Windows イベントログ連携パラメーター

Windows イベントログ連携パラメーターを使用すると、Ekran クライアントの動作に関するエラー、
警告、情報などのイベントメッセージをクライアントコンピューターの Windows イベントログに出力
できます。
注意：
Windows イベントログ連携機能は、エンタープライズ版をお持ちの場合にのみ使用できます。
この機能を使用するには［ログメッセージを Windows イベントログに送信］オプションを有効にし、
Windows イベントログに出力するログエントリの重大度レベルを定義します。デフォルトでは、ロ
グレベルは［エラー］に設定されています。
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10.8.9

自動クリーンアップパラメーター

クライアントごとに個別またはクライアントグループ単位で、自動クリーンアップオプションを設定で
きます。
クリーンアップ操作には２つのタイプがあります。


クリーンアップ：
Ekran サーバーが Ekran クライアントから受信してデータベースに保存したユーザー操
作データを削除できます。



アーカイブとクリーンアップ：
ユーザー操作データを削除する前に別のデータベースに移動して保存しておくことがで
きます。アーカイブ（移動）されたセッションは、セッションプレイヤーでデータベースを指
定してマウントすることでいつでも再生できます。
注意：
［アーカイブとクリーンアップ］オプションは、エンタープライズ版をお持ちの場合にの
み使用できます。

クリーンアップの実行頻度を次のように設定できます。


1 回のみ実行：
クリーンアップ処理を１回のみ実行します。クライアント/クライアントグループページの編
集ページの［完了］ボタンをクリックすると直ちにクリーンアップが実行されます。



繰り返し：
スケジュールされたクリーンアップ操作は、指定された時刻に指定間隔（N 日）ごとに実
行されます。

訳注：
［記録後 N 日経過の古いデータを処理］にてデータベース内のデータのうちクリーンアップ処理
実行日よりも何日以上古いデータをクリーンアップするかを指定してください。

10.8.10 クライアントログレベルパラメーター
Ekran クライアントの動作ログファイルには、Ekran クライアントの問題を検出するのに役立つ情
報が含まれています。
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ログファイルを自分で分析して、クライアントの問題に関する詳細情報を取得するか、サポートチ
ームに送信して問題の原因を調査することができます。
［クライアントログレベル］パラメーターを使用すると、クライアントログファイルに保存するログエン
トリの重大度レベルを定義できます。デフォルトでは、ログレベルは情報（Info）に設定されていま
す。

10.8.11 クライアントインストールフォルダー パラメーター
クライアントのリモートインストールまたはクライアントインストールパッケージの生成中に、クライ
アントインストールフォルダーのカスタムパスを定義できます。
環境変数（%programfiles%、%appdata%、%temp%など）を使用できます。定義された場所にア
クセスできない、または書き込み不可の場合、クライアントは<システムディスク>\Program
Files\Ekran System \Ekran System にインストールされます。

10.8.12 オフラインキャッシュサイズ パラメーター
サーバーとの接続がない場合、クライアントは記録データをローカルキャッシュに書き込み、接続
が復元されるとすぐに自動的にサーバーに送信します。
［オフラインキャッシュのサイズ（MB）］パラメーターを使用すると、クライアントのオフラインキャッ
シュのサイズを定義できます。クライアントのリモートインストール中またはクライアントインストー
ルパッケージの生成中に定義できます。デフォルト値は 500MB です。記録データの量が定義され
た制限に達すると、クライアントはオフラインキャッシュへの書き込みを停止します。
Windows レジストリエディターで
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EkranSystem\Client キーを選択して
LocalCacheLimit 値を変更する方法でもオフラインキャッシュサイズ（MB）値を調整できます。
リモートインストール時のパラメーター設定例：
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10.8.13 画像（スライド）取得 パラメーター
スクリーンショットとアクティブウィンドウのタイトル、URL、テキストデータなどの関連メタデータは、
Windows クライアントの監視の主な結果です。
クライアントに対して、以下のユーザー操作の記録パラメーターを定義できます。


画像（スライド）の設定：
◦ ユーザー操作記録時に画像（スライド）を作成する：
このオプションを使用すると、スクリーンショットの作成を有効にできます。クライア
ントでこのオプションが選択されていない場合、メタデータ（アクティブウィンドウのタ
イトル、URL、テキストデータなど）のみが監視および記録されます。
◦ アクティブウィンドウのみを記録する：
デフォルトでは、画面全体のスクリーンショットが作成されます。このオプションを選
択すると、現在アクティブなウィンドウのみがスクリーンショットに表示されます。別
ウィンドウにある機密データが記録されてしまうのを完全に防ぐためには、このオプ
ションとアプリケーションのフィルタリングを併用することをお勧めします。
◦ 色数：
デフォルトでは、スクリーンショットは 4 ビットの色深度のグレイスケールです。これ
により、通常のスクリーンショット品質で最小のデータベースサイズが保証されます。
色深度を 8 ビットまたは 24 ビットに設定することもできます。



ユーザー操作取得のタイミング設定：
これらのオプションを使用して、クライアントコンピューター上のユーザー操作を記録する
頻度を定義できます。ユーザー操作の記録は、以下のイベントによってトリガーすること
ができます。
◦ オフラインキャッシュ無効：
Ekran サーバーとの接続がない場合、Ekran クライアントは記録データをローカル
キャッシュに書き込み、接続が復元されるとすぐにサーバーに自動的に送信します。
オフライン記録無効が有効になっている場合、クライアントは記録データをローカル
キャッシュに書き込みません。
◦ 定期的に取得する：
ユーザーが操作をしたかどうかに関係なく、画面は一定の時間間隔でキャプチャー
されます。最小時間間隔は 30 秒です。
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◦ アクティブウィンドウの切り替え時に取得する：
ユーザー操作はアクティブウィンドウの切り替えに基づいて取得されます。たとえば、
新しいウィンドウが開く（プログラムが起動する）、ブラウザーの新しいタブが開く、
任意のセカンダリウィンドウが開くなど（キーストロークのログ記録にも影響します）。
◦ ウィンドウタイトルの変更時に取得する：
アクティブウィンドウのタイトルの変更時にユーザーの操作が記録されます（キース
トロークのログ記録にも影響します）。
◦ マウスクリックとキー入力時に取得する：
マウスクリックまたはキーボードのキーを押すと、ユーザーの操作が記録されます。
デフォルトでは、このモードでは、記録されたユーザー操作は、クライアントコンピュ
ーターのパフォーマンスへの影響やデータベースサイズの増大を避けるために 3
秒に 1 回に間引きされます（キー入力は 10 秒に 1 回に間引きされます）。

10.8.14 キーロガーパラメーター
［キーロガー有効］オプションが有効になっている場合、Windows クライアントはユーザーのキー
ストロークを記録します。キーストロークはセッションプレイヤーには表示されませんが、検索の実
行やアラートの設定に使用できます。
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Windows クライアントでは次のキーストロークを記録できます。


文字キー:
アルファベット（大文字または小文字）、数字（0-9）、すべての種類の句読点、およびス
ペース



コントロールキー：
Ctrl キー、Shift キー、Alt キー、および Windows キー



ナビゲーションキー：
矢印キー、Home/End キー、Page Up/Page Down キー、Tab、Insert、Delete/Back
Space、Enter、ロックキー（Num Lock、Scroll Lock、Caps Lock）



システムコマンド：
PrtScn、Menu、Esc、Pause/Break キー



ファンクションキー：
印刷やファイルの保存など、いくつかの機能を実行するキー。通常このキーは、F1-F12
としてラベル付けされており、キーボードの上部に配置されています。

10.8.15 キーワード検出時に記録を開始する
［次のリストにあるキーワードを検知したらユーザー操作の記録を開始する。］オプションが有効に
なっている場合、クライアントはユーザーのログオン時ではなく、ユーザーが指定されたキーワー
ドのいずれかを入力した時からユーザー操作の記録を開始します。クライアントは、セッションが
終了するまでユーザー操作の記録を続けます。指定されたキーワードの１つを再度検出すると、
新しいセッションが記録されます。
セッションの記録開始キーワードを指定するには、各単語をカンマ（,）、セミコロン（;）または改行に
よって区切って指定します。フレーズ内の単語はスペースで区切って指定します。

10.8.16 キーロガーフィルタリング パラメーター
キーロガーフィルタリングを使用することで、キーストロークを監視するアプリケーションを定義し、
プライバシー侵害を防ぐことができます。
キーロガーフィルタリングには、次の３つの状態があります。


無効：
すべてのアプリケーションのキーストロークが監視されます。
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指定アプリケーションのみでキーロガーを有効にする：
リストで列挙したアプリケーションでのみキーストロークが監視されます。このモードでは、
重要なアプリケーションでのみキーストローク監視を有効にできます。



指定アプリケーション以外の全アプリケーションでキーロガーを有効にする：
リストで列挙したアプリケーションを除くすべてのアプリケーションのキーストロークが監
視されます。このモードを使用すると、監視が不要なアプリケーションや、規制のために
監視してはならないアプリケーションでのキーストローク監視をスキップできます。

アプリケーションは、名前またはウィンドウタイトルで識別されます。両方のパラメーターは OR 論
理で組み合わされています。つまり、検知した文字列が少なくとも１つの条件を満たしている場合
に、［指定アプリケーションのみでキーロガーを有効にする］が選択されていれば記録され、［指定
アプリケーション以外の全アプリケーションでキーロガーを有効にする］が選択されていれば記録
されません。

10.8.17 システムのスリープ状態等を IDLE として記録する パラ
メーター
［システムのスリープ状態等を IDLE として記録する］オプションが有効になっている場合、次の
２つの場合に IDLE イベントが記録されます。


Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows
Server 2019、2016、Windows Server 2012、および Windows Server 2008 を搭載し
たコンピューター：
ユーザーが１５分以上操作をしなかった場合か、コンピューターがスリープモードまたは
休止モードの場合か、または画面が自動的にオフになるよう設定されている場合



Windows XP および Windows Server 2003 を搭載したコンピューターの場合：
コンピューターがスリープモードまたは休止モードの場合か、または画面が自動的にオ
フになるように設定されている場合

10.8.18 ユーザー操作がない時間を IDLE として記録する パラメ
ーター
［ユーザー操作がない時間を IDLE として記録する］オプションが有効になっている場合、次の場
合に IDLE イベントが記録されます。
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クライアントの動作がない場合、つまりユーザーのマウスクリックやキーボード入力のない時間が
タイムアウト値を超える場合に IDLE イベントが記録されます。デフォルトのタイムアウト値は 15 分
です。

10.8.19 クリップボード監視パラメーター
クリップボードの監視では、クライアントコンピューターで実行された切り取り、コピー、貼り付けの
操作を監視できます。
［クリップボード監視有効］オプションが有効になっている場合、クライアントはコピー、切り取り、貼
り付けがされたテキストデータを記録します。コンテキストメニューコマンドまたは Ctrl+C、Ctrl+Ins、
Ctrl+X、Shift+Del などのキーの組み合わせが対象となります。記録されたテキストデータは、セッ
ションプレイヤーの［テキストデータ］列に表示されます。詳しくは、クリップボードのテキストデータ
の表示の章を参照してください。

10.8.20 SWIFT ユーザー名監視パラメーター
SWIFT ネットワークにログインしているユーザー名を監視するには、Ekran サーバーの動作する
Windows レジストリで SWIFT ユーザー名監視機能を有効にする必要があります。
注意：
SWIFT ユーザー名監視機能は、エンタープライズ版をお持ちの場合にのみ使用できます。
SWIFT ユーザー名監視機能が有効になっている場合、クライアントコンピューターの SWIFT ネッ
トワークへのログインに使用されるユーザー名は、Ekran システムサーバーコンピューターの個別
のログファイルに書き込まれるか、SIEM 統合機能の設定に従って SIEM システムに転送されま
す。

10.8.21 監視ログパラメーター
監視ログは、クライアントコンピューター上で作成されるテキストファイルです。［監視イベントをロ
グファイルに出力する］オプションが有効になっている場合、監視ログが生成されます。２つの監
視ログがクライアントコンピューター上で作成されます：


Client_<yyyy_mm_dd>.log：
クライアントコンピューター上の操作に関する以下の情報が書き込まれます：
アクティビティ日時、セッション ID、クライアントコンピューター名（ホスト名）、ユーザー名、
アクティビティタイトル（ウィンドウタイトル）、アプリケーション名
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Login_<yyyy_mm_dd>.log：
クライアントコンピューターにログインするすべてのユーザーの以下の情報が書き込ま
れます：
ログイン日時、クライアントコンピューター名（ホスト名）、ユーザー名

上記の２つのログは、ユーザーが定義した場所に作成されます。パスの定義には、環境変数
（%appdata%、%temp%など）を使うことができます。この場所がアクセス可能ではないか、また
は書き込み保護がされている場合は、<systemdisk>\ProgramData\Ekran System\MonLogs に
保存されます。
管理ツールでログファイルの場所を変更した場合は、新規ログファイルは、定義された場所に作
成され、（もしあれば）古いログファイルは以前の場所に残ります。
注意：
監視ログを、<client installation folder>\ActivityLogs に保存されているクライアントアクティビ
ティログ（内部使用のためのサービスログ）と混同しないでください。

パラメーターの例：
ini ファイルパラメーター

管理ツール上のパラメーター

監視ログを作成しない

[ActivityLogsParameters]
MonLogging=0
LogPath=

［監視オプション［WINDOWS/MACOS］］タブで［監
視イベントをログファイルに出力する］チェックボック
スが選択されていないことを確認してください。

デフォルトの場所 %ProgramData%\EKRAN\MonLogs に監視ログを作成
[ActivityLogsParameters]

［監視オプション［WINDOWS/MACOS］］タブで［監

MonLogging=1

視イベントをログファイルに出力する］チェックボック
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LogPath=

スが選択されていることを確認してください。

C:\1\Logs フォルダーに監視ログを作成
[ActivityLogsParameters]

［監視オプション［WINDOWS/MACOS］］タブで以

MonLogging=1

下を実行してください：

LogPath=C:\1\Logs

1. ［監視イベントをログファイルに出力する］チェッ
クボックスを選択
2. ［ログファイルの場所］フィールドで C:\1\Logs
と入力

<current user profile>\AppData\EKRAN_Logs に監視ログを作成
[ActivityLogsParameters]

［監視オプション［WINDOWS/MACOS］］タブで以

MonLogging=1

下を実行してください：

LogPath=%AppData%\EKRAN_Logs

1. ［監視イベントをログファイルに出力する］チェ
ックボックスを選択
2. ［ログファイルの場所］フィールド
で %AppData%\EKRAN_Logs と入力

10.8.22 音声設定パラメーター
［音声設定］パラメーターを使用すると、クライアントコンピューターからの音声データを記録できま
す。
注意：
［音声設定］パラメーターは、エンタープライズ版をお持ちの場合にのみ使用できます。
［音声記録有効］オプションが有効になっている場合、クライアントコンピューターで再生される入
力および出力音声が監視および記録されます。
音声データは、次のアプリケーションで監視および記録できます。


Skype（デスクトップ、Web、Microsoft Store アプリ）



Slack
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Zoom



Viber



WhatsApp



Firefox



Chrome



Opera



Internet Explorer

注意：
音声録音設定は、次回のユーザーログイン時に適用されます。

10.8.23 URL 監視パラメーター
URL 監視オプションにより、スクリーンショット作成時点で、ブラウザーのアドレス欄に入力された
テキストを記録でき、これにより、監視者はクライアントコンピューターのユーザーが訪問した Web
サイトに関する情報を受信できます。この機能は、ユーザーが禁止された URL を開くたびに通知
が送られるようにアラートを設定することもできます。
記録された URL アドレスは、管理ツールのプレイヤーページの URL 欄と詳細ペインに表示され
ます。
現在のバージョンでは、URL 監視オプションには以下の制限があります。


標準的なブラウザー（Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer）の URL のみが記録
されます。



Chrome/Internet Explorer ブラウザーの Metro バージョン（Microsoft Store アプリ）の
URL は記録されません。



Web 匿名化ツールで入力された URL は記録されません。ただし、プロキシサーバー匿
名化ツールはサポートされます。



（ユーザーの設定により）ブラウザーのアドレス欄が表示されていない場合、URL は記
録されません。



ドメイン名のユニコード文字（たとえば、ロシア語）は記録されません。
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管理ツールで、［URL 監視有効］オプションが選択されると、［トップおよびセカンドレベルドメイン
のみを取得する］オプションも選択できます。このオプションが有効の場合は、URL の主要部分
（たとえば、example.com）のみが記録されます。

パラメーターの例：
.ini ファイルのパラメーター

管理ツールでのパラメーター

記録データ（ウィンドウタイトル）
の例

[AgentParameters]

クライアントの編集ページの［監視オ

URLMonitoring=0

プション［WINDOWS/MACOS］］タブ

MonitorTopDomain=0

で［URL 監視有効］のチェックボック

John Doe – Google Chrome

スをクリア

[AgentParameters]

クライアントの編集ページの［監視オ

John Doe – Google Chrome

URLMonitoring=1

プション［WINDOWS/MACOS］］タブ

(URL:

MonitorTopDomain=0

で［URL 監視有効］のチェックボック

https://facebook.com/john.doe

スを選択

)

[AgentParameters]

クライアントの編集ページの［監視オ

John Doe – Google Chrome

URLMonitoring=1

プション［WINDOWS/MACOS］］タブ

(URL: https://facebook.com)

MonitorTopDomain=1

で［URL 監視有効］のチェックボック
スを選択。さらに、［トップおよびセカ
ンドレベルドメインのみを取得する］
のチェックボックスを選択

10.8.24 アプリケーションフィルタリング パラメーター
アプリケーションのフィルタリングで、監視対象としないアプリケーションを定義し、Windows クライ
アントから受け取る情報量を減らすことができます。
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アプリケーションのフィルタリングには次の３つの状態があります。


無効：
すべてのアプリケーションのユーザー操作が記録されます（スクリーンキャプチャーが作
成され、キーストロークも記録されます）。



指定アプリケーションのみを記録する：
指定したアプリケーションのユーザー操作を記録します。指定していない他のアプリケー
ションは記録されません。このモードにより、重要なアプリケーションのみを記録する設
定が可能です。



指定アプリケーション以外の全アプリケーションを記録する：
指定したアプリケーションを除いたすべてのアプリケーションのユーザー操作を記録しま
す。このモードにより、リスクが無いと思われるアプリケーション（例えば Word）において、
ユーザー操作の記録を無効にすることができます。

アプリケーションは、アプリケーション名、ウィンドウタイトル、または URL により識別されます。パ
ラメーターは OR 論理で結合されます。［指定アプリケーションのみ記録］の場合は条件のうちの
少なくとも１つが満たされるならば操作が記録されます。［指定アプリケーション以外の全アプリケ
ーションを記録する］の場合は条件のうち少なくとも１つが満たされるならば操作は記録されませ
ん。
アプリケーションフィルタリングで、機密データを記録対象から完全に外したい場合は、［アクティブ
ウィンドウのみを記録する］オプションとともに使用することを推奨します。

パラメーターの例：
.ini ファイルのパラメーター

管理ツール内のパラメーター

フィルターを適用しないで全てのデータを監視する

[FilterParameters]

［アプリケーションフィルタリング］タブの

FilterState=disable

［フィルターの状態］ボックスで、［無効］を選択

FilterAppTitle=
FilterAppName=
Facebook または Gmail をタイトルに含むアプリケーションのみを監視する
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[FilterParameters]

［アプリケーションフィルタリング］タブで以下を実

FilterState=include

行します：

FilterAppTitle=Facebook,Gmail

1. ［フィルターの状態］ボックスで、［指定アプリ

FilterAppName=

ケーションのみを記録する］を選択
2. ［ウィンドウタイトルまたは URL がこのキー
ワードを含む］ボックスに、Facebook,
Gmail と入力

Firefox または Internet をアプリケーション名に含むアプリケーションのみを監視する

[FilterParameters]

［アプリケーションフィルタリング］タブで以下を実

FilterState=include

行します：

FilterAppTitle=
FilterAppName=Firefox,Internet

1. ［フィルターの状態］ボックスで、［指定アプリ
ケーションのみを記録する］を選択
2. ［アプリケーション名がこのキーワードを含
む］ボックスに、Firefox, Internet と入力

アプリケーション名に Firefox、Chrome、Internet を含むアプリケーション（ウィンドウタイトル
は絞り込まない）と、ウィンドウタイトルに Facebook を含むアプリケーション（アプリケーション
名は絞り込まない）のみを監視する

[FilterParameters]

［アプリケーションフィルタリング］タブで以下を実

FilterState=include

行します：

FilterAppTitle=Facebook
FilterAppName=Firefox,Chrome,Internet

1.［フィルターの状態］ボックスで、［指定アプリ
ケーションのみを記録する］を選択
2.［ウィンドウタイトルまたは URL がこのキーワ
ードを含む］ボックスに、Facebook と入力
3.［アプリケーション名がこのキーワードを含
む］ボックスに、Firefox, Chrome, Internet と
入力
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タイトルに Work または Doc を含むアプリケーションを除くすべてのアプリケーションを監視す
る

[FilterParameters]

［アプリケーションフィルタリング］タブで以下を実

FilterState=exclude

行します：

FilterAppTitle=work,doc
FilterAppName=

1.［フィルターの状態］ボックスで、［指定アプリ
ケーション以外の全アプリケーションを記録
する］を選択
2.［ウィンドウタイトルまたは URL がこのキーワ
ードを含む］ボックスに、work, doc と入力

アプリケーション名に Word または Excel を含むアプリケーションからのデータを除くすべての
データを監視する

[FilterParameters]

［アプリケーションフィルタリング］タブで以下を実

FilterState=exclude

行します：

FilterAppTitle=
FilterAppName=word,excel

1.［フィルターの状態］ボックスで、［指定アプリ
ケーション以外の全アプリケーションを記録
する］を選択
2.［アプリケーション名がこのキーワードを含
む］ボックスに、Word, Excel と入力
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アプリケーション名に Word を含むアプリケーションまたはタイトルに doc を含むアプリケーシ
ョンを除くすべてのデータを監視する

[FilterParameters]

［アプリケーションフィルタリング］タブで以下を実

FilterState=exclude

行します：

FilterAppTitle=doc

1.［フィルターの状態］ボックスで、［指定アプリ

FilterAppName=word

ケーション以外の全アプリケーションを記録
する］を選択
2.［ウィンドウタイトルまたは URL がこのキーワ
ードを含む］ボックスに、doc と入力
3.［アプリケーション名がこのキーワードを含
む］ボックスに、Word と入力

10.8.25 ユーザーフィルタリング パラメーター
ユーザーフィルタリングにより、コンピューターのユーザーを指定し、指定ユーザーの操作の記録
をスキップして、Windows クライアントから受信する情報量を削減することができます。ユーザー
フィルタリングはプライマリユーザー（Windows ログインユーザー）とセカンダリユーザー（Ekran
二次認証ユーザー）の両方を指定できます。
ユーザーフィルタリングには、次の３つの状態があります。


無効：
すべてのユーザーの操作が記録されます。



指定ユーザーのみを記録する：
指定したユーザーの操作のみが記録されます。他のすべてのユーザーの操作はスキッ
プされます。



指定ユーザー以外の全ユーザーを記録する：
指定したユーザー以外のすべてのユーザーの操作が記録されます。このモードでは、
特定のユーザー（たとえば、管理者）の操作をスキップできます。
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フィルター対象のユーザー名を指定するには、手動で入力するか、［ユーザーの追加］をクリックし
て、リストからユーザーを選択します。
ユーザー名を手動で入力する場合、<ドメイン名またはコンピューター名>\<ユーザー名>の形式で
入力する必要があります。ドメイングループの全ユーザーを手動で指定するには、各ユーザー名
を個別に入力せずに、ドメイングループを$<ドメイン名>\<ドメインユーザーグループ名>として入
力します。
入力した値は、コンマ（,）、セミコロン（;）、または改行で区切る必要があります。アスタリスク（*）を
用いて、ドメイン、コンピューター、ユーザー、ドメイングループをマスクできます。（例： *\admin*
または $*\administrator*）
［ユーザーの追加］をクリックした場合、ユーザーの追加ページが開きます。クライアントが過去に
記録したことがあるユーザーのみがリストされることに注意してください。追加するユーザー名を選
択して、［追加］をクリックします。
注意：
［ユーザーの追加］ページで、ユーザー二次認証が有効であるログイン（たとえば、
WORK\janet(jan)）を選択するときは、二次認証ユーザー名の括弧をセミコロンに変更する必要
があります。（例 WORK\janet;jan）
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パラメーターの例：
.ini ファイル パラメーター

管理ツールでのパラメーターセット

フィルターを使用せず、すべてのユーザー操作を記録する

[FilterParameters]

［ユーザーフィルタリング］タブの

UserFilterState=disabled

［フィルターの状態］ボックスで無効を選択

UserFilterNames=
WORK ドメインで、janet または joe の操作のみを記録する

[FilterParameters]

［ユーザーフィルタリング］タブで、以下の設定

UserFilterState=include

を行います。

UserFilterNames=WORK\janet;WORK\joe

1. ［フィルターの状態］ボックスで、
［指定ユーザーのみを記録する］を選択
2. ［ユーザー名］ボックスで、
WORK\janet,WORK\joe を手動 で追加
するか、リストからユーザーを選択

（ローカルとドメインの） administrator ログインを除く、すべてのユーザーの操作を記録する

[FilterParameters]

［ユーザーフィルタリング］タブで、以下の設定

UserFilterState=exclude

を行います。

UserFilterNames=*\administrator

1. ［フィルターの状態］ボックスで、［指定ユー
ザー以外の全ユーザーを記録する］を選
択
2. ［ユーザー名］ボックスで、名前/ドメイン名
のマスクとしてアスタリスク（*）を使用し、
*\administrator と入力
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二次認証でログインした Ekran ユーザー janet の操作のみを記録する

[FilterParameters]

［ユーザーフィルタリング］タブで、以下の設定

UserFilterState=include

を行います。

UserFilterNames=WORK\janet;janet

1. ［フィルターの状態］ボックスで、［指定ユー
ザーのみを記録する］を選択
2. ［ユーザー名］ボックスで、
WORK\janet;janet を 手 動 で 入 力 す る
か、リストからユーザーを選択

会社ドメインの WORK ドメインユーザーグループ内のすべてのユーザーのアクティビティのみ
を監視する

[FilterParameters]

［ユーザーフィルタリング］タブで、以下の設定

UserFilterState=include

を行います。

UserFilterNames=$company\work

1. ［フィルターの状態］ボックスで、［指定ユー
ザーのみを記録する］を選択
2. ［ユーザー名］ボックスで、
$company\work を手動で入力

10.8.26 時間フィルタリングパラメーター
時間フィルタリングを使用すると、クライアントがユーザー操作を記録する曜日と時間を定義する
ことによって、Windows クライアントから受信する情報量を減らすことができます。
時間フィルタリングには、次の３つの状態があります。


無効：
ユーザーの操作は 24 時間記録されます。



指定時間内を記録する：
ユーザー操作は、定義された曜日と定義された時間帯にのみ記録されます。定義され
た曜日外と時間外のユーザー操作は記録されません。
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指定時間外を記録する：
定義された曜日外と定義された時間外のユーザー操作が記録されます。定義された曜
日および定義された時間帯には記録されません。

注意：
.ini ファイルでは、監視時間は 24 時間形式で定義する必要があります。

パラメーターの例：
.ini ファイル パラメーター

管理ツールでのパラメーターセット

フィルターを使用せず、すべてのユーザー操作を記録する

[FilterParameters]

［時間フィルタリング］タブの［フィルターの状態］

MonitorTimeFilterState=disabled

ボックスで無効を選択

MonitoringDays=
MonitoringHours=
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月、火、水、木、金の午前 8 時から午後 6 時までを記録する

[FilterParameters]

［時間フィルタリング］タブで、以下の設定を行い

MonitorTimeFilterState=include

ます。

MonitoringDays=Mon,Tue,Wed,Thu,Fri
MonitoringHours=8:00-18:00

1. ［フィルターの状態］ボックスで、［指定時間内
記録する］を選択
2. 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 チ
ェックボックスをチェック
3. ［開始］ドロップダウンリストで 08:00 を選択
4. ［終了］ドロップダウンリストで 18：00 を選択

金曜日と土曜日は記録しない

[FilterParameters]

［時間フィルタリング］タブで、以下の設定を行い

MonitorTimeFilterState=exclude

ます。

MonitoringDays= Fri,Sat
MonitoringHours=00:00-23:59

1. ［フィルターの状態］ボックスで、［指定時間外
を記録する］を選択します。
2. 金曜日、土曜日チェックボックスをチェック
3. ［開始］ドロップダウンリストで 00:00 を選択
4. ［終了］ドロップダウンリストで 23：59 を選択

10.8.27 IP アドレスフィルタリング パラメーター
IP アドレスフィルタリングを使用して、リモートセッションが監視されない IP アドレスを定義し、
Windows クライアントから受け取る情報量を減らすことができます。
注意：
IP アドレスフィルタリングパラメーターは、エンタープライズ版をお持ちの場合にのみ使用できま
す。

IP アドレスフィルタリングは、次の５つの状態があります。


無効：
すべての IP アドレスのリモートセッションが監視されます。
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指定アドレスからのリモートパブリック IP アドレスの接続のみを記録する：
定義済みのパブリック IP アドレスのリモートセッションが監視されます。他のすべての IP
アドレスからのリモートセッションに関する情報はスキップされます。



指定アドレス以外からの全リモートパブリック IP アドレスの接続を記録する：
事前定義されたパブリック IP アドレスを除くすべてのパブリック IP アドレスのリモートセ
ッションが監視されます。このモードでは、特定のパブリック IP アドレスのリモートセッシ
ョンに関する情報をスキップできます。



指定アドレスからのリモートプライベート IP アドレスの接続のみを記録する：
定義済みのプライベート IP アドレスのリモートセッションが監視されます。他のすべての
IP アドレスからのリモートセッションに関する情報はスキップされます。



指定アドレス以外からの全リモートプライベート IP アドレスの接続を記録する：
事前定義されたプライベート IP アドレスを除くすべてのプライベート IP アドレスのリモー
トセッションが監視されます。このモードでは、特定のプライベート IP アドレスのリモート
セッションに関する情報をスキップできます。

IP アドレスまたは IP 範囲は、コンマ（,）、セミコロン（;）、または改行で区切られた IPv4 または IPv6
形式で指定できます。アスタリスク（*）をマスクとして使用することもできます（例：10.200.*.*）。

10.8.28 二次認証パラメーター
二次認証により、クライアントコンピューターにログインするユーザーに追加の認証を要求できま
す。
［ユーザー二次認証有効］オプションを管理ツールで選択すると、クライアントは Windows ユーザ
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ーログインダイアログの後に、追加のログインダイアログを表示します。
注意：
二次認証は、管理ツールの［クライアントの編集］ページで設定できます。（インストール時には
指定できません。）

10.8.29 ワンタイムパスワード パラメーター
ワンタイムパスワードオプションにより、クライアントコンピューターへのログイン時にユーザーにワ
ンタイムパスワードの入力を求めることにより、クライアントマシンのセキュリティを強化できます。
注意：
ワンタイムパスワードオプションは、エンタープライズ版をお持ちの場合にのみ使用できます。
［ワンタイムパスワード有効］オプションが有効でアクセス請求の承認者の E メールアドレスが定
義されている場合、ユーザーはクライアントコンピューターへのアクセスをリクエストすることができ
ます。承認者として追加されたユーザーは、E メールまたは管理ツールの［アクセス管理］ページ
でワンタイムパスワードリクエストを確認することができます。デフォルトではリクエストから３０分
以内に処理されない場合、自動的に期限切れとなります。この設定は［構成］＞［システム設定］
ページで変更することができます。
［Active Directory ユーザーにワンタイムパスワードを自動送信する］オプションが有効の場合、
ワンタイムパスワードは承認なしにユーザーの要求で生成され、ユーザーの Active Directory ア
カウントで定義された E メールアドレスに自動的に送信されます。
［内部ユーザーにワンタイムパスワードを自動送信する］オプションが有効の場合、ワンタイムパ
スワードは承認なしにユーザーの要求で生成され、Ekran システム内部ユーザーの E メールアド
レスに自動的に送信されます。
［内部ユーザーにワンタイムパスワードを自動送信する］オプションと［ユーザー二次認証有効］オ
プションは同時に有効にできないことに注意してください。

10.8.30 ソフトウェアトークン認証 パラメーター
ソフトウェアトークン認証（二要素認証）オプションを使用するには、クライアントコンピューターにロ
グインするときに、モバイルアプリケーション（例： Google 認証システム）によって生成された時間
ベースのワンタイムパスワード（TOTP）を追加で入力する必要があります。
［ソフトウェアトークン認証有効］オプションが有効の場合、クライアントは Windows へのユーザー
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ログイン時に追加のログインウィンドウを表示します。
注意：
［ソフトウェアトークン認証有効］は、管理ツールでのクライアントの編集中にのみ有効にできま
す（インストール時には指定できません）。

10.8.31 ログインメッセージ有効 パラメーター
ユーザーログイン時に、ログインメッセージを表示することで、ユーザーにセッションが監視されて
いることを通知できます。また、会社のポリシーや国の法律に関する重要な問題について、通知
できます。
管理ツールで、［ログインメッセージ有効］オプションを有効にすると、クライアントは、ユーザーロ
グインで、追加の通知メッセージを表示します。
ユーザーがメッセージを確認すると、ログインが許可され、操作ができます。
詳しくは、ログインメッセージを参照してください。

10.8.32 ユーザーの返信を要求する パラメーター
［ユーザーの返信を要求する］オプションを使用すると、ユーザーにログインメッセージへ返信を入
力することを要求できます。これにより、Ekran 管理者はユーザー操作についての情報を得ること
ができます。
［ユーザーの返信を要求する］オプションは、管理ツールで［ログインメッセージ有効］オプションが
選択されている場合にのみ使用できます。
対象クライアントコンピューターに対して［ユーザーの返信を要求する］オプションが管理ツールで
選択されている場合、クライアントは Windows へのユーザーログイン時にログインメッセージを表
示し、ユーザーは返信コメントを入力する必要があります。ユーザーが返信を入力すると、ログイ
ンして作業を続けることができます。詳しくは、［ユーザーの返信を要求する］の節を参照してくださ
い。

10.8.33 チケットナンバーを要求する パラメーター
［チケットナンバーを要求する］オプションを使用すると、チケッティングシステムとの統合で得られ
る有効なチケットナンバーを入力してクライアントコンピューターで作業を開始するようにユーザー
に要求できます。
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［チケットナンバーを要求する］オプションは、［ユーザーの返信を要求する］オプションが選択され
ている場合にのみ使用できます。
［チケットナンバーを要求する］オプションが有効になっている場合、クライアントはログイン時に表
示されるログインメッセージウィンドウに有効なチケットナンバーを入力するようにユーザーに要求
します。ユーザーが有効なチケットナンバーを入力して追加のメッセージに返信した後、ユーザー
はシステムでの作業を開始することが許可されます。
注意：
［チケットナンバーを要求する］オプションは、エンタープライズ版をお持ちの場合にのみ使用で
きます。

10.8.34 帯域使用量を削減するパラメーター
クライアントの必要な記録設定を構成するために、以下の追加のパラメーターを使用することがで
きます。


スクリーンショット間引き間隔



記録データをまとめて N ms に１回送信する（即時送信をしない）



スクリーンショットのデータサイズを削減する

［スクリーンショット間引き間隔］パラメーターを使用すると、管理者は１セッションのスクリーンショ
ットの記録頻度を定義することができます。たとえば、このオプションに 2000 ミリ秒を設定した場
合、スクリーンショットは２秒に１回しか記録されません。このオプションに 0 が設定されている場
合、スクリーンショットは定義されたユーザー記録パラメーターに従って制限なく記録されます。デ
フォルトは 0 です。
注意：
アラートイベントに関連付けられたスクリーンショットは、スクリーンショットの間引き間隔設定で
定義した頻度に関係なく記録されます。
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クライアントから Ekran サーバーへの１セッション（24 ビットスクリーンショット）のトラフィックは、以
下のとおりです：
スクリーンショット間引き間隔パラメーター

トラフィック

0

27 kb/s

200

7 kb/s

上記の例の場合、帯域使用は 75%削減されます。
クライアントのライブセッションを閲覧している場合、スクリーンショットは［スクリーンショット間引き
間隔］パラメーターで定義された頻度に従って更新されることにご注意ください。
［記録データをまとめて N ms に１回送信する（即時送信をしない）］パラメーターを使用すると、ク
ライアントから Ekran サーバーへ収集済み監視データをまとめて送信する頻度を定義することが
できます。たとえば、このパラメーターに 10000 ミリ秒が設定されている場合、クライアントはユー
ザー操作が記録されるごとに送信するのではなく、記録データを収集し１０秒に１回まとめて
Ekran サーバーへ送信します。
デフォルトでは、このパラメーターは 10000 ミリ秒に設定されています。ターミナルサーバーの場
合は、設定可能な最大値は 1000 ミリ秒です。
［スクリーンショットのデータサーズを削減する］パラメーターを使用すると、管理者は記録されたス
クリーンショットをサーバーへ送信する前にクライアント上でどのくらいサイズを削減するか定義す
ることができます。たとえば、オリジナルのスクリーンショットのサイズが 674 MB で、このパラメー
ターに 50%が設定されている場合、このスクリーンショットのサイズは 335 MB へ削減されます。
スクリーンショットのサイズを削減すると、スクリーンショットの品質に影響することにご注意くださ
い。
デフォルトでは、このパラメーターは 30%が設定されています。これによりスクリーンショットのサ
イズが削減され、通常のスクリーンショットの品質が保たれます。
注意：
［アクティブウィンドウのみを記録する］オプションが有効である場合、記録されたスクリーンショ
ットのサイズは削減されません。

10.9

Windows クライアントの構成の編集

オンライン/オフラインのクライアントの構成を編集できます。オンラインのクライアントの構成は、
即座に適用されます。オフラインのクライアントの構成は、クライアントがオンラインになると即座
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に適用されます。
新しくインストールしたクライアントには、クライアントごとに個別に編集できるカスタム設定があり
ます。クライアントがグループに追加されると、カスタム設定を持つことも、グループから設定を継
承することもできます。クライアントグループの構成が変更されると、このグループから継承された
クライアント構成も変更されます。
Windows クライアントの構成を編集するには、次の操作を行ってください：
1. クライアント構成の管理のクライアント権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側にある［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、構成を編集したい Windows クライアントを選択し、［クライアントの編
集］をクリックします。特定のクライアントを見つけ出すには、［フィルター条件としてキーワード
を入力］ボックスにクライアント名を入力して、［Enter］キーを押します。
注意：
クライアント構成の管理のクライアント権限を持っていない場合、構成のオプションは無効
状態で表示され、編集できません。
4. クライアントの編集ページの［プロパティ］タブで、次の操作を実行します。


（任意）クライアントの説明を記述します。



クライアントに割り当てるライセンスを選択します。



クライアントに適用する設定タイプを選択します。
◦ ［カスタム］設定タイプを選択すると、すべてのクライアント設定を個別に編集できま
す。
◦ ［<クライアントグループ>から継承］設定タイプを選択した場合、クライアント設定は
選択したクライアントグループから継承され、設定は変更できません。



［プロテクトモードの有効］オプションを選択します。
注意：
クライアントモードは、クライアントコンピューターの再起動後に変更されます。



［クライアントの自動アップデート］オプションを指定します。



［デスクトップに記録アイコンを表示する］オプションを指定します。
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［クライアントアイコンのトレイへの表示］オプションを指定します。



（ターミナルサーバーライセンスを持つクライアントの場合）クライアントをシークレットに
よるリモートアクセス用のジャンプサーバーにする場合は、［ジャンプサーバー（踏み台）
モード有効］オプションを選択します。必要に応じて、［Windows Shell を Ekran 接続マ
ネージャーに置き換える］オプションを選択して、Ekran 接続マネージャーウィンドウのみ
を表示します。
訳注：
エンター―プライズ版をお持ちの場合のみ使用できます。



指定した期間を超えてオフラインのクライアントを監視する場合は、［クライアントが指定
期間オフラインの場合通知する］オプションを選択し、クライアントを［ロスト］したとして検
出される期間を定義します。そのようなクライアントに関する E メール通知を受信したい
場合は、E メールアドレスを定義します。



エラー、警告、情報メッセージなどの Ekran システムイベントをクライアントコンピュータ
ーの Windows イベントログに保存する場合は、［ログメッセージを Windows イベントロ
グに送信］オプションを選択し、ログエントリのログレベルを定義します。
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クライアントに適用する［クリーンアップ設定タイプ］を選択します。
◦ カスタムクリーンアップ設定タイプが選択されている場合、すべてのクライアントクリ
ーンアップ設定を構成できます。
◦ ［<クライアントグループ>から継承］クリーンアップ設定タイプが選択されている場
合、［クリーンアップ設定タイプ］は選択したクライアントグループから継承され、こ
れらの設定は変更できません。



クリーンアップの実行頻度を選択します。



［実行タイプ］ドロップダウンリストで、［クリーンアップ］オプションを選択するとデータベ
ースから記録データを削除でき、［アーカイブとクリーンアップ］オプションを選択すると記
録データをアーカイブしてから削除できます。
注意：
［アーカイブとクリーンアップ］オプションが選択されている場合、［構成］ページで［ア
ーカイブ］パラメーターを構成する必要があります。

訳注：
［アーカイブとクリーンアップ］はエンタープライズ版をお持ちの場合のみ使用できま
す。［クリーンアップ］はスタンダード版でもご利用になれます。


監視対象データの保持期間を定義します。定義された期間よりも長くデータベースに保
存されたセッションは、クリーンアッププロセス中に削除されます。



［クライアントログ出力レベル］でクライアントログファイルに保存するログエントリのログ
レベルを定義します。
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5. ［画像（スライド）取得オプション］タブで、次の操作を実行します。


ユーザー操作取得のタイミング設定 を定義します。



画像（スライド）の設定 を定義します。

6. ［監視オプション［WINDOWS/MACOS］］タブで、次の手順を実行します。


クリップボードのテキストデータを記録するには、［クリップボード監視有効］オプションを
有効にします。



SWIFT ネットワークへのログインに使用するユーザー名をログファイルに記録するには、
［SWIFT ユーザー名記録有効］オプションを有効にします。
訳注：
エンタープライズ版を持ちの場合のみ使用できます。



［システムのスリープ状態等を IDLE として記録する］オプションを有効にすると、ユー
ザーが１５分以上非アクティブである場合や、コンピューターがスリープモードまたは休
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止モードにある場合、また画面が自動的にオフになるように設定されている場合に IDLE
イベントを記録できます。


［ユーザー操作がない時間を IDLE として記録する］オプションを有効にすると、クライ
アントのアクティビティがない場合、つまり［タイムアウト（分）］期間を超えてもマウスのク
リックやキー入力がない場合、IDLE イベントが記録されます。デフォルトのタイムアウト
値は１５分です。



クライアントコンピューターで監視ログを作成して指定フォルダーに保存するには、［監
視イベントをログファイルに出力する］のチェックボックスにチェックを入れます。



クライアントコンピューターで再生される入出力サウンドを記録するには、［音声録音有
効］オプションにチェックを入れます。
注意：
［音声録音有効］設定を適用するには、再ログインする必要があります。

訳注：
エンタープライズ版を持ちの場合のみ使用できます。


クライアントコンピューターのユーザーが訪れた Web サイトに関する情報を記録するに
は、［URL 監視有効］のチェックボックスにチェックを入れます。



URL の主要部分、たとえば、example.com/help を閲覧した時に example.com のみ
を記録するには、［トップおよびセカンドレベルドメインのみを取得する］のチェックボック
スにチェックを入れます。
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7. ［アプリケーションフィルタリング］タブで、クライアントのアプリケーションフィルタリングパラメ
ーターを定義します。

8. ［ユーザーフィルタリング］タブで、クライアントのユーザーフィルタリングパラメーターを定義し
ます。
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9. ［時間フィルタリング］タブで時間フィルタリングパラメーターを指定します。

10. ［IP アドレスフィルタリング］タブで、クライアントの IP アドレスフィルタリングパラメーターを定
義します。
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11. ［認証オプション］タブで、以下の操作を実行します。


ユーザーログイン時の追加メッセージを有効化する場合、［ログインメッセージ有効］チェ
ックボックスをオンにし、ユーザーに表示するメッセージを入力します。



ユーザーにログインメッセージに返信を入力するよう要求するには、［ユーザーの返信を
要求する］チェックボックスをオンにします。



チケットナンバーをユーザーに入力するよう要求するには、［チケットナンバーを要求す
る］チェックボックスをオンにします。



クライアントコンピューターヘログインするユーザーに対して二次認証を有効化する場合、
［ユーザー二次認証有効］チェックボックスをオンにします。



ログインユーザーがワンタイムパスワードを要求できるようにするには、［ワンタイムパ
スワード有効］チェックボックスをオンにします。アクセス請求の承認者を指定します。
◦ ワンタイムパスワードを管理者の承認なしにユーザーのリクエストで生成し、ユー
ザーの Active Directory アカウントで定義されたメールアドレスに自動的に送信す
るには、［Active Directory ユーザーにワンタイムパスワードを自動送信する］チェ
ックボックスをオンにします。
◦ ワンタイムパスワードを管理者の承認なしに Ekran システム内部ユーザーの要求
により生成し、ユーザーのメールアドレスに自動的に送信するには、［内部ユーザ
ーにワンタイムパスワードを自動送信する］オプションを選択します。
注意：
内部ユーザーへのワンタイムパスワードの使用は、強制ユーザー認証（二次認
証）オプションと同時に有効にすることはできません。



時間ベースのワンタイムパスワードをユーザーに入力させるには、［ソフトウェアトークン
認証有効］チェックボックスをオンにします。

12. ［キーロガーオプション］タブで、次の手順を実行します。


キーロガーを有効にするには、［キーロガー有効］チェックボックスをオンにします。



ユーザーがクライアントコンピューターで指定されたキーワードの 1 つを入力した後にの
みクライアントがユーザーアクティビティの記録を開始するようにするには、［次のリスト
にあるキーワードを検知したらユーザー操作の記録を開始する。］チェックボックスをオ
ンにします。
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クライアントの［キーロガーフィルタリング］パラメーターを指定します。

13. ［追加オプション］タブで、クライアントの帯域使用を削減するためのパラメーターを定義しま
す。
14. 構成を設定した後、［次へ］をクリックすると、クライアントが所属するクライアントグループの設
定やユーザーとユーザーグループの権限やアラートの設定を行うことができます。これらを変
更しない場合は［完了］をクリックします。
15. 新しい構成は即時にクライアントに適用されます。

10.10 Windows クライアント設定の表示
Windows クライアントを設定するには、クライアントのインストールと管理の管理権限または特定
のクライアントに対するクライアント権限を持つユーザーで管理ツールにログインする必要があり
ます。
Windows クライアントの構成を表示するには、次の手順を実行します：
1. 管理ツールにログインします。
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2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、必要なクライアントを選択し、［クライアントの編集］をクリックします。
4. 開いたウィンドウに、対応する設定パラメーターを持つタブが表示されます。

10.11 Windows クライアントの強制ユーザー認証（二次認証）
10.11.1 概要
クライアントが、Windows が稼動するコンピューターにインストールされており、複数のユーザー
が同じアカウントで、このコンピューターにログオンする（たとえば Administrator アカウントを複数
のユーザーが使用している）場合、実際に誰がアカウントを使っているかを識別することが重要で
す。この識別は、強制ユーザー認証（二次認証）により行われ、ユーザーが Windows のログオン
ダイアログでログオン後、さらにもう１つログオンダイアログを表示し、ユーザー認証を要求します。
強制ユーザー認証オプションが有効になっている場合、ユーザーは二次認証ユーザーのクライア
ント権限を持つ Ekran ユーザーの資格情報の入力を求められます。二次認証で使用したユーザ
ー名（またはメールアドレス）は、セッションプレイヤーのセッションのリストで、Windows のログオ
ンユーザー名の後に、括弧に囲まれて表示されます。
強制ユーザー認証（二次認証）は、クライアントコンピューターとサーバーコンピューターの間で接
続がある場合にのみ有効です。サーバーコンピューターとの接続が失われた場合（サーバーが利
用不可の場合）には、二次認証の入力を要求するポップアップダイアログは表示されません。
内部ユーザーにワンタイムパスワードを使用することは、強制ユーザー認証オプションと同時に有
効にはできないことに注意してください。
注意：
状況によっては（強制再起動など）、コンピューターが起動後、１分間クライアントサービスが開
始しないことがあります。このような状況の場合、二次認証は機能しません。

10.11.2 Windows クライアントでの強制ユーザー認証の有効化
強制ユーザー認証（二次認証）パラメーターは、クライアントの編集ページでのみ設定できます（ク
ライアントのインストール時には設定できません）。二次認証は Windows が稼動しているコンュー
ター上にクライアントがインストールされたときのみ利用可能です。
クライアントで、強制ユーザー認証（二次認証）を有効化するには、以下を実行します。
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1. クライアント構成の管理のクライアント権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側にある［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、強制ユーザー認証（二次認証）を有効にしたいクライアントを選択して、
［クライアントの編集］をクリックします。特定のクライアントを探すには、［フィルター条件として
キーワードを入力］ボックスに名前を入力して、🔍アイコンをクリックします。
4. クライアントの編集ページの［認証オプション］タブで、［ユーザー二次認証有効］のチェックボ
ックスをオンにします。
5. 任意で［ワンタイムパスワード有効］チェックボックスをオンにし、［アクセス請求の承認者］を
指定します。ワンタイムパスワードの要求が指定されたユーザーのメールアドレス宛てに送信
されます。

6. ［完了］をクリックします。
7. クライアントが Windows Server 2003 にインストールされている場合、二次認証の有効化・
無効化の後で、コンピューターを再起動する必要があります。これ以外の Windows では、二
次認証の設定は直ちに適用されます。
注意：
二次認証機能は Windows XP では動作しません。

10.11.3 ユーザーへの二次認証ログオン権限の付与
Ekran ユーザーにクライアントへのログインを許可するには、以下を実行します。
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1. ユーザー管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログオンします。
2. クライアントコンピューターへログオンするための Active Directory ユーザーまたは内部ユー
ザーをシステムに追加するか、既存のユーザーを編集します。
3. ユーザーの追加/編集中に、［クライアント権限］タブで、対象とするクライアントの［権限の編
集］をクリックします。特定のクライアントを見つけるには、［フィルター条件としてキーワードを
入力］ボックスにその名前を入力して［フィルター］をクリックします。
4. 開いたクライアント権限ウィンドウで、［二次認証ユーザー］オプションを選択して［保存］をクリ
ックします。
5. ［完了］をクリックします。

10.11.4 Ekran システムユーザーの二次認証によるログイン
ユーザー二次認証を有効にした場合のログインプロセスは、次のように実行されます。
1. ユーザーは、一般的な方法（ローカルまたはリモート）で Windows にログインします。
2. Windows へのユーザーのログインの際、クライアントは二次認証情報を入力するようにユー
ザーに要求する二次認証ウィンドウを表示します。
3. ユーザーは、クライアントコンピューターへのアクセス許可を持つ Ekran ユーザーの資格情報
を入力します。
4. これらの資格情報はサーバーに送信され、サーバーはこのコンピューターへのアクセスが許
可されているかどうかの応答を返します。ユーザーがクライアントコンピューターに必要な権
限を持ち、入力した資格情報が正しい場合、ユーザーはシステムの操作を行えます。それ以
外の場合、ユーザーはその状況に対応したメッセージを受け取ります。
5. ユーザーがシステムの操作を開始すると、クライアントはユーザー操作の記録を開始します。
二次認証ユーザー名は管理ツールのセッションプレイヤーページの［ユーザー名］列で
<Windows ユーザー名> （<強制認証ユーザー>）のように表示されます。
訳注：
例えば、pc1\Administrator(taro)のように、二次認証ユーザー taro がログインしたことが
表示されます
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10.12 ワンタイムパスワードの管理
10.12.1 概要
ワンタイムパスワードは、ユーザーの要求を受けた時に生成する、またはユーザーの要求がなく
てもワンタイムパスワードの承認者として追加されている Ekran 管理者が任意の時点で生成する
ことができます。ワンタイムパスワード要求の承認者を確認するには、クライアント管理ページを
開き、必要なクライアントの［クライアントの編集］をクリックして、［認証オプション］タブを開きます。

内部ユーザーのワンタイムパスワードの使用は、強制ユーザー認証（二次認証）オプションと同時
には有効にできないことに注意してください。
注意：
ワンタイムパスワードオプションは、エンタープライズ版をお持ちの場合にのみできます。

10.12.2 ワンタイムパスワードの使用の有効化
ワンタイムパスワードの使用は、クライアントの編集中にのみ有効にでき、Windows コンピュータ
ーにインストールされているクライアントで使用できます。
クライアントでワンタイムパスワードの使用を有効にするには、次の手順を実行します。
1. クライアント構成の管理のクライアント権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
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3. クライアント管理ページで、ワンタイムパスワードを有効にしたいクライアントの［クライアント
の編集］をクリックします。特定のクライアントを見つけるには、その名前を［フィルター条件と
してキーワードを入力］欄に入力し、🔍アイコンをクリックします。
4. クライアントの編集ページの［認証オプション］タブで、［ワンタイムパスワード有効］オプション
を選択し、次のいずれかを実行します。


ワンタイムパスワードを承認できるユーザーを定義します。指定されたユーザーは次の
いずれかの方法でリクエストを処理することができます：メールリンク（メールアドレスが
定義された場合）、管理ツールのアクセス管理ページ。デフォルトでは、リクエストが請
求後３０分以内に処理されない場合、自動的に期限切れとなります。この設定は［構成］
＞［システム設定］で変更することができます。



［Active Directory ユーザーにワンタイムパスワードを自動送信する］オプションを有効
にすると、ワンタイムパスワードを自動的に生成してユーザーの Active Directory アカウ
ントに定義されたメールアドレスに送信できるようになります。



［内部ユーザーにワンタイムパスワードを自動送信する］オプションを有効にすると、ワ
ンタイムパスワードを自動的に生成して Ekran システムの内部ユーザーに送信できるよ
うになります。Ekran ユーザーに二次認証ユーザー権限が付与されていることを確認し
てください。
注意：
内部ユーザーが自動生成されたワンタイムパスワードを正しく受信するには、ユーザ
ーの編集ページの［ユーザーの詳細］タブで有効なメールアドレスが設定されている
ことを確認してください。

5. ［完了］をクリックします。

10.12.3 ワンタイムパスワードの生成
10.12.3.1 ワンタイムパスワードの手動生成
ユーザーがクライアントコンピューターにアクセスするためにワンタイムパスワードを要求する場合、
ユーザーの請求はクライアント構成でこのクライアントに指定された承認者のメールアドレス宛に
送信されます。また、ユーザーの請求は、アクセス管理ページの［アクセス請求］タブに表示されま
す。
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注意：
内部ユーザーがメール請求を正しく受信できるように、ユーザー編集ページの［ユーザー詳細］
タブページに有効なメールアドレスが１つ以上定義されていることを確認してください。
デフォルトでは、請求が３０分以内に処理されない場合、自動的に期限切れとなります。この設定
は［構成］＞［システム設定］タブで変更することができます。

メールリンクを使用してワンタイムパスワードを生成する
承認者がメールリンクを使用してワンタイムパスワードを生成するには、受信したワンタイムパス
ワードの請求メールを開き、パスワード生成のためのナビゲーションリンクをクリックします。ワンタ
イムパスワードが自動生成され、ユーザーのメールアドレス宛に送信されます。

アクセス管理ページでワンタイムパスワードを生成する
承認者がアクセス管理ページでワンタイムパスワードを生成するには、以下の手順を実行します。
1. 請求の承認者としてリストされているユーザーで管理ツールにログインします。
2. 画面左側の［アクセス管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［アクセス請求］タブページでワンタイムパスワードの請求の［許可］リンクをクリックします。
4. 任意でコメントを入力し、［確認］をクリックします。

10.12.3.2 ワンタイムパスワードの自動生成
Active Directory ユーザーまたはクライアントコンピューターの内部ユーザーがワンタイムパスワ
ードを要求すると、ワンタイムパスワードが自動的に生成され、管理者の承認なしにユーザーのメ
ールアドレスに送信されます。
注意：
内部ユーザーが自動生成されたワンタイムパスワードを正しく受信するには、ユーザーの編集
ページの［ユーザーの詳細］タブに有効なメールアドレスが設定されていることを確認してくださ
い。

10.12.3.3 ユーザー請求なしワンタイムパスワードの生成
ユーザーからの請求なしでワンタイムパスワードを生成するには、次の手順を実行します。
1. 管理ツールにログインします。
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2. 左側にある［アクセス管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. アクセス請求管理ページで、［アクセス請求］タブの横にある

をクリックして［パスワード

生成］を選択します。
4. ワンタイムパスワード生成画面が開きます。
5. 次のパラメーターを入力して［生成］をクリックします。


クライアント名：
リストからクライアントを選択します。



ユーザー名：
ユーザー名を入力します。Active Directory ユーザーの場合は、ドメインとユーザー名を
入力します。



ユーザーの E メール：
ユーザーの E メールアドレスを入力します。この E メールアドレス宛にワンタイムパスワ
ードが送信されます。



コメント：
コメントを入力するか空欄のままにします。デフォルトのコメントは「請求外の生成」です。

6. ワンタイムパスワードが生成され、指定した E メールアドレスに送信されます。

10.12.4 ログイン
10.12.4.1 ワンタイムパスワードを使ったログイン
ワンタイムパスワードオプションを有効にした場合のクライアントコンピューターへのログオンは、
次のように実行されます。
1. （ローカルからまたはリモートから）ユーザーが通常の手順で Windows にログオンします。
2. Windows ログオンダイアログに続いて、クライアントは二次認証ウィンドウを表示して、ユー
ザーにワンタイムパスワードの入力を要求します。
3. E メールボックスにユーザーの E メールアドレスが表示されます。ユーザーは、メールで受け
取ったワンタイムパスワードをパスワードボックス（Password:）に入力します。
4. 資格情報がサーバーに送信され、サーバーはコンピューターへのアクセスが許可されている
かどうかの応答を返します。E メールアドレスとワンタイムパスワードが正しく、クライアントコ
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ンピューター及びこのユーザー用にワンタイムパスワードが生成されている場合、ユーザーは
システムでの作業を続けることができます。それ以外の場合、ユーザーはログオンできない旨
の対応するメッセージを受け取ります。
5. ユーザーがシステムの使用を開始すると、クライアントはユーザー操作の記録を開始し、ユー
ザーのメールアドレスは、管理ツールのセッションプレイヤーページのユーザー名列に括弧で
次のように表示されます。<ログインしたユーザー>（<ユーザーの電子メールアドレス>）。
注意：
ワンタイムパスワードは一度使用すると、クライアントコンピューターに再度ログインするた
めに使用することはできません。

10.12.4.2 ワンタイムパスワードの要求
ワンタイムパスワードオプションを有効にしておくと、ユーザーは、クライアントコンピューターにロ
グオンする際、ワンタイムパスワードを要求して、これを利用してクライアントコンピューターにアク
セスできます。ワンタイムパスワードは以下のうちいずれかの方法で要求できます。


コンピューターへの緊急アクセス用
この場合、ユーザー要求は、クライアントの構成でそのクライアントに定義されたアクセ
ス請求の承認者の E メールアドレスに送信されます。アクセス請求の承認者は、メール
リンクまたはアクセス請求ページで、ワンタイムパスワードを生成します。その後、ワンタ
イムパスワードはユーザーのメールアドレスに送信されます。



内部ユーザー用
この場合、ワンタイムパスワードは自動的に生成され、ユーザーの編集ページの［ユー
ザーの詳細］タブで定義された Ekran ユーザーの E メールアドレスに送信されます。



Active Directory ユーザーの場合
この場合、ワンタイムパスワードは自動的に生成され、Active Directory アカウントで定
義されたユーザーの E メールアドレスに送信されます。

生成されたパスワードが記載された E メールが受信されていない場合、ユーザーは再度パスワー
ドを要求できます。対象コンピューターのワンタイムパスワードは、１時間に１回以上要求すること
はできません。
受信したワンタイムパスワードは、生成されてから２４時間以内に１回だけ使用でき、要求されたク
ライアントコンピューターにログインするためにのみ使用できます。ユーザーが２４時間以内にワン
タイムパスワードを使用しなかった場合、自動的に有効期限切れになります。
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10.13 ユーザー操作記録の通知
10.13.1 概要
管理ツールでクライアントアイコンのトレイ表示オプションを有効化すると、クライアントコンピュー
ター上でアイコンが表示され、ユーザーに操作を記録中であることを知らせることができます。ま
た、ログオンメッセージ有効オプションを有効にすると、ログオン時にユーザーにメッセージを表示
することができます。このメッセージウィンドウは Continue（続行）ボタンを押して閉じなければデ
スクトップにアクセスできません。
ログオンメッセージは以下のような操作を行ってログオンを行った際に表示されます：


Windows の起動、再起動



ユーザーの切り替え



コンピューターへの接続

さらに、［ユーザーの返信を要求する］オプションを有効にしておくと、ユーザーはログインメッセー
ジに返信を入力しなければ、メッセージを閉じてデスクトップにアクセスすることができません。入
力した返信は、セッションプレイヤーページの［セッションの一覧］に表示されます。
Windows クライアントで強制ユーザー認証（二次認証）とログインメッセージの機能の両方が有効
な場合は、ユーザーが二次認証ウィンドウで資格情報を入力した後で、ログインメッセージが表示
されます。
クライアントアイコンは、常にユーザーに表示されます。次の場合にトレイ通知が表示されます：


ユーザーがログオンしたとき



ユーザーがアイコンをクリックしたとき

注意：
ログオンメッセージとクライアントアイコンは、ライセンスが割り当てられていない Windows クラ
イアントでは表示されません。

10.13.2 ログオンメッセージの表示の有効化
ログオンメッセージの表示は、クライアント/クライアントグループ構成の編集時、リモートインストー
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ルでのクライアント構成設定時、ローカルインストールでのクライアントインストールパッケージの
作成時、に有効化できます。
デフォルトでは、ログオンメッセージは、「このコンピューター上で行った操作は記録されます。セキ
ュリティーポリシーに従ってコンピューターを使用してください。」です。ユーザーに表示するメッセ
ージは管理ツールで変更することができます。
注意：
メッセージは、10,000 文字までです。
Windows クライアントのインストール時に、ログオンメッセージの表示を有効にするには、［ログオ
ンメッセージ有効］チェックボックスをオンにします。このオプションは、クライアントをリモートでイン
ストールするときは、クライアントの構成ページに、また、クライアントをインストールパッケージで
インストールする時は、インストールパッケージの作成ページにあります。
ログオンメッセージを有効に設定したクライアントがインストールされると、ユーザーがコンピュータ
ーにログオンするときにログオンメッセージが表示されます。クライアント構成を編集すると、メッセ
ージの内容を変更できます。
Windows クライアントの編集でログオンメッセージを有効にするには、以下の手順を実行します。
1. クライアント構成の管理のクライアント権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左にある［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、構成を編集したいクライアントを選択して、［クライアントの編集］をクリッ
クします。特定のクライアントを検索するには、［フィルター条件としてキーワードを入力］ボッ
クスに名前を入力して、［フィルター］をクリックします。
4. ［認証オプション］タブで、［ログオンメッセージ有効］チェックボックスをオンにします。表示する
メッセージを変更したい場合はテキストボックス内のメッセージを編集します。
5. ［完了］をクリックします。

10.13.3 ユーザーの返信を要求する オプションの有効化
［ユーザーの返信を要求する］オプションは、クライアント/クライアントグループの構成の編集時、
リモートインストールでのクライアント構成設定時、またはローカルインストール用のクライアントイ
ンストールパッケージ作成時に有効にできます。
Windows クライアントのインストール時に、ユーザーの返信オプションを有効にするには、［ログオ
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ンメッセージ有効］にチェックマークを入れ、［ユーザーの返信を要求する］チェックボックスをオン
にします。このオプションはクライアントをリモートでインストールするときは、クライアントの構成ペ
ージに、また、クライアントをインストールパッケージでインストールする時は、インストールパッケ
ージの作成ページにあります。
Windows クライアントの編集時にユーザーの返信オプションを有効にするには、次の操作を行い
ます。
1. クライアント構成の管理のクライアント権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、構成を編集するクライアントを選択し、［クライアントの編集］をクリックし
ます。特定のクライアントを検索するには、［フィルター条件としてキーワードを入力］ボックス
に名前を入力し、［フィルター］をクリックします。
4. ［認証オプション］タブで、［ログオンメッセージ有効］チェックボックスをオンにして、オプション
でユーザーに表示するメッセージを入力します。［ユーザーの返信を要求する］チェックボック
スをオンにします。
5. ［完了］をクリックします。

10.13.4 クライアントアイコンのトレイ表示の有効化
［クライアントアイコンのトレイへの表示］オプションは、クライアント/クライアントグループの構成の
編集時、リモートインストールでのクライアント構成設定時、またはローカルインストール用のクラ
イアントインストールパッケージ作成 時に有効にできます。
このオプションを有効にすると、クライアントコンピューターの通知領域にクライアントアイコンが表
示されます。ユーザーがアイコンをクリックすると、次のような通知が表示されます。「Your actions
are being monitored by <サーバー名>.」（コンピューター上の操作は<サーバー名>によって記録
されています）
Windows クライアントをインストールするときにクライアントアイコンのトレイへの表示を有効にす
るには、クライアント構成ページ（クライアントをリモートインストールする場合）またはインストール
パッケージの保存ページ（クライアントをインストールパッケージでインストールする場合）でクライ
アントアイコンのトレイへの表示オプションを選択します。
クライアントがインストールされ、ユーザーがログオンすると通知メッセージが表示されます。
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Windows クライアントの編集時にクライアントアイコンのトレイへの表示を有効にするには、次の
操作を行います。
1. クライアントの構成管理権限を持つユーザーとして管理ツールにログインします。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、構成を編集するクライアントを選択し、［クライアントの編集］をクリックし
ます。特定のクライアントを検索するには、［フィルター条件としてキーワードを入力］ボックス
に名前を入力し、［フィルター］をクリックします。
4. プロパティタブで、［クライアントアイコンのトレイへの表示］チェックボックスをオンにします。
5. ［完了］をクリックします。次のユーザーログイン時に、クライアントアイコンが通知トレイに表示
されます。

10.13.5 ログイン
ログオンメッセージオプションが有効の場合、Windows クライアントコンピューターへのログオン時
には以下のようなプロセスが実行されます。
1. （ローカル、またはリモートから）ユーザーが通常の手順で Windows にログオンします。
2. 二次認証機能が有効の場合、二次認証資格情報の入力を求めるダイアログが表示されま
す。
3. ユーザーがログイン情報の入力を終了すると、ログオンメッセージが表示されます。
注意：
Citrix XenApp や Microsoft 共有 App にユーザーがログインする場合には、ログオンメッ
セージは 8 時間おきに表示されます。
4. ［ユーザーの返信を要求する］オプションが有効になっている場合、Windows クライアントコン
ピューターにログオンして作業を続行するには、ユーザーはログオンメッセージに返信（Your
comment is required:）を入力する必要があります。
5. ユーザーが［Continue］（続行）をクリックすると、デスクトップに進みます。ユーザーが
［Cancel］（キャンセル）をクリックすると、Windows ログオンスクリーンに戻ります。
6. クライアントアイコンのトレイへの表示オプションがクライアントに対して有効になっている場
合、トレイ通知がユーザーに表示されます。
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10.14 チケッティングシステムとの統合
10.14.1 概要
チケッティングシステムとの統合により、ユーザーが Windows クライアントコンピューターでの作
業を開始するときにチケットナンバーを入力するよう要求することができます。チケッティングシス
テムとの統合が有効になっている場合、クライアントはログイン時に表示されるログインメッセージ
ウィンドウに、まだクローズになっていない有効なチケットナンバーを入力するようにユーザーに促
します。
現在、SysAid や ServiceNow などのチケットシステムとの統合が可能です。また、REST ベース
の HTTP アプリケーションに接続する API を使用して、Ekran システムをチケットシステムに統合
できます。
Ekran を他のチケッティングシステムと統合したい場合は、サポートチームに連絡してください。
support_team@ekransystem.com（日本では輸入販売元にお問い合わせください）。
注意：
チケッティングシステムとの統合は、エンタープライズ版をお持ちの場合にのみ使用できます。

10.14.2 チケットナンバー オプションの有効化
チケットナンバーオプションは、既存のクライアントのクライアント/クライアントグループの編集を行
うとき、またはクライアントの新規インストール時のリモートインストール用パラメーターの設定やロ
ーカルインストール用の.ini ファイルのパラメーター設定のときに有効にできます。
Windows クライアントのインストール時にチケットナンバーオプションを有効にするには、［ログイ
ンメッセージ有効］オプションと［ユーザーの返信を要求する］オプションを有効にしてから［チケット
ナンバーを要求］オプションを有効にします。
Windows クライアントの編集時にチケットナンバーオプションを有効にするには、次の手順に従い
ます。
1. クライアント構成の管理のクライアント権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、設定を編集するクライアントを選択し、［クライアントの編集］をクリックし
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ます。特定のクライアントを見つけるには、［フィルター条件としてキーワードを入力］ボックス
にその名前を入力して［フィルター］をクリックします。
4. ［認証オプション］タブで、［ログインメッセージ有効］および［ユーザーの返信を要求する］オプ
ションを選択してから、［チケットナンバーを要求する］オプションを選択します。
5. ［完了］をクリックします。

10.14.3 ログイン
チケットナンバーオプションが有効な状態で Windows クライアントコンピューターにログインするプ
ロセスは、次のように実行されます。
1. ユーザーが（ローカルまたはリモートから）Windows に一般的な方法でログインします。
2. 強制ユーザー認証（二次認証）が有効になっている場合、クライアントはユーザーに二次認証
資格情報の入力を促します。
3. ユーザーがログインした後、ログインメッセージが表示されます。
4. ユーザーは有効なチケットナンバーを入力し、ログオンメッセージへ返信し、［I Agree］（同意）
をクリックして、システムの操作を開始します。ユーザーが［Cancel］（キャンセル）をクリックす
ると、Windows のログイン画面に戻ります。
5. チケッティングシステムでは、Ekran クライアントからの情報が、対応するチケットに追加され
ます。この情報には、ログインユーザー名、ログイン日時が含まれます。さらに、ログインメッ
セージウィンドウに入力されたユーザーのコメントとユーザーセッションへのリンクも含まれま
す。

11. macOS クライアント
11.1

概要

macOS クライアントは、ユーザー操作を記録するためにターゲットコンピューターにインストールさ
れるプログラムです。記録されたデータはサーバーに送信され、管理ツールのセッションプレイヤ
ーを通して見ることができます。
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11.2

macOS クライアントによる監視

macOS クライアントは次のように機能します：


各 macOS クライアントはコンピューターの起動時に自動的に起動します。



Workstation クライアントライセンスを持つ macOS クライアントは、１つのローカルセッ
ションまたはリモートセッションを監視します。



コンピューターが再起動されるたびに、macOS クライアントは新しいセッションでユーザ
ー操作の記録を開始します。１セッションの最大期間は２４時間です。00:00 にすべての
ライブセッションが終了します。終了後（ステータスが［ライブ］から［完了］に変わります）、
新しいライブセッションが自動的に開始されます。



セッションのステータスは、コンピューターの電源が切れている、ユーザーがログアウト
している、または macOS クライアントがサーバーから切断されているときにはいつでも
［完了］になります。macOS クライアントがサーバーに再接続すると、セッションステータ
スは［完了］から［ライブ］に戻ります。



ユーザーが複数のモニターを操作している場合、macOS クライアントはそれらすべての
スクリーンショットを作成します。



サーバーとの接続がない場合、クライアントは記録されたデータをローカルに保存し（デ
フォルトのフォルダーは /Library/Application Support/Ekran）、接続が復元されると自
動的にサーバーに送信します。オフラインセッション中にデータを保存するには、クライ
アントがインストールされているディスクに 500MB 以上の空き容量を確保することをお
勧めします。



macOS クライアントのユーザー操作記録の頻度は次の通りです：
◦ ユーザーがテキストを入力している場合、ユーザーの操作は１０秒ごとに記録さ
れます。
◦ ユーザーがマウスをクリックすると、ユーザーの操作は３秒ごとに記録されます。
◦ ユーザーがアクティブウィンドウを変更した場合、ユーザー操作は３秒ごとに記録
されます。

ユーザー操作を記録するトリガーは通常互いに影響を及ぼしますが、ユーザー操作記録の
平均頻度はより高くなります。
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11.3

macOS クライアントのインストール

11.3.1

概要

管理ツールで生成されたクライアントインストールファイルを使用して、macOS クライアントをロー
カルにインストールできます。

11.3.2

macOS クライアントインストールファイルのダウンロ
ード

macOS クライアントインストール用のファイルをダウンロードするには、次の手順に従います。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、［クライアントのインストール］をクリックします。
4. クライアントのインストールページで、［インストール（パッケージ）ファイルを保存する］をクリッ
クします。
5. インストール（パッケージ）ファイルの保存ページで、ドロップダウンリストから［macOS］オプシ
ョンを選択し、［MACOS X64 インストーラーを保存する(.TAR.GZ)］をクリックします。
6. ファイルのダウンロードが始まります。ダウンロード設定は、ブラウザーの設定によって異なり
ます。

11.3.3

macOS クライアントのコマンドラインインストール

macOS クライアントはコマンドラインからローカルインストールできます。
macOS オペレーティングシステムが動作するコンピューターにコマンドラインから macOS クライ
アントをインストールするには、次の手順を実行します：
1. インストールパッケージを任意のフォルダーにコピーします。
2. ターミナルを起動します。
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3. 次のコマンドを入力して、インストールパッケージのあるフォルダーに移動します。
cd path/to/folder
4. 次のコマンドを使用してインストールパッケージを解凍します。
tar xvfz <インストールパッケージ名>
5. 次のコマンドを使用して、展開した EkranClient フォルダーに移動します。
cd EkranClient
6. サーバー名またはサーバーIP アドレス、およびサーバーへの接続に使用されるポート（9447
を推奨）を指定して、macOS クライアントのインストールスクリプトを実行します（１行で入力し
てください）。
Ekran\ System\ Client.app/Contents/MacOS/Ekran\ System\ Client -h<サーバー名
またはサーバーIP アドレス> [-p<ポート番号>]
7. macOS 10.14 ではクライアントを適切に機能させるために、Ekran System Client アプリケー
ションにアクセシビリティ権限を付与する必要があります。macOS 10.15 では、Ekran
System Client アプリケーションにアクセシビリティと画面収録のアクセス許可を付与する必
要があります。必要な権限が付与されていることを確認するには、［システム環境設定］＞［セ
キュリティとプライバシー］＞［プライバシー］をクリックし、［アクセシビリティ］と［画面収録］オプ
ションで［Ekran System Client］チェックボックスがオンになっていることを確認します。
8. インストールが開始したら、管理ユーザーのユーザー名とパスワードを入力し、［Install
Helper］をクリックします。
9. インストールが終了すると、macOS クライアントが管理ツールのクライアント管理ページのリ
ストに表示されます。

11.3.4

macOS クライアントのアプリケーションインストール

macOS クライアントは Ekran クライアントアプリケーションを使用してローカルインストールするこ
とができます。
macOS オペレーティングシステムが動作するコンピューターに Ekran システムクライアントアプリ
ケーションから macOS クライアントをインストールするには、次の手順を実行します：
1. インストールパッケージを任意のフォルダーにコピーします。
2. Ekran System Client アプリケーションを開きます。
Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
288

ジュピターテクノロジー株式会社

3. Ekran System Client Installer が開きます。
4. Welcome 画面で［Install］をクリックします。

5. Configuration 画面で Ekran サーバーの IP アドレスと接続に使用するポート番号（デフォル
ト： 9447）を入力します。
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6. macOS 10.14 ではクライアントを適切に機能させるために、Ekran System Client アプリケー
ションにアクセシビリティ権限を付与する必要があります。macOS 10.15 では、Ekran
System Client アプリケーションにアクセシビリティと画面収録のアクセス許可を付与する必
要があります。必要な権限が付与されていることを確認するには、［システム環境設定］＞［セ
キュリティとプライバシー］＞［プライバシー］をクリックし、［アクセシビリティ］と［画面収録］オプ
ションで［Ekran System Client］チェックボックスがオンになっていることを確認します。
7. インストールが開始したら、管理ユーザーのユーザー名とパスワードを入力し、［Install
Helper］をクリックします。

8. インストールが終了すると、macOS クライアントが管理ツールのクライアント管理ページのリ
ストに表示されます。［Close］をクリックして Ekran System Client Installer を閉じます。
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11.4

macOS クライアントのアンインストール

11.4.1

概要

macOS クライアントはローカルまたはリモートでアンインストールできます。
アンインストール後、クライアントはサーバーへのデータの送信を停止しますが、そのデータはサ
ーバーから削除されず、クライアントは管理ツールのクライアント一覧に表示され続けます。アンイ
ンストール後、管理ツール上でこのクライアントのステータスはオフラインになります。
サーバー（クライアントが記録したすべてのキャプチャーデータを含む）および管理ツールからクラ
イアントを削除するには、「クライアントの削除」で説明されている手順に従います。

11.4.2

macOS クライアントのリモートアンインストール

macOS クライアントをリモートからアンインストールするには、次の手順を実行します：

macOS クライアントのリモートアンインストール
1. クライアントのアンインストールのクライアント権限を持つユーザーで管理ツールにログインし
ます。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、アンインストールするクライアントを選択して［クライアントの編集］をクリ
ックします。
4. ［クライアントの編集］の［プロパティ］タブページで、［クライアントのアンインストール］をクリッ
クします。
注意：
クライアントがすでにアンインストールされているか、クライアントのアンインストールのクライ
アント権限がない場合、このオプションは表示されません。
5. 確認メッセージで、［アンインストール］をクリックします。
6. クライアントがアンインストールされます。
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複数の macOS クライアントのリモートアンインストール
複数の macOS クライアントをアンインストールするには、以下の手順を実行します：
1. クライアントのアンインストールのクライアント権限を持つユーザーで管理ツールにログインし
ます。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、［クライアントのアンインストール］を選択します。
4. クライアントのアンインストールページで、［クライアントの追加］をクリックします。
5. クライアントのアンインストール権限があるクライアントが含まれているページが開きます。
6. アンインストールするクライアントを選択して、［次へ］をクリックします。特定のクライアントを見
つけるには、そのクライアントの名前または名前の一部を［フィルター条件としてキーワードを
入力］ボックスに入力し、［フィルター］をクリックします。
7. 必要なクライアントをすべてアンインストールリストに追加したことを確認して、［アンインストー
ル］をクリックします。
8. 選択したクライアントがアンインストールされます。

11.4.3

macOS クライアントのコマンドラインアンインストー
ル

コマンドラインから macOS クライアントをアンインストールするには、以下の手順を実行します：
1. ターミナルを起動します。
2. Ekran System Client アプリケーションがあるフォルダーに移動します：
cd /path/to/folder/EkranClient
3. 以下コマンドを実行し、［Enter］キーを押します（１行で入力してください）。
Ekran\ System\ Client.app/Contents/MacOS/Ekran\ System\ Client -d -k<アンインス
トールキー>
4. macOS クライアントがアンインストールされます。
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11.4.4

macOS クライアントのアプリケーションアンインスト
ール

Ekran System Client アプリケーションを使用して macOS クライアントをアンインストールするに
は、以下の手順を実行します：
1. Ekran System Client アプリケーションを開きます。
2. Ekran System Client Installer が開きます。
3. Welcome 画面で［Uninstall］をクリックします。

4. アンインストールキーを入力して［Uninstall］をクリックします。
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5. macOS クライアントがアンインストールされます。

11.4.5

macOS クライアントの閲覧

macOS クライアントは、Windows および Linux クライアントとともに、管理ツールのクライアントリ
ストに表示されます。ユーザーにクライアントのインストールおよび管理の管理権限がある場合は、
すべてのクライアントが表示されます。それ以外ユーザーの場合は、ユーザーが少なくとも１つの
クライアント権限を持っている対象クライアントだけが表示されます。
クライアントリストには、次の情報が含まれています。


クライアント名



状態



タイプ



IPv4



IPv6



説明

macOS クライアントの場合、［ドメイン］列は空です。
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クライアントコンピューターに複数のネットワークカードがある場合は、macOS クライアントで使用
されている IPv4 アドレスと IPv6 アドレスのみが管理ツールに表示されます。
次の方法で macOS クライアントをフィルタリングできます。


オペレーティングシステムの種類でクライアントを並べ替えるには、［タイプ］列の見出し
をクリックします。



macOS クライアントのみを検索するには、［Windows クライアントを表示しない］および
［Linux クライアントを表示しない］を選択します。



ホスト名または説明でクライアントを検索するには、［フィルター条件としてキーワードを
入力］ボックスに名前/説明またはその一部を入力して🔍をクリックします。



オフライン/オンライン/アンインストール済み/ライセンス割り当て済み のクライアントを
非表示にするには、フィルターペインで対応するオプションを選択します。

11.4.6

macOS クライアントの説明

クライアントの説明は macOS クライアントに関する追加情報として使われ、特定のクライアントを
見つけやすくします。クライアントの名前だけでなく、説明でもフィルターをかけることができます。
クライアントの説明は、クライアントの編集の［プロパティ］タブページで定義できます。クライアント
の構成と管理の権限を持つユーザーだけが macOS クライアントの説明を編集できます。
macOS クライアントの説明を編集するには、説明を［説明］ボックスに入力して［完了］をクリックし
ます。

11.4.7
11.4.7.1

macOS クライアントの構成
概要

macOS クライアントの設定では、監視パラメーター（URL 監視、ユーザー操作の記録の頻度設定
など）を設定します。

11.4.7.2

ユーザー操作記録パラメーター

スクリーンショットとアクティブなウィンドウのタイトル、アプリケーション名などのスクリーンショット
に関連するメタデータは macOS クライアントによる操作記録の主な結果です。
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クライアントに対して、以下のユーザー操作記録パラメーターを定義できます。


スクリーンショット設定：
◦ ユーザー操作記録時に画像（スライド）を生成する：
このオプションを使用すると、スクリーンショットの作成を有効にできます。クライア
ントでこのオプションが選択されていない場合、メタデータ（アクティブウィンドウの
タイトル、アプリケーション名など）のみが監視および記録されます。
◦ アクティブウィンドウのみを記録する：
デフォルトでは、画面全体のスクリーンショットが作成されます。このオプションを
選択すると、現在アクティブなウィンドウのみがスクリーンショットに表示されます。
◦ 色数：
デフォルトでは、スクリーンショットは 4 ビット色深度のグレイスケールです。これ
により、最小のデータベースサイズで通常のスクリーンショット品質で記録が行え
ます。発色数を 8 ビットまたは 24 ビットに設定することもできます。



ユーザー操作取得のタイミング設定：
これらのオプションを使用して、クライアントコンピューター上のユーザー操作をキャプチ
ャーする頻度を定義できます。ユーザー操作記録は、以下のイベントによってトリガーさ
れます：
◦ 定期的に取得する：
画面上でユーザーが何か操作をしたかどうかに関係なく、スクリーンショットやメタ
データを一定の時間間隔でキャプチャーします。最小時間間隔は 30 秒です。
◦ アクティブウィンドウの切り替え時に取得する：
この設定によりユーザー操作はアクティブウィンドウの切り替えに基づいて取得さ
れます。たとえば、新しいウィンドウが開く（プログラムが開始される）、ブラウザー
の新しいタブが開く、任意のセカンダリウィンドウが開く、などです。
◦ ウィンドウタイトルの変更時に取得する：
アクティブウィンドウのウィンドウタイトルの変更時にユーザーの操作が記録され
ます。
◦ マウスクリックとキー入力時に取得する：
マウスクリックまたはキーボードのキーを押すたびに、ユーザーの操作が記録さ
れます。このモードでは、クライアントコンピューターのパフォーマンスへの影響や
データベースサイズの増大を避けるため、短時間に連続するユーザー操作は３
秒に１回に間引きされます。
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12. Linux クライアント
12.1

概要

Linux クライアントは、ユーザーのターミナル上での操作を記録するために、ログイン先コンピュー
ターにインストールされるプログラムです。記録データは Linux クライアントによりサーバーに送信
され、管理ツールのセッションプレイヤーで閲覧できます。
オプションとして、Linux クライアントのインストール中に、X Window System のグラフィカルインタ
ーフェイスの監視を有効にできます。グラフィカルインターフェイスを使用してローカルで開始され
たユーザーセッションを監視できます。

12.2

Linux クライアントによる記録

12.2.1

リモート SSH セッションの記録

Linux クライアントは、以下の操作を記録します。


ユーザー操作（コマンド入力と端末からの応答）



システムコール



実行中のシェルスクリプトで実行されるコマンド

Linux クライアントは、リモート SSH ターミナルが開かれるたびに新しいセッションの記録を開始し
ます。
SSH セッションの最長期間は２４時間です。00:00 にすべてのライブセッションが終了します。終了
後（ステータスが［ライブ］から［完了］に変わります）、新しいライブセッションが自動的に開始され
ます。
セッションステータスは、リモート SSH ターミナルが閉じられるか、Linux クライアントがサーバー
から切断されるたびに［完了］になります。Linux クライアントがサーバーに再接続するたびに、セ
ッションステータスは［完了］から［ライブ］に戻ります。ライセンスが Linux クライアントから割り当て
解除された場合、または Linux クライアントプロセスが強制終了された場合でも、リモート SSH タ
ーミナルが閉じられるまで、開始されたセッションの記録が継続されます。
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12.2.2

ローカルセッションの記録
（X Window System の場合）

Ekran システムでは、グラフィカルインターフェイスによりローカルで開始されたユーザーセッション
を記録できます。セッションには、記録されたユーザー操作（スクリーンショット、アプリケーション名、
ウィンドウタイトル、操作時間）が含まれます。
Linux クライアントは、ユーザーが新しいアプリケーションウィンドウを開いた後に記録を開始しま
す。ユーザー操作は 10 秒ごとに記録されます。
コンピューターが再起動されるたびに、新しいセッションが開始されます。１つのローカルセッショ
ンの最大期間は 24 時間です。00:00 にすべてのライブセッションが終了します。終了（ステータス
が［ライブ］から［完了］に変わった）後、新しいライブセッションが自動的に開始されます。

12.3

Linux クライアントのインストール

12.3.1

概要

Linux クライアントは、ローカルでコマンドラインから、EkranSystemLinuxClientxnn.tar.gz パッケ
ージでインストールできます（nn は x64 または x86）。管理ツールからクライアントインストールパ
ッケージをダウンロードする際には次の２つのオプションがあります：


オフラインキャッシュサイズとコマンド出力のスキップパラメーターを設定してインストー
ルパッケージを生成する



デフォルトパラメーターでクライアントをインストールするインストールパッケージを使用
する

12.3.2

Linux クライアントインストーラーのダウンロード

Linux クライアントインストーラーをダウンロードするには、以下の手順を実行します。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左側の［クライアントの管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、［クライアントのインストール］をクリックします。
4. クライアントのインストールページで、［インストールパッケージ（ファイル）を保存する］をクリッ
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クします。
5. インストールパッケージ（ファイル）の保存ページで、ドロップダウンリストから［Linux］オプショ
ンを選択し、必要なオプションを選択します。


LINUX X86（または X64） インストーラー(.TAR.GZ)：
デフォルトパラメーターでクライアントをインストールします。



LINUX X86（または X64） インストールパッケージ(.TAR.TZ + .INI)：
インストールパッケージを生成し、オフラインキャッシュサイズとコマンド出力のスキップ
パラメーターを設定します。

6. LINUX X86（または X64） インストールパッケージ(.TAR.TZ + .INI)を使用する場合、インス
トールパッケージの作成ページで、［インストーラー（設定）を編集から保護する］オプションを
任意で選択し、［サーバーの名前/IP アドレス］でクライアントが接続するサーバー名を定義
し、［オフラインキャッシュのサイズ］と［コマンド出力のスキップ］を設定して、［ディスクに保存］
をクリックします。
7. ファイルのダウンロードが開始します。ダウンロードの設定は、お使いのブラウザーの設定に
依存します。

12.3.3

Linux クライアントのインストール

Linux クライアントは、ダウンロードした EkranSystemLinuxClientxnn.tar.gz パッケージを使用し
てローカルでコマンドラインからインストールできます。
Linux クライアントを、Linux OS が稼動するターゲットコンピューターに、コマンドラインでインスト
ールするには、以下の手順を実行します。
1. インストールパッケージを任意のディレクトリにコピーします。x64 用と、x86 用のうち正しいイ
ンストールパッケージを選択してください。
2. コマンドライン端末を起動します。
3. 端末で以下のコマンドを実行してインストールパッケージのあるディレクトリに移動します。
$ cd path/to/folder
4. 以下のコマンドを実行してパッケージをアンパックします。
$ tar xvfz <インストールパッケージ名>
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5. アンパックした EkranClient ディレクトリに以下のコマンドで移動します。
$ cd EkranClient
EkranClient ディレクトリに install.sh スクリプトがあります。
6. サーバー名またはサーバーの IP アドレスと、サーバー接続で使用するポート番号（9447 を
推奨）を指定して、Linux クライアントインストールスクリプトを実行します。
１行で入力してください。
$ sudo ./install.sh <サーバー名またはサーバーIP アドレス> <ポート番号>
マルチテナントモードが有効になっている場合、必要なテナントのテナントキーパラメーターと
テナントキー値を指定します。１行で入力してください。
$ sudo ./install.sh <サーバー名またはサーバーIP アドレス> <ポート番号> -tenantKey <
テナントキー値>
オプションで、X Window System のグラフィカルインターフェイスの記録を有効にするには、
X11 パラメーターを指定します。
例：


$ sudo ./install.sh 10.100.4.182 9447
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このクライアントは 10.100.4.182 の IP アドレスを持つサーバーに 9447 ポートを介
して接続します。X Window System のグラフィカルインターフェイス記録は無効です。


$ sudo ./install.sh Server1 9447 -withX11 -tenantKey 90807A10-DF80-45EAA7DE-A550B55F548A
このクライアントは Server1 という名前のサーバーに 9447 ポートを介して接続しま
す。X Window System のグラフィカルインターフェイスが有効です。このクライアント
は指定したテナントキーをもつテナントに所属します。

7. クライアントのインストールが完了したら、次のユーザーログインから新しいセッションの記録
が開始します。
8. インストールした Linux クライアントが管理ツールのクライアント管理ページに表示されます。

12.3.4

Linux クライアントのインストール（カスタム監視パラメ
ーターあり）

Linux クライアントは、ダウンロードした EkranSystemLinuxClientxnn.tar.gz パッケージと.ini ファ
イルを使用してコマンドラインからローカルインストールできます。
Linux クライアントを、Linux OS が稼動するターゲットコンピューターに、コマンドラインでインスト
ールするには、以下の手順を実行します。
1. インストールパッケージを任意のディレクトリにコピーします。x64 用と、x86 用のうち正しいイ
ンストールパッケージを選択してください。
2. コマンドライン端末を起動します。
3. 端末で以下のコマンドを実行してインストールパッケージのあるディレクトリに移動します。
$ cd path/to/folder
4. 以下のコマンドを実行してパッケージをアンパックします。
$ tar xvfz <インストールパッケージ名>
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5. アンパックした EkranClient ディレクトリに以下のコマンドで移動します。
$ cd EkranClient
EkranClient ディレクトリに install.sh スクリプトがあります。
6. Linux クライアントインストールスクリプトを実行します。
$ sudo ./install.sh
注意：
デフォルトでサーバーポートは 9447 に設定されています。
マルチテナントモードが有効になっている場合、必要なテナントのテナントキーパラメーターと
テナントキー値を指定します。
$ sudo ./install.sh -tenantKey <テナントキー値>
オプションで、X Window System のグラフィカルインターフェイスの記録を有効にするには、
X11 パラメーターを指定します。
例：


$ sudo ./install.sh
このクライアントは.ini ファイルに定義された IP アドレスを持つサーバーに 9447 ポ
ートを介して接続します。X Window System のグラフィカルインターフェイス記録は
無効です。
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$ sudo ./install.sh -withX11 -tenantKey 90807A10-DF80-45EA-A7DEA550B55F548A
このクライアントは.ini ファイルで定義されたサーバーに 9447 ポートを介して接続し
ます。X Window System のグラフィカルインターフェイスが有効です。このクライア
ントは指定したテナントキーをもつテナントに所属します。

7. クライアントのインストールが完了したら、次のユーザーログインから新しいセッションの記録
が開始します。
8. インストールした Linux クライアントが管理ツールのクライアント管理ページに表示されます。

12.4

Linux クライアントのバージョンアップ

12.4.1

概要

Ekran は、Linux クライアント用に２つのバージョンアップオプションを提供しています。


自動アップデート



管理ツールから選択したクライアントをアップデート

クライアントの自動アップデートは、Linux クライアントが新しいバージョンの Ekran サーバーに接
続すると実行されます。クライアントの自動アップデートを使用することをお勧めします。
対象となるクライアントコンピューターのバージョンアップを自分で制御する場合は、対象となるク
ライアントの自動アップデートを無効にして、管理ツールからバージョンアップできます。
Linux クライアントがバージョンアップされた後も、バージョンアップ前に受信した監視対象データ
へアクセスすることができます。
注意：
非常に古いバージョンの Linux クライアントはバージョンアップできない場合があります。この場
合、クライアントを再インストールする必要があります。
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12.4.2

サーバーバージョンアップ後の Linux クライアントの状
態

Linux クライアントで［クライアントの自動アップデート］オプションが有効になっている場合、そのク
ライアントが新しいバージョンの Ekran サーバーに接続すると自動的にバージョンアップされます。
Linux クライアントの［クライアントの自動アップデート］オプションが無効になっていて、手動でバ
ージョンアップする必要がある場合、クライアントページの一覧表に⚠アイコンとともに表示されま
す。このようなクライアントは、記録データをローカルに保存します。それらは、クライアントのバー
ジョンアップ後に記録データのサーバーへの送信を再開します。

12.4.3

Linux クライアントの自動バージョンアップ

Linux クライアントを自動的にバージョンアップするには、次の手順を実行します。
1. クライアント構成の管理のクライアント権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、自動的にバージョンアップする必要のあるクライアントを選択し、［クライ
アントを編集］をクリックします。
4. クライアントの編集ページの［プロパティ］タブで、［クライアントを自動的にアップデート］オプシ
ョンを選択します。
5. ［完了］をクリックします。
6. クライアントは、新しいバージョンのサーバーに接続すると自動的にバージョンアップされま
す。

12.4.4

Linux クライアントの手動バージョンアップ

管理ツールから選択した Linux クライアントをバージョンアップするには、次の手順を実行します。
1. クライアント構成の管理のクライアント権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、バージョンアップする必要のあるクライアントを選択し、［クライアントの
編集］をクリックします。
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4. クライアントの編集ページの［プロパティ］タブで、［クライアントの自動アップデート］オプション
をオフにします。
5. ［完了］をクリックして、変更を保存します。
6. サーバーをバージョンアップします。
7. クライアント構成の管理のクライアント権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
8. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
9. クライアントページで、バージョンアップする必要のあるクライアントを選択し、［クライアントの
編集］をクリックします。
10. クライアントの編集ページの［プロパティ］タブで、［クライアントのアップデート］をクリックしま
す。
11. クライアントが次にサーバーへ接続した後に、クライアントは新しいバージョンにバージョンア
ップされます。

12.5

Linux クライアントのアンインストール

Linux クライアントをコマンドラインからアンインストールするには、以下の手順を実行します。
1. コマンドライン端末を起動します。
2. Linux クライアントがあるディレクトリに以下のコマンドで移動します。
$ cd /opt/.Ekran
3. .Ekran ディレクトリにクライアントをアンインストールする uninstall.sh スクリプトがあります。
4. アンインストールスクリプトを実行します。
$ sudo ./uninstall.sh
5. スーパーユーザーのパスワードを入力します。
6. Linux クライアントがアンインストールされます。

12.6

Linux クライアントの閲覧

Linux クライアントは、管理ツールのクライアントリストに Windows クライアントとともに表示されま
す。クライアントのインストールと管理の管理権限を持つ管理者でログインすると、すべてのクライ
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アントが表示されます。クライアントのインストールと管理の管理権限を持たない場合には、クライ
アント権限の範囲で許されたクライアントのみが表示されます。
クライアントのリストは、以下の情報を含みます。


クライアント名



状態



タイプ



IPv4



IPv6



説明

ドメインの欄は、Linux クライアントでは空白です。
クライアントコンピューターに複数のネットワークカードがある場合、Linux クライアントで使われる
IPv4 と IPv6 のアドレスのみが管理ツールで表示されることにご注意ください。
Linux クライアントのフィルタリングは、以下の手順で行えます。


オペレーティングシステムのタイプでクライアントを並べ替えるには、［タイプ］列の列名
をクリックします。



Linux クライアントのみを検索するには、［Windows クライアントを表示しない］と
［macOS クライアントを表示しない］を選択します。



ホスト名または説明でクライアントを検索する場合、［フィルター条件としてキーワードを
入力］ボックスで、キーワードの全部または一部を入力して🔍をクリックします。



オフライン/オンライン/アンインストール済み/ライセンス割当済みのクライアントを非表示
にするには、対応するオプションを選択します。

12.7

Linux クライアントの説明

クライアントの説明は、Linux クライアントに関する追加の情報として利用します。これにより、特定
のクライアントを容易に検索できます。クライアントに対して、ホスト名と同様に、説明でフィルター
できます。
クライアントの説明は、クライアントの編集のプロパティタブページで定義します。クライアント構成
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の管理のクライアント権限を持つユーザーのみが、Linux クライアントの説明を編集できます。
Linux クライアントの説明を編集するには、説明ボックスに説明を入力して、［完了］をクリックしま
す。

12.8

オフラインクライアント検出 パラメーター

オフラインクライアント検出 パラメーターを使用して、指定した期間を超えてオフラインになってい
るクライアントに関する通知を E メールで受信できます。このようなクライアントは［ロスト］ クライ
アントと呼ばれます。
注意：
オフラインクライアントの検出パラメーターは、エンタープライズ版をお持ちの場合にのみ使用で
きます。
［クライアントが指定期間オフラインの場合通知する］オプションが有効になっている場合は、クラ
イアントが［ロスト］として検出されるまでの期間を定義します。デフォルトでは、1 日に設定されて
います。
E メール通知を受信する場合は、E メールアドレスを定義します。セミコロン（;）で区切って複数の
E メールアドレスを定義できます。E メール通知を受け取りたくない場合は、このフィールドを空の
ままにします。
指定した期間を超えてオフラインになっているクライアント（［ロスト］クライアント）を表示するには、
左側の［ヘルスモニタリング］ナビゲーションリンクをクリックした後、［オフライン状態のクライアン
ト］タブを開きます。

12.9

自動クリーンアップ パラメーター

クライアントごとに個別またはクライアントグループ単位で、自動クリーンアップオプション設定でき
ます。
クリーンアップ操作には２つのタイプがあります。


クリーンアップ：
Ekran サーバーが Ekran クライアントから受信してデータベースに保存したユーザー操
作データを削除できます。
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アーカイブとクリーンアップ：
ユーザー操作データを削除する前に別のデータベースに移動して保存しておくことがで
きます。アーカイブ（移動）されたセッションは、セッションプレイヤーでデータベースを指
定してマウントすることでいつでも再生できます。

注意：
［アーカイブとクリーンアップ］オプションは、エンタープライズライセンスをお持ちの場合にのみ
使用できます。
クリーンアップの実行頻度を次のように設定できます。


1 回のみ実行：
クリーンアップ処理を１回のみ実行します。クライアント/クライアントグループページの編
集ページの［完了］ボタンをクリックすると直ちにクリーンアップが実行されます。



繰り返し：
スケジュールされたクリーンアップ操作は、指定された時刻に指定間隔（N 日）ごとに実
行されます。

12.10 クライアントログレベル パラメーター
Ekran クライアントの動作ログファイルには、Ekran クライアントの問題を検出するのに役立つ情
報が含まれています。
ログファイルを自分で分析して、クライアントの問題に関する詳細情報を取得するか、サポートチ
ームに送信して問題の原因を調査することができます。
［クライアントログ出力レベル］パラメーターを使用すると、クライアントログファイルに保存するログ
エントリの重大度レベルを定義できます。デフォルトでは、ログレベルは情報（Info）に設定されて
います。

12.11 画像（スライド）取得 パラメーター
X Window System のグラフィカルインターフェイスの記録の際、クライアントに対して、以下のユ
ーザー操作の記録パラメーターを定義できます。


ユーザー操作取得のタイミング設定：
これらのオプションを使用して、クライアントコンピューター上のユーザー操作を記録する
頻度を定義できます。ユーザー操作の記録は、以下のイベントによってトリガーすること
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ができます。
◦ 定期的に取得する：
ユーザーが操作をしたかどうかに関係なく、画面は一定の時間間隔でキャプチャー
されます。最小時間間隔は 30 秒です。
◦ アクティブウィンドウの切り替え時に取得する：
ユーザー操作はアクティブウィンドウの切り替えに基づいてキャプチャーされます。
たとえば、新しいウィンドウが開く（プログラムが起動する）、ブラウザーの新しいタ
ブが開く、任意のセカンダリウィンドウが開くなど（キーストロークのログ記録にも影
響します）。
◦ ウィンドウタイトルの変更時に取得する：
アクティブウィンドウのタイトルの変更時にユーザーの操作が記録されます（キース
トロークのログ記録にも影響します）。
◦ マウスクリックとキー入力時に取得する：
マウスクリックまたはキーボードのキーを押すと、ユーザーの操作が記録されます。
デフォルトでは、このモードでは、記録されたユーザー操作が毎秒送信されます。
◦ ターミナルで入力したコマンドを記録する：
ターミナルでコマンドが入力されるたびに、ユーザーアクティビティがキャプチャーさ
れます。このオプションを有効にすると、関数呼び出しが記録されます。


画像（スライド）の設定：
◦ ユーザー操作記録時に画像（スライド）を作成する：
このオプションを使用すると、スクリーンショットの作成を有効にできます。クライア
ントでこのオプションが選択されていない場合、メタデータ（操作時間、アクティブウ
ィンドウのタイトル、アプリケーション名、関数呼び出し）のみが監視および記録され
ます。
◦ アクティブウィンドウのみを記録する：
デフォルトでは、画面全体のスクリーンショットが作成されます。このオプションを選
択すると、現在アクティブなウィンドウのみがスクリーンショットに表示されます。
◦ 色数：
デフォルトでは、スクリーンショットは 4 ビットの色深度のグレイスケールです。これ
により、通常のスクリーンショット品質で最小のデータベースサイズが保証されます。
色深度を 8 ビットまたは 24 ビットに設定することもできます。
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12.12 オフラインキャッシュのサイズ パラメーター
サーバーとの接続がない場合、クライアントは記録データをローカルキャッシュに書き込み、接続
が復元されるとすぐにサーバーに自動的に送信します。
［オフラインキャッシュのサイズ（MB）］パラメーターを使用すると、クライアントのオフラインキャッ
シュのサイズを定義でき、クライアントのディスク領域の使用量を制御できます。デフォルト値は
100 MB です。記録データの量が定義された制限に達すると、クライアントはオフラインキャッシュ
への書き込みを停止します。オフラインキャッシュサイズを 50 MB 以上に設定することをお勧めし
ます。

12.13 コマンド出力のスキップ パラメーター
コマンド出力のスキップで個別のコマンドや引数付きのコマンドを定義しそれらの出力をスキップ
することにより、Linux クライアントから受信する情報量を減らすことができます。
コマンドの出力をスキップするには、［コマンド］ボックスにコマンドをセミコロン（;）で区切って入力
します。オプションで、コマンドの後に引数を入力し、スペースで区切ることにより、各コマンドの引
数を定義できます（たとえば、<command parameter>;<command>;<command parameter1
parameter2>）。

12.14 ユーザーフィルタリングパラメーター
ユーザーフィルタリングにより、コンピューターのユーザーを指定し、指定ユーザーの操作の記録
をスキップして、Linux クライアントから受信する情報量を削減することができます。ユーザーフィ
ルタリングは、プライマリユーザー（Linux ログインユーザー）とセカンダリユーザー（Ekran 二次認
証ユーザー）の両方を指定できます。
ユーザーフィルタリングには、次の３つの状態があります。


無効：
すべてのユーザーの操作を記録
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指定ユーザーのみを記録する：
指定したユーザーの操作のみが記録されます。他のすべてのユーザーの操作はスキッ
プされます。



指定ユーザー以外の全ユーザーを記録：
このモードでは、特定のユーザー（たとえば、管理者）の操作をスキップできます。

フィルター対象のユーザー名を指定するには、手動で入力するか、［ユーザーの追加］をクリックし
て、リストからユーザーを選択します。
ユーザー名を手動で入力する場合、コンマ（,）、セミコロン（;）、または段落で区切る必要がありま
す。アスタリスク（*）を名前マスクとして使用することもできます。ユーザー名は大文字と小文字が
区別されることに注意してください。
［ユーザーの追加］をクリックすると、ユーザーの追加ページが開きます。すでに操作が監視され
ているユーザーのみがリストされます。追加するユーザー名を選択し、［追加］をクリックします。

12.15 ソフトウェアトークン認証 パラメーター
ソフトウェアトークン認証（二要素認証）オプションを使用すると、クライアントコンピューターにログ
インするときに、モバイルアプリケーション（例： Google 認証システム）によって生成された時間ベ
ースのワンタイムパスワード（TOTP）を追加で入力する必要があります。
［ソフトウェアトークン認証有効］オプションが有効になっている場合、クライアントは Linux へのユ
ーザーログイン時に TOTP 入力のプロンプトを表示します。
訳注：
この機能は SSH/Telnet 接続や multi-user.target モードでログイン時に有効になります。
X Window System へのログインではこの機能は使用できません。

注意：
［ソフトウェアトークン認証有効］は、管理ツールでのクライアントの編集中にのみ有効にできま
す。（インストール時には指定できません）
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12.16 Linux クライアントでの強制ユーザー認証（二次認証）
12.16.1 概要
複数のユーザーが同じアカウント（root など）を使用して端末を操作する場合、アカウントを使用し
ている人を識別することが重要です。この識別は、ユーザー強制認証（二次認証）により行われ、
ユーザーが端末を開くときに追加の資格情報を要求します。ユーザーは、二次認証ユーザーのク
ライアント権限を持つ Ekran ユーザーの資格情報の入力を求められます。二次認証で使用したユ
ーザー名は、セッションプレイヤーのセッションリストで、ターミナルが起動されたユーザー名の後
に、括弧に囲まれて表示されます。
強制ユーザー認証（二次認証）は、クライアントコンピューターとサーバーコンピューターの間で接
続がある場合にのみ有効です。サーバーコンピューターとの接続が失われた場合（サーバーが利
用できない場合）には、ユーザーは二次認証情報の入力を求められません。
訳注：
この機能は SSH/Telnet 接続や multi-user.target モードでログイン時に有効になります。
X Window System へのログインではこの機能は使用できません。

12.16.2 Linux クライアントでの強制ユーザー認証の有効化
強制ユーザー認証（二次認証）パラメーターは、クライアントの編集ページでのみ設定できます。
クライアントで強制ユーザー認証を有効にするには、次の手順を実行します。
1. クライアント構成の管理のクライアント権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側にある［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、強制ユーザー認証（二次認証）を有効にしたい Linux クライアントを選
択して、［クライアントの編集］をクリックします。特定のクライアントを探すには、［フィルター条
件としてキーワードを入力］ボックスに名前を入力して、🔍アイコンをクリックします。
4. クライアントの編集ページの［認証オプション］タブで、［ユーザー二次認証有効］のチェックボ
ックスをオンにします。
5. ［完了］をクリックします。
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6. 二次認証の設定は直ちに適用されます。ユーザーが端末での作業を開始する際、二次認証
情報の入力を求められます。

12.16.3 二次認証ログインの権限の付与
Ekran ユーザーに、二次認証が有効になっている Linux クライアントコンピューター上の端末を操
作する権限を付与するには、以下の手順を実行します。
1. ユーザー管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. クライアントコンピューターにログインするユーザーに設定するために、既存の内部ユーザー
を編集するか、新しいユーザーをシステムに追加します。
3. ユーザーの追加/編集中に、クライアント権限タブで、対象とする Linux クライアントの［権限の
編集］をクリックします。特定のクライアントを見つけるには、［フィルター条件としてキーワード
を入力］ボックスにその名前を入力して［フィルター］をクリックします。
4. 開いたクライアント権限ウィンドウで、［二次認証ユーザー］オプションを選択して［保存］をクリ
ックします。
5. ［完了］をクリックします。

12.16.4 端末の起動
二次認証機能が有効化されている Linux クライアントコンピューターに、ユーザーが端末でログイ
ンすると、次のような処理が行われます。
1. ユーザーが端末を起動します。
2. クライアントはユーザーに二次認証資格情報（ユーザー名とパスワード）の入力を要求しま
す。
3. ユーザーは、二次認証ユーザー権限を持つ Ekran ユーザーの資格情報を入力します。
4. これらの資格情報がサーバーに送信され、サーバーは端末へのアクセスが許可されている
かどうかについての応答を返します。ユーザーがクライアントコンピューターにログインする権
限を持っていて、入力した資格情報が正しい場合、ユーザーは端末での作業を続けることが
できます。それ以外の場合、ユーザーはログインできない旨のメッセージを受け取ります。
5. ユーザーが端末で作業を開始するとすぐに、クライアントはユーザー操作の記録を開始しま
す。管理ツールのセッション一覧で、ユーザーの名前は、<Linux ユーザー>（<強制認証ユー
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ザー>）のように OS のログインユーザー名に続けて丸カッコ内に二次認証ユーザー名が表
示されます。

13. パスワードの管理
13.1

概要

訳注：
エンタープライズ版かつターミナルサーバーライセンスを割り当てた Windows Server ではジャ
ンプサーバーモードが使用できます。このモードでは Ekran クライアントのインストールされた
Windows Server（踏み台）にログインしたユーザーに、シークレット（踏み台の先の作業したい
コンピューターに接続するときに使用するユーザー名とパスワードの組）を選ぶダイアログを表
示し、Ekran クライアントはパスワードを代理で入力します。どの踏み台ログインユーザー（グル
ープ）がどのシークレットを使用できるかは、Ekran 管理者が事前に設定します。
Ekran のパスワード管理機能を使用すると、共有された特権アカウントの資格情報を安全に保管
および管理できます。この機能は、Ekran のエンタープライズライセンスを持っており、踏み台（ジ
ャンプサーバー：ユーザーが重要なエンドポイントにアクセスするためにいったんログインして経由
する Windows Server）用に Ekran のターミナルサーバー用クライアントライセンスを持っている場
合に利用できます。

13.2

パスワード管理の使用

パスワード管理機能を使用するには、次の手順を実行します。
1. エンタープライズライセンスがアクティブになっていることを確認します。
2. ジャンプサーバーとして使用されるクライアントを設定します。
訳注：
詳細後述します。
3. オプションで、Active Directory アカウントシークレットを使用している場合、LDAP ターゲット
を設定します。
4. シークレットを追加します。
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訳注：
詳細後述します。
5. これで、対応する権限を持つユーザーは、シークレットを使用して保護されたコンピューターで
作業できます。

13.3

ジャンプサーバーの設定

ジャンプサーバーとして使用されるクライアントマシンが次の要件を満たしていることを確認してく
ださい。


.Net Framework 4.5.2 以降がインストールされていること



Microsoft VisualC++ 2015 再頒布可能パッケージをインストールしておくこと：
https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=48145

ジャンプサーバーとして使用されるクライアントを構成するには、次の手順を実行します。
1. クライアント構成の管理のクライアント権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアント管理ページで、ジャンプサーバーとして使用するクライアントを選択し、［クライアン
トの編集］をクリックします。特定のクライアントを見つけるには、［フィルター条件としてキーワ
ードを入力］ボックスに名前を入力し、🔍アイコンをクリックします。
4. クライアントの編集ページの［プロパティ］タブの［クライアントプロパティ］グループで、ターミナ
ルサーバーライセンスがクライアントに割り当てられていることを確認します。
5. ［クライアントモード］グループで、［ジャンプサーバー（踏み台）モード有効］オプションを選択し
ます。オプションで、［Windows シェルを Ekran 接続マネージャーに置き換える］オプション
を選択すると、Ekran 接続マネージャーウィンドウのみを表示できます。
訳注：
シェルの置き換えによりデスクトップは表示されなくなりますが、ログインユーザーはタスク
マネージャー等を通じて任意の実行ファイルを実行できますから、この機能によってユー
ザーに踏み台目的以外の操作を禁止することはできません。
6. ジャンプサーバーにログインした内部ユーザーにシークレットを使用させる場合は、［認証オプ
ション］タブで、［ユーザー二次認証有効］オプションを選択します。
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7. ［完了］をクリックします。

13.4

シークレットの管理

13.4.1

概要

共有された特権アカウントの資格情報はシークレットに保存されます。
訳注：
共有された特権アカウントとは、踏み台の先の目的デバイスのログインアカウントのことです。
踏み台から、目的デバイスの AD アカウント/Windows ローカルアカウント/Unix アカウントを使
用して目的デバイスにログインできます。
シークレットを使用してアクセスできるアカウントには、次の４種類があります： Active Directory
アカウント、Windows ローカルアカウント、Unix アカウント（SSH）、Unix アカウント（Telnet）
機密情報を保護するために、シークレットは AES-256 で暗号化されます。

13.4.2

シークレットの閲覧

シークレットは、管理ツールのパスワード管理ページに表示されます。シークレットのリストが表形
式で表示されます。表には次の情報が含まれます。


シークレットが使用されているセッションの表示：
シークレットの表で閲覧したいシークレットを選択して

アイコンをクリックすると、特定

のシークレットが使用されたユーザーセッションを閲覧することができます。選択したシ
ークレットでフィルターされたユーザーセッションが表示されます。


シークレット名：
シークレットの名前を表示します。パスワードローテーションステータスアイコンがシーク
レット名の隣に表示されます。



シークレットタイプ：
シークレットの種類（Active Directory アカウント、Windows ローカルアカウント、Unix ア
カウント（SSH）、Unix アカウント（Telnet））を表示します。



追加実施者：
シークレットを追加したユーザーの名前を表示します。
Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
316

ジュピターテクノロジー株式会社



説明：
シークレットの説明を表示します。



すべて削除：
シークレットに関する情報を削除できます。

検索キーワードを使用して、必要なシークレットを検索できます。
パスワード管理ページで、新しいシークレットの追加や、既存のシークレットの編集および削除が
できます。
表内のシークレットに関する情報をフィルタリングおよび並べ替えできます。
デフォルトでは、次のフィルターが表示されます。


シークレット名：
名前でシークレットをフィルタリングできます。



シークレットタイプ：
特定のタイプでシークレットをフィルタリングできます。



有効期限：
有効期限でシークレットをフィルタリングできます。結果のシークレットリストには、設定さ
れた期間中に期限切れになるすべてのシークレットが含まれます。
期間を設定するには、次のいずれかを選択して［適用］をクリックします。
-

最近の何時間、何日、何週間、または何カ月かを設定します。

-

期間の開始日と終了日を設定します。

パスワード管理ページでシークレットを並べ替えるには、対象の列のヘッダーをクリックします。列
の並べ替え順を昇順から降順、またはその逆に変更できます。これを行うには、列ヘッダーのそ
ばにある並べ替えの矢印（↑、↓）をクリックします。データがその列で並べ替えされていない場合、
ソート矢印は表示されません。

13.4.3
13.4.3.1

シークレットの追加
Active Directory アカウントシークレットの追加

Active Directory アカウントシークレットを追加するには、次の手順を実行します。
1. 管理ツールにログインします。
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2. 左側の［パスワード管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［シークレット］タブで、［シークレットの追加］をクリックします。
4. ［全般］グループで、次の手順を実行します。


［シークレット名］にシークレットの一意の名前を入力します。



［シークレットタイプ］で Active Directory アカウント選択します。



オプションで［説明］にシークレットの説明を入力します。

5. ［アカウント］グループで、ユーザーが Ekran 接続マネージャーを使用してアクセスするコンピ
ューターを設定します。
訳注：
Ekran 接続マネージャーとは、踏み台上で実行することでユーザーに対して使用可能なシ
ークレットを表示するアプリケーションのことです。


コンピューターが属するドメインを選択します。



接続が確立されるユーザーのログイン名とパスワードを設定します。

6. ［自動処理］タブでユーザーが Ekran 接続マネージャーを使用してアクセスするアカウントの
自動リモートパスワード変更を構成します。［パスワード定期変更を有効にする］チェックボッ
クスをオンにし、［パスワードの変更間隔］を指定します。
注意：
パスワード変更に失敗した場合、シークレットが ●アイコン付きで表示され、対応するエラ
ーイベントがヘルスモニタリングページに表示されます。次回のスケジュールパスワード変
更は実行されません。
7. ［許可対象（踏み台ログイン名）］グループで［追加］をクリックし、開いたドロップダウンリストで
権限を付与する踏み台ユーザーを選択して［追加］をクリックします。各ユーザーの横にある
権限を選択し付与します。
8. ［保存］をクリックします。

13.4.3.2

Windows ローカルアカウントシークレットの追加

Windows ローカルアカウントシークレットを追加するには、次の手順を実行します。
1. 管理ツールにログインします。
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2. 左側にある［パスワード管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［シークレット］タブで、［シークレットの追加］をクリックします。
4. ［全般］グループで、次の手順を実行します。


［シークレット名］にシークレットの一意の名前を入力します。



［シークレットタイプ］で Windows ローカルアカウントを選択します。



オプションで［説明］にシークレットの説明を入力します。

5. ［アカウント］グループで、ユーザーが Ekran 接続マネージャーを使用してアクセスするコンピ
ューターを設定します。
訳注：
Ekran 接続マネージャーとは、踏み台上で実行することでユーザーに対して使用可能なシ
ークレットを表示するアプリケーションのことです。


コンピューター名を入力します。



接続が確立されるユーザーのログイン名とパスワードを設定します。

6. ［自動処理］タブでユーザーが Ekran 接続マネージャーを使用してアクセスするアカウントの
自動リモートパスワード変更を構成します。［パスワード定期変更を有効にする］チェックボッ
クスをオンにし、［パスワードの変更間隔］を指定します。リモートパスワードローテーションは
ローカル管理者アカウントにのみ利用可能であることにご注意ください。
注意：
パスワード変更に失敗した場合、シークレットが ●アイコン付きで表示され、対応するエラ
ーイベントがヘルスモニタリングページに表示されます。次回のスケジュールパスワード変
更は実行されません。
7. ［許可対象（踏み台ログイン名）］グループで［追加］をクリックし、開いたドロップダウンリストで
権限を付与する踏み台ユーザーを選択して［追加］をクリックします。各ユーザーの横にある
権限を選択し付与します。
8. ［保存］をクリックします。

13.4.3.3

Unix アカウント（SSH）シークレットの追加

Unix アカウント（SSH）シークレットを追加するには、次の手順を実行します。
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1. 管理ツールにログインします。
2. 左側にある［パスワード管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［シークレット］タブで、［シークレットの追加］をクリックします。
4. ［全般］グループで、次の手順を実行します。


［シークレット名］にシークレットの一意の名前を入力します。



［シークレットタイプ］で Unix アカウント（SSH）を選択します。



オプションで［説明］にシークレットの説明を入力します。

5. ［アカウント］グループで、ユーザーが Ekran 接続マネージャーを使用して次のいずれかの方
法でアクセスするコンピューターを設定します。
訳注：
Ekran 接続マネージャーとは、踏み台上で実行することでユーザーに対して使用可能なシ
ークレットを表示するアプリケーションのことです。


パスワードを使用する：
◦ Linux コンピューター名を選択します。
◦ 接続が確立されるユーザーのログイン名とパスワードを設定します。



SSH キーを使用する：
◦ Linux コンピューター名を選択し、接続を確立するログイン名を選択します。
◦ ［ファイルの選択］をクリックして、秘密鍵を追加します。
◦ 選択した秘密鍵のパスフレーズを入力します。

6. ［許可対象（踏み台ログイン名）］タブで［追加］をクリックし、開いたドロップダウンリストで権限
を付与する踏み台ユーザーを選択して［追加］をクリックします。各ユーザーの横にある権限
を選択し付与します。
7. ［保存］をクリックします。
注意：
Linux クライアントマシンへの接続を確立するジャンプサーバーには Putty をインストール
する必要があります。
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13.4.3.4

Unix アカウント（Telnet）シークレットの追加

Unix アカウント（Telnet）シークレットを追加するには、次の手順を実行します。
1. 管理ツールにログインします。
2. 左側の［パスワード管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［シークレット］タブで、［シークレットの追加］をクリックします。
4. ［全般］グループで、次の手順を実行します。


［シークレット名］にシークレットの一意の名前を入力します。



［シークレットタイプ］で Unix アカウント（Telnet）を選択します。



オプションで［説明］にシークレットの説明を入力します。

5. ［アカウント］グループで、ユーザーが Ekran 接続マネージャーを使用してアクセスするコンピ
ューターを設定します。
訳注：
Ekran 接続マネージャーとは、踏み台上で実行することでユーザーに対して使用可能なシ
ークレットを表示するアプリケーションのことです。


Linux コンピューター名を選択します。



接続が確立されるユーザーのログインとパスワードを設定します。

6. ［許可対象（踏み台ログイン名）］タブで［追加］をクリックし、開いたドロップダウンリストで権限
を付与する踏み台ユーザーを選択して［追加］をクリックします。各ユーザーの横にある権限
を選択して付与します。
7. ［保存］をクリックします。

13.4.4

シークレットの編集

シークレットの編集は、所有または編集の権限を持つユーザーが使用できます。
シークレットを編集するには、次の手順を実行します。
1. 管理ツールにログインします。
2. 左側にある［パスワード管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
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3. シークレットの表から対象となるシークレットをクリックします。
4. 新しいシークレットを追加するときと同じ方法でシークレットデータを編集し、［保存］をクリック
します。
5. シークレットの編集が終了しました。

13.4.5

シークレットの削除

シークレットの削除は、所有者権限を持つユーザーが使用できます。
シークレットを削除するには、次の手順を実行します。
1. 管理ツールにログインします。
2. 左側にある［パスワード管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［シークレット］タブで、必要なシークレットの［削除］をクリックします。
4. 確認メッセージで、［削除］をクリックします。
5. シークレットが削除されます。

13.5

リモートパスワードローテーション

Ekran リモートパスワードローテーションを使用すると、対応する特権アカウントのパスワードを自
動的に変更することができます。パスワードローテーションは、所有者権限を持つユーザーが
Active Directory と Windows シークレットに対してのみで利用できます。
Windows アカウントシークレットを使用する場合、以下の要件を満たしていることを確認してくださ
い：


Windows 10 でリモート UAC が無効化されていること



ユーザーが Ekran 接続マネージャーを使用してアクセスするコンピューター上のドメイン
（ワークプレイス）ネットワークのファイアウォールがオフになっていること



Ekran サーバーサービスはローカルシステムアカウントではなく任意のユーザーアカウ
ント下で実行されなければならないこと

注意：
リモートパスワードローテーションはローカル管理者アカウントに対してのみ利用できます。
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ユーザーが Ekran 接続マネージャーを使用してアクセスするアカウントのリモートパスワードロー
テーションを構成するには、［パスワード管理］ナビゲーションリンクをクリックし、必要な Active
Directory または Windows シークレットをクリックします。［自動処理］タブで［パスワード定期変更
を有効にする］チェックボックスをオンにし、［パスワードの変更間隔］オプションを選択します。パ
スワードを即時変更したい場合は、［変更する］をクリックします。
注意：
パスワード変更に失敗した場合、シークレットが ●アイコン付きで表示され、対応するエラーイ
ベントがヘルスモニタリングページに表示されます。次回のスケジュールパスワード変更は実
行されません。

UAC の無効化
ユーザーアカウントコントロール（UAC）を無効化するには、以下の手順を実行します。
1. レジストリエディターを開きます。
2. 次のキーを見つけてクリックします。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policie
s\System
3. LocalAccountTokenFilterPolicy レジストリエントリーが存在しない場合は、［編集］＞［新
規］＞［DWORD（32 ビット）値］を選択し、新しい値を追加します。


値の名前：

LocalAccountTokenFilterPolicy



値のデータ：

1

4. LocalAccountTokenFilterPolicy レジストリエントリーが既に存在する場合は、これを右ク
リックして［修正］を選択し、［値のデータ］に 1 を入力して［OK］をクリックします。

13.6
13.6.1

権限
概要

権限により、ユーザーがシークレットを使用して実行できる機能を設定できます。権限には３つの
タイプがあります。
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所有者：
ユーザーへの任意の権限の付与、共有特権アカウントの資格情報を含むシークレットデ
ータの閲覧、シークレットの削除、編集、使用、リモートパスワードローテーションの設定
ができます。



編集者：
ユーザーへの編集者または PAM ユーザー権限の付与、シークレットデータの閲覧、編
集、シークレットの使用ができます。



PAM ユーザー：
シークレットを使用できます。

注意：
グループに権限を定義する場合、このグループに所属している任意のユーザーはこれらの権
限を継承します。

13.6.2

権限の閲覧

割り当てられた権限は、管理ツールの［パスワード管理］ページの［許可対象（踏み台ログイン名）］
タブに表示されます。権限のリストが表形式で表示されます。表には次の情報が含まれます。


ユーザー名：
権限が付与されているユーザーまたはユーザーグループの名前を表示します。



シークレット名：
権限が付与されているシークレットの名前を表示します。



シークレットタイプ：
対応するシークレットタイプ（Active Directory アカウント、Windows ローカルアカウント、
Unix アカウント（SSH）、Unix アカウント（Telnet））を表示します。



許可対象（踏み台ログイン名）：
権限の種類（所有者、編集者、PAM ユーザー）を表示します。



説明：
対応するシークレットの説明を表示します。

検索キーワードを使用して、必要な権限を検索できます。
表内の権限に関する情報をフィルタリングおよび並べ替えできます。
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デフォルトでは、次のフィルターが表示されます。


実行者：
権限が付与されている特定のユーザーまたはユーザーグループ名により権限をフィル
タリングします。



シークレット名：
権限が付与されている特定のシークレット名により権限をフィルタリングします。

パスワード管理ページの［許可対象（踏み台ログイン名）］タブで権限を並べ替えるには、必要な
列ヘッダーをクリックします。列のソート順を昇順から降順、またはその逆に変更できます。これを
行うには、列ヘッダーのそばにあるソート矢印（↑、↓）をクリックします。データがその列でソート
されていない場合、ソート矢印は表示されません。

13.6.3

シークレットの使用

Ekran 接続マネージャーを介して踏み台からリモートコンピューターにアクセスするには、次の手
順を実行します。
1. 一般的な方法（ローカルまたはリモート）でジャンプサーバーにログインします。対応するシー
クレットを使用する権限が Active Directory ユーザーに付与されている場合は、資格情報を
入力します。
2. ユーザー二次認証が有効になっている場合、対応するシークレットを使用する権限が付与さ
れた二次認証の資格情報を入力します。
3. 通知領域の Ekran アイコンを右クリックして、［Remote Access］をクリックします。

4. Ekran 接続マネージャーが開きます。一覧表には、対応する権限が付与されているシークレ
ットのリストが含まれています。シークレットのリストを更新するには、［Refresh］（更新）をクリ
ックします。
5. 対象のシークレットをクリックした後、［Connect］（接続）をクリックします。Active Directory ア
Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
325

ジュピターテクノロジー株式会社

カウントの場合、手動でアクセスするコンピューターの名前を入力し、［Connect］(接続)をクリ
ックします。

6. シークレットタイプに従ってリモート接続が確立されます。

13.6.4

特権セッションの閲覧

クライアントがジャンプサーバーにのみインストールされている場合、元のジャンプサーバーセッシ
ョンの一部として特権セッションを表示できます。
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クライアントが保護されたターゲットコンピューター［踏み台の先の作業対象］にインストールされて
いる場合、特権アカウントを共有アカウントのセッションとして表示できます。

14. ユーザー行動分析
14.1

概要

Ekran では、ユーザー行動分析機能を使用して、ユーザーの行動パターンを分析し、疑わしいま
たは不正なユーザー操作を自動的に検出することで、内部の脅威を検出および防止できます。
注意：
ユーザー行動分析機能は、エンタープライズ版をお持ちの場合にのみ使用できます。
ユーザー行動ルールを追加することにより、ユーザープロファイルの表示、検出済の異常なセッシ
ョンの分析、不審なユーザー操作についてのタイムリーな通知の受信が可能になります。さらに、
検出された不審なユーザー操作のすべてのセッションのレポートを取得できます。

14.2
14.2.1

ユーザー行動ルール管理
概要

ユーザー行動ルールは、不審なユーザー操作を検出し、監視者に通知するために使用されます。
ユーザーの行動で検出された異常に関する通知は、E メールで受信できます。さらに、不審な操
作がなされた監視対象セッションには、セッションリストに特別なリスクスコアが付与されます。

14.2.2

ルールの閲覧

ユーザー行動ルールは、管理ツールのユーザー行動分析ページの［ルール］タブに表示されます。
ルールのリストには、次の情報が含まれています。
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名前



説明



状態：
ルールが有効かどうかを示します。



対象クライアント：
ルールが割り当てられているクライアント/クライアントグループを示します。



E メールあて先：
ルールイベントについて通知される監視者の E メールアドレス

検索キーワードを使用して、必要なルールを検索できます。
ユーザー行動分析ページの［ルール］タブで、新しいルールを追加したり、既存のルールを編集お
よび削除したりできます。

14.2.3

ルールの追加

ルールを追加するには、次の手順を実行します。
1. 管理ツールに、クライアントのインストールおよび管理の管理権限を持つユーザーでログイン
します。
2. 左側の［ユーザー行動分析］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［ルール］タブで、［ルールの追加］をクリックします。

4. ルールの追加ページの［プロパティ］グループで、次のルールプロパティを設定します。


［ルール有効］オプションを選択して、ルールを有効にします。



［名前］にルールの一意の名前を入力します。



オプションで［説明］にルールの説明を入力します。

5. ［条件］グループで、［通常でない勤務時間］を選択し、そのリスクレベルを設定します。リスク
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レベルは、中、高、重大のいずれかです。

6. ［クライアント］および［クライアントグループ］グループで、ルールを割り当てるクライアント/クラ
イアントグループを選択します。特定のクライアント/クライアントグループを見つけるには、検
索ボックスに検索キーワードを入力します。

7. ［メール通知］グループで、検出された不審なユーザー操作についての通知を受信する方法
を選択し、通知のあて先の E メールアドレスを設定します。


［終了セッションで検知した不審操作を通知］オプションを選択すると、セッションの終了
時にユーザーの不審操作が通知されます。



［検知した不審操作を即時通知］オプションを選択すると、ユーザーの不審操作が検出
されたときにすぐに通知されます。



［不審操作のないセッションでもセッションのリスクスコアを通知］オプションを選択すると、
ユーザーの操作に異常がなくセッションが終了したときにも通知されます。



［SEND EMAIL NOTIFICATION TO］フィールドで、通知のあて先 E メールアドレスを
設定します。複数の E メールアドレスを設定するには、セミコロン（;）で区切ります。
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注意：
E メール通知を正しく受信するには、E メール送信設定に E メール送信用の正しいパ
ラメーターが含まれていることを確認してください。

8. ［アクション］グループで、ユーザーの不審操作が検出されたときに実行する追加のアクション
を設定します。


［警告メッセージのユーザーへの表示］オプションを選択すると、ルールがトリガーされた
ときにユーザーに警告メッセージを表示する。動作の異常が検出されたときにユーザー
に表示されるカスタムテキストを設定できます。



［現在のセッションからユーザーを強制ログアウト］オプションを選択すると、不審なアク
ションを実行しているユーザーを自動的にブロックします。

9. ［完了］をクリックして、作成したルールを保存します。
10. ルールが追加されます。

14.2.4

ルールの有効化/無効化

削除しない特定のルールについての通知を受信する必要がない場合は、［ルールの編集］ページ
の［プロパティ］グループで［ルール有効］オプションをオフにして、管理ツールで通知を無効にでき
ます。このオプションを後で再び有効にするには、同じページで［ルール有効］オプションをオンに
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します。
複数のルールを有効/無効にするには、ユーザー行動分析ページでルールを選択し、［...］をクリッ
クし、［有効］/［無効］を選択して、選択されたルールを有効または無効にします。

14.2.5

ルールの編集

ルールを編集するには、次の手順を実行します。
1. クライアントのインストールおよび管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインし
ます。
2. 左側の［ユーザー行動分析］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［ルール］タブで、対象とするルールの［ルールの編集］をクリックします。
4. 新しいルールを追加するときと同じ方法で、ルールのプロパティと条件を編集します。
5. ［完了］クリックして、変更を保存します。
6. ルールが編集されます。

14.2.6

ルールの削除

単一ルールの削除手順
単一のルールを削除するには、次の手順を実行します。
1. クライアントのインストールおよび管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインし
ます。
2. 左側の［ユーザー行動分析］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［ルール］タブで、必要なルールの［ルールの編集］をクリックします。
4. ルールの編集ページの下部にある［ルールの削除］をクリックします。
5. 確認メッセージダイアログで、［削除］をクリックします。
6. ルールが削除されます。このルールによって検出されたユーザーの不審操作記録は削除さ
れません。

複数ルールの削除手順
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複数のルールを削除するには、次の手順を実行します。
1. クライアントのインストールおよび管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインし
ます。
2. 左側の［ユーザー行動分析］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［ルール］タブで、削除するルールを選択します。
4. ［…］をクリックし、［削除］を選択して、選択したルールを削除します。
訳注：
［削除］を選択すると、対象のルールが直ちに削除されます。
5. 確認メッセージダイアログで、［削除］をクリックします。
訳注：
確認メッセージダイアログは出現せず、対象のルールが直ちに削除されます。
6. ルールが削除されます。これらのルールによって検出されたユーザーの不審操作記録は削
除されません。

14.3

ユーザープロファイル管理

14.3.1

概要

ユーザープロファイルは、ユーザー行動ルールが割り当てられているクライアントマシンのユーザ
ーごとに作成されます。ユーザープロファイルの情報を使用して、監視期間中の通常のユーザー
の行動を示す一連のデータを表示および分析できます。また、ユーザープロファイルのデータは、
監視中の不審動作検出に使用されます。

14.3.2

ユーザープロファイルリスト

ユーザープロファイルは、管理ツールのユーザー行動分析ページの［ユーザープロファイル］タブ
に表示されます。ユーザープロファイルのリストには、次の情報が含まれています。


クライアント名：
クライアントがインストールされているコンピューターの名前を表示します。



ユーザー名：
Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
332

ジュピターテクノロジー株式会社

クライアントコンピューターにログインしているプロファイルが作成されるユーザーの名前
を表示します。


実行日付：
ユーザープロファイルの作成または再構築に使用される期間を表示します。



次の再構築：
ユーザープロファイルが次に自動的に再構築される日付を表示します。デフォルトでは、
ユーザープロファイルは 10 日ごとに再構築されます。
注意：
承認されたユーザーセッションまたは不審操作の検出がないユーザーセッションがあ
る日のみが再構築の対象となります。

検索キーワードを使用して、必要なユーザープロファイルを検索できます。

14.3.3

ユーザープロファイルの閲覧

特定のクライアントマシンのユーザーのプロファイルを表示するには、左側の［ユーザー行動分析］
ナビゲーションリンクをクリックし、ユーザープロファイルページを開いてから、閲覧したいユーザー
プロファイルをクリックします。作成中のユーザープロファイルは開けないことに注意してください。
ユーザープロファイルページで、監視対象期間内の通常のユーザーの作業スケジュールに関す
る情報を示す棒グラフを閲覧できます。

グラフの各バーは、営業日に対応しています。各バーの長さは、監視期間内にユーザーが作業に
費やした時間に対応します。
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14.3.4

ユーザープロファイルの再構築

各ユーザープロファイルは、10 日ごとに自動的に再構築されます。承認されたユーザーセッション
または不審操作が検出されていないユーザーセッションがある日のみが再構築の対象となること
に注意してください。
デフォルトでは、ユーザープロファイルの再構築は毎日午前 0 時に開始されます。
ユーザープロファイルページで［再構築］ をクリックすると、ユーザープロファイルを手動で再構築
できます。

14.4
14.4.1

異常なユーザーセッションの管理
概要

監視対象セッションのうち、不審なユーザー操作を含むものが異常と見なされます。このようなセ
ッションには、セッションプレイヤーページのセッションリストに特別なリスクスコアが付与されます。
監視中に検出されたユーザー操作が異常と見なされない場合は、セッションを承認できます。この
ような操作は正常と見なされ、ユーザープロファイルの構築に使用されます。
不審なユーザー操作に気付いている場合は、セッションをスキップできます。このようなセッション
は、ユーザープロファイルの構築には使用されません。

14.4.2

不審なユーザーセッションの承認

不審操作が検出されたセッションを承認するには、次の手順を実行します。
1. 左側の［セッションプレイヤー］ナビゲーションリンクをクリックします。
2. セッション一覧ページが開きます。
3. 必要なセッションの［Risk Score （リスクスコア）］アイコンをクリックします。
4. セッションのリスクスコアページが開きます。
5. ［APPROVE（承認）］ボタンをクリックします。
6. セッションが承認され、ユーザープロファイルの構築に使用されます。
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14.4.3

不審なユーザーセッションのスキップ

不審な操作が検出されたセッションをスキップするには、次の手順を実行します。
1. 左側の［セッションプレイヤー］ナビゲーションリンクをクリックします。
2. セッション一覧ページが開きます。
3. 対象セッションの［RISK SCORE （リスクスコア）］アイコンをクリックします。
4. セッションのリスクスコアページが開きます。
5. ［SKIP（スキップ）］ボタンをクリックします。
6. セッションはスキップされます。そのデータは、ユーザープロファイルの構築には使用されませ
ん。

14.4.4

ユーザーセッションの承認/スキップのキャンセル

ユーザーセッションの承認またはスキップをキャンセルするには、次の手順を実行します。
1. 左側の［セッションプレイヤー］ナビゲーションリンクをクリックします。
2. セッション一覧ページが開きます。
3. ［Risk Score （リスクスコア）］列で、必要なセッションの［Approved（承認済み）］または
［Skipped （スキップ済み）］をクリックします。
4. セッションのリスクスコアページが開きます。
5. ［UNDO （元に戻す）］をクリックします。
6. セッションの承認またはスキップがキャンセルされます。セッションのリスクスコアが復元され
ます。

14.4.5

不審なユーザー操作に関する情報の受信

次の方法で、検出された不審なユーザー操作に関する情報を受け取ることができます。


［セッション一覧］では、検出された不審なユーザー操作を含む監視対象セッションに特
別なリスクスコアが付与されます。リスクスコアは、セッションの重大度レベルを示し、監
視対象のセッションで検出された異常なユーザー操作パターンとアラートのリスクレベル
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に従って計算されます。
リスクスコアは、重大度レベルに応じて異なる色で表示されます。
◦ 重大（クリティカル）リスクスコアは赤色で強調表示されます。
◦ 高リスクスコアは黄色で強調表示されます。
◦ 中（通常）のリスクスコアは緑色で強調表示されます。
◦ ゼロリスクスコアは灰色で強調表示されます。
リスクスコア（Risk Score）アイコンをクリックすると、セッションのリスクスコアページに対
象セッションで検出された不審なユーザー操作パターンとアラートイベントが表示されま
す。


ルールパラメーターでメール通知が有効になっている場合、不審なユーザー操作に関
する情報が設定されているあて先に送信されます。E メールで通知を受信するには、E
メール接続を設定します。各 E メールには、監視対象セッションのメタデータ（リスクスコ
ア、ユーザー名、クライアント名、時間、ユーザーの行動異常、アラート）、セッションのリ
スクスコアページでこのセッションのリスクスコアの詳細を表示するためのリンク、および
セッションプレイヤーでセッションを表示するためのリンクが含まれます。Ekran によって
送信される E メール通知で使用される件名をカスタマイズできます。E メール通知の件
名を定義するには、左側の［構成］ナビゲーションリンクをクリックして、［カスタマイズ］タ
ブを開きます。



すべてのセッションからの不審なユーザー操作の情報を受信するには、レポート生成ペ
ージでユーザー行動分析一覧レポートを生成します。

15. アクセス管理
15.1

アクセス請求

アクセス管理の［アクセス請求］タブページに以下のユーザー請求が表示されます。


ワンタイムパスワード請求



エンドポイントアクセス請求



マスストレージデバイス（大容量記憶装置）アクセス請求
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［アクセス管理］ナビゲーションリンク横に保留中のアクセス要求の数が表示されます。承認者は
許可または不許可リンクをクリックして請求を処理します。デフォルトでは、請求から３０分以内に
処理されなかった場合、自動的に期限切れとなります。この設定は［構成］＞［システム設定］で変
更することができます。
注意：
ユーザーは承認者としてリストされているアクセス請求のみを閲覧できます。

請求に関する詳しい情報を確認するには、請求をクリックして展開します。

15.2

ソフトウェアトークン認証（二要素認証）

ソフトウェアトークン認証（二要素認証）機能を使用すると、ネットワーク内の重要なエンドポイント
をより適切に保護できます。ソフトウェアトークン認証機能が有効になっている場合、Ekran クライ
アントはログイン時にユーザーに時間ベースのワンタイムパスワード（TOTP）の入力を要求します。
二要素認証機能は、Windows および Linux 用 Ekran クライアントで使用できます。
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訳注:
Linux では SSH/Telnet でのログインまたは multi-user.target でのログイン時にのみ使用でき
ます。X Window System では使用できません。
TOTP は特別なモバイルアプリケーション、Ekran とは別にご用意いただく Google 認証システム
を介して生成されます。Google 認証システムは、次のいずれかのアプリケーションからダウンロ
ードできます。


Android デバイス用： Google Play 経由



Apple デバイス用： App Store 経由



Windows Phone 用： Microsoft ストア経由



BlackBerry デバイス用： BlackBerry App World 経由

訳注：
Google 認証は標準化された規格であり、30 秒に１回切り替わる 6 桁の数字がワンタイムパス
ワードとして生成されます。このパスワードは時刻と、もとになるキーにより決定されます。
Ekran サーバーとユーザーのスマートフォン等の Google 認証アプリで同じキーを登録しておけ
ば、両者で同じワンタイムパスワードを生成できます。ユーザーがワンタイムパスワードを入力
し、これが Ekran サーバーに送られ、正しいワンタイムパスワードであることが確認されると、こ
れによりユーザーが Ekran サーバーに登録されたキーと同じキーを持つ特定のスマートフォン
等を持っていることがわかります。

次のリンクを使用して、使用される認証システムのインストールと設定に関する詳細な手順を見つ
けてください。


Android、iOS、Blackberry デバイスの場合：
https://support.google.com/accounts/answer/1066447?hl=ja



Android、iOS デバイスの場合：
https://guide.duo.com/third-party-accounts



Windows Phone の場合：
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/authenticator/9wzdncrfj3rj

ユーザーが TOTP を使用できるようにするには、管理ツールで生成されたソフトウェアトークン認
証キーをユーザーに提供する必要があります。
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クライアントの編集で Windows および Linux コンピューターに対してソフトウェアトークン認証オプ
ションを有効にできます。さらに、少なくとも１つのシリアルキーをアクティベートしている場合は、ラ
イセンスが非割り当てのクライアントに対してもソフトウェアトークン認証オプションを有効にできま
す。

15.2.1

ユーザーへのログイン許可

クライアントコンピューターでソフトウェアトークン認証のみが有効になっている場合は、ローカル
ユーザーまたはドメインユーザーに対して TOTP キーを生成する必要があります。強制ユーザー
認証（二次認証）とソフトウェアトークン認証の両方が有効になっている場合は、二次認証ユーザ
ー用の TOTP キーを生成する必要があります。
ソフトウェアトークン認証が有効になっているクライアントコンピューターにユーザーがログインでき
るようにするには、次の手順を実行します。
1. ユーザー管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側にある［アクセス管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. アクセス管理ページで、［ソフトウェアトークン認証］タブを開き、［ユーザーの追加］をクリックし
ます。
4. ［ユーザーの追加］ウィンドウでユーザーの種類を選択し、以下の情報を定義します。


Active Directory ユーザーの場合は、ドメイン名とログイン名を定義します。



ローカルコンピューターユーザーの場合は、コンピューター名とログイン名を定義します。



Ekran 内部ユーザーの場合は、ログイン名を定義します。

5. ［生成］をクリックして QR コードとキーを生成します。
6. QR コードを保存するか、キーをクリップボードにコピーして対応するユーザーに送信します。
後でまとめてユーザーに送信するためにメモを作成してもかまいません。ユーザーはこのキ
ーを入力するか、自分の TOTP モバイルアプリケーション（つまり Google 認証システム等）
で QR コードをスキャンする必要があります。セキュリティ上の理由から、このページから移動
した後は、だれも生成されたキーを見ることはできません。
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訳注：
キーが漏えいするとキーを登録してあるスマートフォンはいくつでも作れますから、ユーザ
ーの持つスマートフォンを、二要素認証を構成する「持ち物」とみなすことができなくなりま
す。Ekran サーバー上からキーが確認できないことはもちろん、ユーザーにキーを渡す時
やユーザーがキーを受け取ってスマートフォンに登録した後は確実にキーを破棄する必要
があります。
7. ［保存］をクリックします。

15.2.2

リストからユーザーの削除

ソフトウェアトークン認証を有効にしたクライアントコンピューターにユーザーがログインすることを
禁止するには、次の手順を実行します。
1. ユーザー管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側にある［アクセス管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. アクセス管理ページで、［ソフトウェアトークン認証］タブを開きます。
4. 禁止したいユーザーの［削除］をクリックし、確認メッセージで［削除］をクリックします。
5. ユーザーがリストから削除され、TOTP を使用したクライアントコンピューターへのログインが
できなくなります。

15.2.3

ソフトウェアトークン認証（二要素認証）の有効化

二要素認証パラメーターは、クライアントの編集時にのみ設定できます。
クライアントで二要素認証を有効にするには、次の手順に従います。
1. クライアント構成の管理のクライアント権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［シリアルキーの管理］ナビゲーションリンクをクリックし、少なくとも１つのシリアルキー
がアクティブになっていることを確認します。
3. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
4. クライアントページで、Windows または Linux クライアントを選択し、［クライアントの編集］を
クリックします。特定のクライアントを見つけるには、［フィルター条件としてキーワードを入力］
ボックスにその名前を入力して🔍をクリックします。
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5. クライアントの編集ページの［認証オプション］タブで、［ソフトウェアトークン認証有効］オプショ
ンを選択します。
6. ［完了］をクリックします。
7. ソフトウェアトークン認証がすぐに有効になります。次回のログイン時に、ユーザーは自分の
モバイルアプリケーション（つまり Google 認証システム等）で生成された TOTP を入力してク
ライアントコンピューターでの作業を開始するように求められます。

15.2.4

時間ベースのワンタイムパスワード（TOTP; ソフトウェ
アトークン）を使用したログイン

ソフトウェアトークン認証が有効になっているクライアントコンピューターにログインするには
1. ユーザーが自分の TOTP モバイルアプリケーション（つまり、Google 認証システム等）に二
要素認証キーを入力します。
2. モバイルアプリケーションは TOTP の生成を開始します。各 TOTP は、生成されてから 5 分
間有効です。
3. ユーザーがコンピューターに一般的な方法（ローカルまたはリモート）でログインします。
4. 強制ユーザー認証（二次認証）が有効になっている場合、ユーザーは二次認証資格情報（ユ
ーザー名とパスワード）を入力します。
5. クライアントは、モバイルアプリケーションで生成された TOTP を入力するようにユーザーに
要求します。
6. ユーザーは有効な TOTP を指定し、［OK］をクリックします。ユーザーが二次認証によって認
証されている場合、二次認証ユーザーに対して生成された TOTP を指定する必要がありま
す。
注意：
TOTP を使用してユーザーを認証するには、Ekran サーバーとユーザーのデバイスの時
間を同期させる必要があります。
7. ユーザー名と TOTP が検証のためにサーバーに送信されます。ユーザーがソフトウェアトー
クン認証を有効にしているクライアントコンピューターにログインすることを許可されていて、
TOTP が有効な場合、ユーザーはクライアントコンピューターにログインして作業を開始でき
ます。
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8. ユーザーがログインするとすぐに、クライアントはユーザー操作の記録を開始します。

15.3

手動認証

15.3.1

管理者によるユーザーログインの手動承認

管理者によるユーザーログインの手動承認機能を使用すると、望ましくないアクセスからクライア
ントコンピューターをより適切に保護できます。この機能を使用するには Ekran クライアントコンピ
ューターへのアクセスが制限されるユーザーのリストを作成します。リスト内のユーザーは、管理
者の承認を得た場合にのみ Ekran クライアントコンピューターにログインできます。管理者による
ユーザーログインの手動承認機能は、Windows および Linux クライアントで機能します。
注意：
X Window System のグラフィカルインターフェイスの監視が有効になっている場合、管理者に
よるログインの手動承認機能は、リモート SSH 端末を介して開始されたセッションでのみ使用
できます。
訳注:
Linux では SSH/Telnet でのログインまたは multi-user.target でのログイン時にのみ使用で
きます。X Window System では使用できません。ということです。

15.3.2

アクセス制限のあるユーザー追加

クライアントコンピューターへのログインが、管理者によって承認（手動認証）される必要があるユ
ーザーを追加するには、次の手順を実行します。
1. ユーザー管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側にある［アクセス管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. アクセス管理ページで、［手動認証］タブを開き、［ユーザーの追加］をクリックします。
4. ユーザーの追加ウィンドウでユーザーの種類を選択し、以下の情報を設定します。


Active Directory ユーザーの場合は、ドメイン名とユーザー名またはユーザーグルー
プ名を設定します。



ローカルコンピューターユーザーの場合は、コンピューター名とログイン名を設定します。



Ekran 内部ユーザーの場合は、ログイン名を設定します。
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Linux ユーザーの場合は、ログイン名を設定します。

5. ［接続先コンピューター］グループで、次のオプションのいずれかを選択します。


Linux ユーザーおよび二次認証用の Ekran 内部ユーザーの場合、任意のコンピュータ
ーへのアクセスを制限するには、［すべてのコンピューター］を選択します。



Active Directory ユーザーおよび二次認証用の Ekran 内部ユーザーの場合、指定した
コンピューターまたはコンピューターグループへのアクセスを制限するには、［選択コン
ピューター］を選択し、ドメイン名とそのコンピューター/コンピューターグループの名前を
設定します。



Active Directory ユーザー、Linux ユーザー、および Ekran 内部ユーザーの場合、特定
のクライアントグループのコンピューターへのアクセスを制限するには、［クライアントグ
ループ内のコンピューター］を選択し、クライアントグループを設定します。
注意：
アクセスは、Ekran クライアントがインストールされているコンピューターに対してのみ制限
されます。

6. ［アクセス請求の承認者］グループで、E メールまたはアクセス管理の［アクセス請求］タブペ
ージでユーザーのアクセス請求を処理できる信頼済みユーザーを定義します。
E メール請求が正しく受信されるようにユーザーの編集の［ユーザー詳細］タブページで有効
な E メールアドレスが定義されていることを確認してください。
注意：
デフォルトでは、請求から３０分以内に処理されなかった場合、自動的に期限切れとなりま
す。この設定は［構成］＞［システム設定］タブページで変更することができます。
7. ［認証・制限のタイプ］タブページで、［ログオンの際に管理者の承認をメールで求める］オプシ
ョンを選択します。
8. ［保存］をクリックします。
9. ユーザーが一覧に追加されます。ユーザーは次回のログイン時には、管理者の承認を得て
初めてクライアントコンピューターで作業を開始できます。
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15.3.3

制限パラメーターの編集

ユーザーのアクセスを制限するパラメーターを編集できます。変更は、次回のユーザーログインで
適用されます。
制限パラメーターを編集するには、次の手順を実行します。
1. ユーザー管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［アクセス管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［アクセス管理］ページで、［手動認証］タブを開きます。
4. 対象ユーザーの［編集］をクリックします。
5. ［ユーザーの編集］ウィンドウで、制限付きリストにユーザーを追加するときと同じ方法で制限
パラメーターを編集します。
6. ［保存］をクリックして、変更を保存します。

15.3.4

アクセス制限の削除

管理者の承認なしにユーザーがクライアントコンピューターにログインできるようにするには、次の
手順を実行します。
1. ユーザー管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側にある［アクセス管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. アクセス管理ページで、［手動認証］タブを開きます。
4. 削除したいユーザーの［ユーザーの削除］をクリックし、確認メッセージで［OK］をクリックしま
す。
5. ユーザーがリストから削除され、管理者の承認なしにクライアントコンピューターにログインで
きるようになります。

15.3.5

ログイン

管理者の承認（手動認証）を得てクライアントコンピューターにログインするプロセスは、次のよう
に実行されます。
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1. ユーザーは、一般的な方法（ローカルまたはリモート）で、クライアントがインストールされてい
るコンピューターにログインします。
2. 強制ユーザー認証（二次認証）が有効になっている場合、ユーザーは二次認証資格情報を入
力します。
3. ログインメッセージが有効になっている場合、ユーザーはそれを確認します。さらに、対応する
オプションが有効になっている場合、ユーザーはメッセージに返信して、有効なチケットナンバ
ーを入力します。
4. ユーザーからの請求が指定された信頼されたユーザーの E メールアドレスへ送信され、アク
セス管理ページの［アクセス請求］タブに表示されます。承認者は E メールリンクまたは管理
ツールの［アクセス請求］ページから請求を処理します。
5. ユーザーがログインを許可されている場合、信頼済みユーザーは［許可］リンクをクリックし、
ユーザーはクライアントコンピューターでの作業を開始します。
ユーザーがログインを許可されていない場合、信頼済みユーザーは［不許可］リンクをクリック
し、ユーザーはログアウトされます。

15.4
15.4.1

スケジュールに基づくユーザーアクセスの許可
概要

スケジュールに基づいてユーザーアクセスを許可する機能を使用すると、望ましくない時間帯のア
クセスからクライアントコンピューターを保護できます。クライアントコンピューターへのアクセスが
一定期間のみ許可されるユーザーのリストを作成できます。この期間を過ぎるとログイン時に管
理者の承認が必要になります。スケジュールに基づくユーザーアクセスの許可は、Windows およ
び Linux クライアントで使用できます。
X Window System のグラフィカルインターフェイスの監視が有効になっている場合、スケジュール
に基づくユーザーアクセスの許可機能は、リモート SSH 端末を介して開始されたセッションでのみ
使用できます。
訳注:
Linux では SSH/Telnet でのログインまたは multi-user.target でのログイン時にのみ使用でき
ます。X Window System では使用できません。ということです。
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注意：
スケジュールに基づくユーザーアクセスの許可機能は、エンタープライズ版をお持ちの場合に
のみ使用できます。

15.4.2

一定期間のアクセス許可

クライアントコンピューターへのログインを特定の期間のみ許可しそれ以外の時間では手動認証
を必要とするユーザーを追加するには、次の手順を実行します。
1. ユーザー管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［アクセス管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. アクセス管理ページで、［手動認証］タブを開き、［ユーザーの追加］をクリックします。
4. ユーザーの追加ウィンドウで、［ユーザータイプ］を選択し、次の情報を設定します。


Active Directory ユーザーの場合、ドメイン名とユーザー名またはユーザーグループ
名を設定します。



ローカルコンピューターユーザーの場合、コンピューター名とログイン名を設定します。



Ekran 内部ユーザー（二次認証用 Ekran ユーザー）の場合、ログイン名を設定します。



Linux ユーザーの場合、ログイン名を設定します。

5. ［接続先コンピューター］グループで、次のオプションのいずれかを選択します。


Linux ユーザーおよび二次認証用の Ekran 内部ユーザーの場合、任意のコンピュータ
ーへのアクセスも制限するには、［すべてのコンピューター］を選択します。



Active Directory ユーザーおよび二次認証用の Ekran 内部ユーザーの場合、指定した
コンピューターまたはコンピューターグループへのアクセスを制限するには、［選択コン
ピューター］を選択し、ドメイン名とそのコンピューター/コンピューターグループの名前を
設定します。



Active Directory ユーザー、Linux ユーザー、および二次認証用の Ekran 内部ユーザ
ーの場合、特定のクライアントグループのコンピューターへのアクセスを制限するには、
［クライアントグループ内のコンピューター］を選択し、クライアントグループを設定します。
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注意：
アクセスは、Ekran クライアントがインストールされているコンピューターに対してのみ制
限されます。
6. ［アクセス請求の承認者］グループで、特定期間外のユーザーアクセス請求を処理できる信
頼済みユーザーを定義します。承認者は E メールまたはアクセス管理ページの［アクセス請
求］タブで請求を処理できます。
注意：
デフォルトでは、請求から３０分以内に処理されなかった場合、自動的に期限切れとなり
ます。この設定は［構成］＞［システム設定］から変更することができます。
7. ［認証・制限のタイプ］タブページで［管理者の承認なしでログオン可能］を選択し、管理者の
承認なしにクライアントコンピューターへのアクセスを許可する日付、曜日、時間を設定しま
す。
8. ［保存］をクリックします。
9. ユーザーが一覧に追加されます。ユーザーは次回のログイン時の、定義された期間のみ、管
理者の承認なしにクライアントコンピューターでの作業を開始できます。ユーザーが定義され
た期間外にクライアントコンピューターで作業を開始した場合、承認が必要になります。

15.4.3

制限パラメーターの編集

ユーザーのアクセスを制限するパラメーターを編集できます。変更は、次回のユーザーログインで
適用されます。
制限パラメーターを編集するには、次の手順を実行します。
1. ユーザー管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［アクセス管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. アクセス管理ページで、［手動認証］タブを開きます。
4. 対象ユーザーの［編集］をクリックします。
5. ユーザーの編集ウィンドウで、制限付きリストにユーザーを追加するときと同じ方法で制限パ
ラメーターを編集します。
6. ［保存］をクリックして、変更を保存します。
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15.4.4

アクセス制限の削除

ユーザーが制限なしでクライアントコンピューターにログインできるようにするには、次の手順を実
行します。
1. ユーザー管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［アクセス管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. アクセス管理ページで、［手動認証］タブを開きます。
4. 必要なユーザーの［ユーザーの削除］をクリックし、確認メッセージで［OK］をクリックします。
5. ユーザーがリストから削除され、制限なしにクライアントコンピューターにログインできるように
なります。

16. ユーザーのブロック
16.1

概要

Ekran を使用すると、Windows オペレーティングシステムのコンピューターにインストールされて
いるクライアントで潜在的に有害な操作や禁止された操作を実行するユーザーをブロックすること
ができます。ユーザーをブロックユーザーリストに追加し、選択したクライアントコンピューターまた
はすべてのクライアントコンピューターでの操作をブロックできます。ブロックされたユーザーは強
制的にクライアントからログアウトされ、再度ログオンすることはできません。ユーザーのブロック
はライブまたは完了セッションの再生時に行うことができます。また、アラートの生成時にユーザー
をブロックする設定も行えます。ユーザーをブロックするにはクライアントのインストールと管理の
管理権限が必要です。

16.2

ライブセッションからのユーザーのブロック

ライブセッションの再生中にユーザーをブロックするには、次の手順を実行します。
1. セッションプレイヤーでユーザーセッションを開きます。
2. セッションプレイヤーの［ユーザーのブロック］ ボタンをクリックします。
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注意：
既にブロックユーザーリストに存在するユーザーをブロックすることはできません。またクラ
イアントのインストールと管理の管理権限がない Ekran ユーザーはブロックを行うことがで
きません。

3. ［ユーザーのブロック］ウィンドウが開きます。

4. 次の設定を指定します。


クライアントがインストールされているすべてのコンピューターでこのユーザーをブロック
する場合は、［すべてのコンピューター上］を選択します。



現在のクライアントコンピューターでのみユーザーをブロックする場合は、［このコンピュ
ーター上］を選択します。

5. 必要に応じて、強制ログアウトの時間を設定します。
6. 必要に応じてユーザーに表示するメッセージを入力します。
7. ユーザーをブロックする理由を入力します。
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8. ［ブロック（実施）］をクリックします。
9. クライアントコンピューターで、警告メッセージが表示され、デスクトップがブロックされます。
10. 設定した時間の経過後、ユーザーは強制的にクライアントコンピューターからログアウトされ
ます。ユーザーがクライアントコンピューターにログオンしようとすると、システムでユーザーの
ログオンは許可されず、次のメッセージが表示されます。［You have been blocked. Contact
your system administrator.］（ログオンがブロックされました。システム管理者に連絡してくだ
さい。）
注意：
すべてのコンピューターでユーザーをブロックするように選択した場合、ユーザーはブロッ
ク時にログオンしているすべてのコンピューターで一斉にログアウトされます。

16.3

完了セッションからのユーザーのブロック

完了セッションの再生中にユーザーをブロックするには、次の手順を実行します。
1. セッションプレイヤーでユーザーセッションを開きます。
2. セッションプレイヤーの［ユーザーのブロック］をクリックします。その時点でユーザーがクライ
アントコンピューターにログオンしている場合、ブロック処理はライブセッションと同じです。
注意：
既にブロックユーザーリストに存在するユーザーをブロックすることはできません。またクラ
イアントのインストールと管理の管理権限がない Ekran ユーザーはブロックを行うことがで
きません。

3. ［ユーザーのブロック］ウィンドウが開きます。
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4. 次の設定を行います。


クライアントがインストールされているすべてのコンピューターでこのユーザーをブロック
する場合は、［すべてのコンピューター上］を選択します。



現在のクライアントコンピューターでのみユーザーをブロックする場合は、［このコンピュ
ーター上］を選択します。

5. ［ブロック（実施）］をクリックします。
6. ユーザーは既定のパラメーターでブロックされます。ユーザーがクライアントコンピューターに
ログオンしようとすると、システムでユーザーのログオンは許可されず、次のメッセージが表示
されます。「You have been blocked. Contact your system administrator.」（ログオンがブロ
ックされました。システム管理者に連絡してください。）
注意：
すべてのコンピューターでユーザーをブロックするように選択した場合、ユーザーはブロッ
ク時にログオンしているすべてのコンピューターで一斉にログアウトされます。

16.4

アラート発生時のユーザーのブロック

ユーザーをブロックするようにアラートを設定するには、次の手順を実行します。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
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2. 左側にある［アラート管理］ナビゲーションリンクをクリックし、［アラートの追加］または［アラー
トの編集］をクリックします。
3. ［アクション］グループで、［警告を対象ユーザーに表示する］オプションを選択します。チェック
ボックスの下のテキストボックスで警告メッセージを編集できます。
4. ［アクション］ボックスで、［ユーザーを全コンピューター上でブロックする］オプションを選択し、
［完了］をクリックします。
5. アラートが発生すると、ユーザーはブロックされます。

16.5

二次認証ユーザーのブロック

クライアントで二次認証が有効になっている場合、システムは一次、二次のユーザーの組み合わ
せをブロックします。ユーザーが Windows にログインすると、クライアントは二次認証ウィンドウを
表示します。ブロックされたユーザーが資格情報を入力してログオンしようとすると、システムでロ
グオンは許可されず、次のメッセージが表示されます： 「You have been blocked. Contact your
system administrator.」（ログオンがブロックされました。システム管理者に連絡してください。）

16.6

ブロックユーザーリスト

ブロックされたユーザーは、選択したクライアントまたはシステム内のすべてのクライアントのブロ
ックユーザーリストに追加されます（ユーザーをブロックする際の選択に応じて異なります）。
ブロックされたユーザーのリストはサーバーに格納されます。ブロックユーザーリストを編集した場
合、クライアントはすぐにサーバーから変更を受信します。サーバーコンピューターとの接続が失
われた場合（Ekran クライアントがオフライン状態）、クライアントはブロックユーザーリストにあるユ
ーザーをブロックしません。接続が再確立されると、クライアントはサーバーからブロックされたユ
ーザーの最新の編集済みリストを受信します。

16.6.1

ブロックユーザーリストの表示

ブロックユーザーリストを表示するには、［クライアント管理］に移動し、［クライアント管理］ドロップ
ダウンリストから［ブロックユーザーリスト］をクリックします。
ブロックユーザーリストを表示するには、クライアントのインストールと管理の管理権限が必要です。
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ブロックされたユーザーの一覧が表示され、各レコードには次の情報が表示されます。


Windows ユーザー名：
次の形式のいずれかを持ちます。
◦ <ドメイン>\<ユーザー名>
◦ <ドメイン>\<一次ユーザー名>（<二次ユーザー名>） （二次認証が有効なクライ
アントの場合）



ブロッククライアント名：
特定のコンピューター名またはすべてのコンピューターを表示します。



ブロック実施者：
Windows ユーザーをブロックした特定の Ekran 内部ユーザーを表示します。



ブロック日時：
ユーザーがブロックされた日付を表示します。



理由：
ユーザーをブロックした理由を表示します。

16.6.2

ブロックユーザーリストからのユーザーの削除

ブロックユーザーリストからユーザーを１つずつ、またはすべてを一度に削除することができます。
ブロックユーザーリストから削除されたユーザーは、クライアントがインストールされたコンピュータ
ーに再度ログオンできます。
ブロックユーザーリストから 1 人のユーザーを削除するには、次の手順を実行します。
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リスト内で削除したいブロックされたユーザーのレコードで［削除］をクリックします。



確認メッセージで［削除］をクリックします。

ブロックユーザーリストからすべてのユーザーを削除するには、次の操作を行います。


ブロックされたユーザーのリストで［すべて削除］をクリックします。



確認メッセージで［削除］をクリックします。

17. クライアントグループの管理
17.1

概要

クライアントグループを使用することで、複数のクライアントに対して一斉にクライアント権限を設
定することができます（Windows と Linux の両方）。デフォルトで［すべてのクライアント］というクラ
イアントグループがあり、すべてのクライアントはこのグループに含まれています。このグループか
らクライアントを削除することはできません。
注意：
1 台のクライアントは、複数のグループに属することができます。

17.2

クライアントグループの追加

新しいクライアントグループを追加するには、次の手順を実行します：
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左側にある［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアント管理ページで［クライアントグループの追加］をクリックします。
4. ［グループプロパティ］タブで以下を指定して［次へ］をクリックします。


クライアントグループの名前



クライアントグループの説明（オプション）



その他のクライアント構成を設定します。クライアント構成の設定方法は Windows クラ
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イアントの構成で説明しています。
注意：
グループ名と説明は最長 200 文字です。
5. ［クライアント管理］タブで、クライアントをグループに追加します。［次へ］ をクリックます。
6. ［権限］タブで、クライアントグループへのアクセス権限を与えたいユーザーまたはユーザーグ
ループを選択し権限を定義してください：


特定のユーザーまたはユーザーグループを見つけ出すには、［フィルター条件としてキ
ーワードを入力］ボックスに名前を入力して［フィルター］をクリックします。



ユーザー/ユーザーグループの権限を定義するには必要なユーザー/ユーザーグループ
の［権限の編集］をクリックし、開いたクライアント権限ウィンドウで、対応する権限のチェ
ックボックスを選択します。すべての権限を定義したら［保存］をクリックします。
注意：
所属するユーザーグループからユーザーが継承したアクセス許可はグレーアウトした変更
不可のチェックボックスとして表示されます。

7. ［次へ］をクリックします。
8. ［アラート］タブで、グループに割り当てる必要があるアラートに対応するチェックボックスをオ
ンにします。
9. ［完了］をクリックします。
10. クライアントのグループが作成されます。

17.3

クライアントグループの編集

既存のクライアントグループを編集するには次の作業を実行します：
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左側にある［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアント管理ページで編集したいクライアントグループの［クライアントグループの編集］を
クリックします。
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4. 新しいクライアントグループを追加するときと同じように、対応するタブ上でクライアントグルー
プの［グループプロパティ］、［権限］、［アラート］を編集します。
5. 各タブでの変更を保存するには、［次へ］または［完了］をクリックします。

17.4

グループへのクライアントの追加

17.4.1

クライアントグループの編集によるグループへのクライ
アントの追加

1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、必要なクライアントグループの［クライアントグループの編集］をクリック
します。
4. クライアントグループの編集ページの［クライアント管理］タブで、［クライアントの追加］をクリッ
クします。
5. グループに追加されていないクライアントを含むドロップダウンリストが開きます。
注意：
最初の 10 クライアントだけがリストに表示されます。すべてのクライアントを表示するに
は、リストの一番下にあるリンクをクリックします。
6. クライアントグループに追加するクライアントの横にあるチェックボックスをオンにします。特定
のクライアントを検索するには、クライアントの名前、説明、またはその一部を、クライアントリ
ストの上にある検索キーワードフィールドに入力します。リストは入力とともにフィルターされま
す。
7. 追加されたクライアントにグループ設定を継承させる場合は、［グループの設定を新規クライ
アントにも反映する］チェックボックスをオンにします。
8. ［追加］をクリックします。
9. 追加されたクライアントがリストに表示されます。
［完了］をクリックします。
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17.4.2

クライアントの編集によるグループへのクライアントの
追加

グループにクライアントを追加するには、次の手順を実行します。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、選択したクライアントの［クライアントの編集］をクリックします。
4. クライアントの編集ページの［クライアントグループ］タブで、［グループに追加］をクリックしま
す。
5. クライアントが追加されていないグループが含まれるドロップダウンリストが開きます。
注意：
最初の 10 グループだけがリストに表示されます。すべてのグループを表示するには、［す
べての結果を表示する］リンクをクリックします。
6. クライアントを追加するグループの横にあるチェックボックスをオンにします。
注意：
特定のグループを検索するには、検索キーワードフィールドにグループの名前またはその
一部を入力します。リストは入力とともにフィルターされます。
7. ［追加］をクリックします。
8. クライアントが追加されたグループが一覧に表示されます。
9. ［完了］をクリックします。

17.5

クライアントへのグループ設定の適用

クライアントが対象のクライアントグループに属している場合、グループからクライアント設定を継
承できます。グループからの継承を設定している場合、クライアント設定はグループ設定に従い変
更されます。
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17.5.1

クライアントグループの編集によるグループ設定の適用

Windows クライアントが属するクライアントグループの設定を変更して Windows クライアントの設
定を編集するには、次の手順を実行します。
1. クライアント構成の管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、編集したいグループの［クライアントグループの編集］をクリックします。
特定のクライアントグループを検索するには、［フィルター条件としてキーワードを入力］ボック
スに名前を入力し、［フィルター］をクリックします。
4. クライアントグループの［グループプロパティ］、［権限］、［アラート］を各タブで編集します。
5. ［完了］をクリックします。

17.5.2

クライアントの編集によるグループ設定の適用

クライアントにグループ設定を適用して Windows クライアントの設定を編集するには、次の手順を
実行します。
1. クライアント構成の管理のクライアント権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、構成を編集する Windows クライアントを選択し、［クライアントの編集］
をクリックします。特定のクライアントを見つけるには、［フィルター条件としてキーワードを入
力］ボックスにクライアント名を入力して［フィルター］をクリックします。
注意：
クライアント構成の管理のクライアント権限がない場合、構成オプションの編集は無効にな
ります。
4. クライアントの編集ページのクライアントグループタブで、クライアントが設定を継承するグル
ープにクライアントを追加します。
5. ［グループの適用］リンクをクリックします。
6. クライアント設定タイプが［<グループ名>から継承］に変更され、このグループの［適用］からリ
ンクが消えます。
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7. ［完了］をクリックします。

17.6
17.6.1

クライアントのグループからの削除
クライアントグループの編集によるクライアントのグル
ープからの削除

グループからクライアントを削除するには、次の手順を実行します。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、対象とするクライアントグループの［クライアントグループの編集］をクリ
ックします。
4. ［クライアント管理］タブで、対応するクライアントの［削除］リンクをクリックするか、［すべて削
除］をクリックして、すべてのクライアントをグループから削除します。
5. 確認メッセージで［OK］をクリックします。
6. ［完了］をクリックすると、クライアントはグループから削除されます。
注意：
クライアントは、［すべてのクライアント］グループを除くすべてのグループから削除できま
す。
7. 削除されたクライアントの設定タイプが［グループから継承］の場合、［カスタム］に変更されま
す。クライアント設定はグループ設定と同じままですが、編集が可能になります。

17.6.2

クライアントの編集によるグループからのクライアント
の削除

グループからクライアントを削除するには、次の手順を実行します。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
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2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで、選択したクライアントの［クライアントの編集］をクリックします。
4. クライアントの編集ページの［クライアントグループ］タブで、対応するクライアントグループの
［削除］リンクをクリックするか、［すべて削除］をクリックして、すべてのグループからクライアン
トを削除します。
5. 確認メッセージで［OK］をクリックします。
6. ［完了］をクリックすると、クライアントはグループから削除されます。
注意：
クライアントは、［すべてのクライアント］グループを除くすべてのグループから削除できま
す。
7. 削除されたクライアントの設定タイプが［グループから継承］の場合、［カスタム］に変更されま
す。クライアント設定は同じままですが、編集可能になります。

17.7

クライアントグループの削除

クライアントグループを削除してもグループに属するクライアントは削除されませんが、削除された
クライアントグループに定義されていたユーザーの権限は変更されます。
［すべてのクライアント］グループを削除することはできません。
クライアントグループを削除するには、次の作業を実行します。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左側にある［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. クライアントページで編集したいクライアントグループの［クライアントグループの編集］をクリッ
クします。
4. ［グループプロパティ］タブで［クライアントグループの削除］をクリックします。
5. 確認メッセージで［削除］をクリックします。
6. クライアントグループが削除されます。
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7. グループが削除されると、このグループから継承されたすべてのクライアントの設定が［カスタ
ム］に変更されます。

17.8

クライアントログファイルのダウンロード

ログファイルには、管理者がクライアント作業での問題を検出するのに役立つ情報が含まれてい
ます。
このログファイルはお客様自身で解析すれば、クライアントの作業の問題についてより多くの情報
を得ることができます。あるいはサポートチームに送付して、サポートチームが問題の原因を見つ
けるのに役立たせることもできます。
クライアントログファイルに保存されるログエントリのログレベルを定義するには、左側の［クライア
ント管理］ナビゲーションリンクをクリックし、次に対象とするクライアントの［クライアントの編集］リ
ンクをクリックします。クライアントの編集ページの［プロパティ］タブの［診断］グループで、ログレ
ベルを選択し、［完了］をクリックします。デフォルトでは、ログレベルは［情報（Info）］に設定されて
います。
クライアントグループの編集中にログエントリのログレベルを設定することもできます。
クライアントログファイルをダウンロードするには、左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンク
をクリックしてから、必要なオンラインクライアントの［ログのダウンロード］リンクをクリックします。
［名前を付けて保存］ウィンドウで、ログファイルを保存する場所を参照し、［保存］をクリックします。
クライアントログファイルがコンピューターにダウンロードされます。
注意：
ログファイルは、オンラインクライアントからのみダウンロードできます。
クライアントグループのクライアントログファイルをダウンロードするには、左側の［クライアント管
理］ナビゲーションリンクをクリックし、必要なクライアントグループの［すべてのログのダウンロード］
リンクをクリックします。［名前を付けて保存］ウィンドウで、ログファイルを保存する場所を参照し、
［保存］をクリックします。クライアントログファイルがコンピューターにダウンロードされます。

18. アラート
18.1

概要

アラートはクライアントがインストールされているターゲットコンピューター上の特定のユーザー操
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作（潜在的に有害な操作/禁じられた操作）を通知する機能です。事前に設定した条件を満たすと
自動的に通知が行われるため、監査者は手動の検索を行うことなく、インシデントに迅速に対応
することができます。
通知は、E メールまたはトレイ通知アプリケーションで受信することができます。アラートイベントに
関連付けられたセッション/スライドはセッションプレイヤーでアラート（ベル）の印で強調表示されま
す。
アラートシステムは、次の２つの目的のために使用することができます。


即時対応：
監査者は禁止操作について、情報を即時に取得し、すぐに対応することができます（ほ
ぼリアルタイムで）。アラートルールのアクションとしてウィンドウを閉じるまたはユーザー
のログアウトを設定することもできます。



事後調査：
監査者は禁止操作について、連続する複数の操作、複数のクライアント上の操作に関
する情報を取得、分析し、対応することができます。

18.2

アラートの閲覧

アラートの一覧は、管理ツールのアラート管理ページに表示されます。アラートのリストには、次の
情報が表示されます。


名前



説明



リスクレベル：
アラートのリスクレベル（中、高、重大）を表示



対象クライアント：
アラートが割り当てられている対象クライアント/クライアントグループ



状態：
アラートが有効かどうか



通知：
アラートイベントを監査者にどのように通知するか（E メール、または、トレイ通知アプリ
ケーション）
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E メールあて先：
アラートイベントを通知する通知先の E メールアドレス

アラートビューアーでアラートの最新の 100 イベントを表示するには、対応するアラートの［アラー
トの閲覧］をクリックします。
必要なアラートを検索するには、ページの上部のフィルターオプションを使用することができます。
［Hide Enabled］（有効を非表示）/［Hide Disabled］（無効を非表示）/［Hide Default］（デフォル
トを非表示）オプションを選択すると、アラートが非表示になります。
アラート管理ページでは、新しいアラートの追加、既存のアラートの編集（削除を含む）、アラート
の共通設定の設定を行うことができます。

18.3

既定のアラート

アラートはユーザーが作成し定義しますが、いくつかのアラートサンプル（既定のアラート）が製品
のインストールとともに追加されます。Windows クライアントコンピューター向けには、潜在的に有
害なアプリケーション実行や Web サイトへのアクセスに対するアラートが用意されています。
Linux クライアントコンピューター向けには、重要なコマンドの実行に対するアラートが用意されて
います。
既定のアラートは、Ekran サーバーのインストール時または新しいバージョンへの更新時に自動
的に追加されます。これらのアラートは、既定で有効になっていますが、どのクライアントにも割り
当てられていないため、アラートイベントは発生しません。アラートをクライアントに割り当てるには、
設定したいアラートルールの［アラートの編集］をクリックし、［対象クライアント］グループで対象と
するクライアントを選択します。既定のアラートは、デフォルトでリスクレベルが［高］に設定されて
います。
既定のアラートでは、次の操作を実行できます。


有効化/無効化
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アラートのリスクレベルの変更



通知オプションの設定



警告メッセージの有効化、ユーザーのログアウトやウィンドウの終了



削除

既定のアラートを表示しないようにするには、［Hide Default］（デフォルトアラートを表示しない）オ
プションを選択します。

18.4

アラート管理

18.4.1

アラートの追加

アラートを追加するには、次の作業を実行します。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左側にある［アラート管理］ナビゲーションリンクをクリックして、［アラートの追加］をクリックし
ます。

3. アラートの追加ページの［プロパティ］グループで、次のアラートプロパティを定義します。


アラートに一意な［名前］を入力します。



必要に応じて、アラートの［説明］を入力します。



アラートを有効にするには、［アラート有効］チェックボックスをオンにします。



アラートの［リスクレベル］を選択します。リスクレベルは、重大、高、中です。

4. ［ルール］グループで、適用するルールを定義します。


ルールの［パラメーター］を選択します。



［比較演算子］を選択します。
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被演算子となる［値］を入力します。



さらにルールを作成するには、［ルールの追加］をクリックします。



ルールを削除するには、［値］ボックスを空にするか、削除アイコンをクリックします。

5. ［対象クライアント］/［対象クライアントグループ］グループで、アラートを割り当てるクライアント
/クライアントグループを選択します。特定のクライアント/クライアントグループを見つけ出すに
は、検索ボックスにクライアント/クライアントグループの名前を入力します。

6. ［アクション］グループで、アラート通知をどのように受け取るか、アラート生成時にどのように
アクションを発生させるかを選択します。


［E メールのあて先］フィールドに、通知のあて先 E メールアドレスを入力します。複数の
E メールアドレスを入力するには、セミコロンで区切ります。
注意：
E メール通知を正しく受信するには、E メール送信設定で E メール送信に関するパラ
メーターを正しく設定してください。
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［トレイ通知アプリケーションに表示］のチェックボックスをオンにして、トレイ通知を有効
にします。アラート発生時の通知は、通知トレイのアイコンからポップアップで表示されま
す。



［警告を対象ユーザーに表示する］のチェックボックスをオンにして、アラート生成時にユ
ーザーに警告メッセージを表示します。デフォルトメッセージを使用するか、任意のメッセ
ージを入力することができます。
訳注：
Windows 用 Ekran クライアントでのみ使用できます。



［アクション］ドロップダウンリストで、［ユーザーを全コンピューター上でブロックする］を
選択すると、アラート発生時にユーザーをブロック（強制ログアウト）できます。また、［ア
プリケーションを強制終了する］を選択すると、アプリケーションウィンドウを強制的に停
止できます。
訳注：
Windows 用 Ekran クライアントでのみ使用できます。

7. ［完了］をクリックして、作成したアラートを保存します。
8. アラートが追加されます。
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18.4.2

ルール

18.4.2.1

概要

アラートルールでは、調査対象コンピューターのどのようなイベントをアラートとみなすかを決定し
ます。各アラートには、少なくとも１つのルールが必要です。
各ルールは［パラメーター］、［比較演算子］、［値］から成ります。

パラメーター
以下のパラメーターがルールで使用可能です：

全クライアント用パラメーター
パラメーター

説明

例

ユーザー名

対象とするユーザーの名前。指定されたユーザーに

John

よるコンピューターの使用を、アラートのトリガーとす
るためには、このパラメータータイプを設定します。
強制ユーザー認証（二次認証）が有効化されていて、
二次認証ユーザーのユーザー名がアラートパラメータ
ーと一致した場合にもアラートはトリガーされます。
例：
アラートパラメーターを”ユーザー名”、”含む”、”John”
とします。ユーザーが Windows に Guest としてログ
インして、二次認証ログインで、John と入力します。こ
のユーザー（Guest（John））の最初のスクリーンショッ
トは、アラートとしてマークされます。
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Windows、macOS、Linux（X Window System）クライアント用パラメー
ター
パラメーター

説明

例

アプリケーション

対象コンピューターで起動したアプリケーション名。

Skype.exe

指定したアプリケーション名と、起動したアプリケーショ
ン名が同一と識別された時にアラートをトリガーするに
は、このパラメータータイプを設定します。
タイトル

ウィンドウのタイトルバーの文字列。指定されたウィン

マイドキュメント

ドウタイトルと、表示されたウィンドウタイトルが同一と
識別されたときにアラートをトリガーするには、このパ
ラメータータイプを設定します。

Windows クライアント用パラメーター
パラメーター

説明

例

URL

Web ブラウザーのアドレスバーの文字列。指定され

facebook.com

た URL と、表示された URL が同一と識別されたとき
にアラートをトリガーするには、このパラメータータイプ
を設定します。
注意:
［URL 監視］オプションがそのクライアントに対して
有効になっている必要があります。
キーストローク

ユーザーが入力したキーストローク。特定のキースト

download

ロークが入力されたときにアラートをトリガーするに
は、このパラメータータイプを設定します。
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パラメーター

説明

例

クリップボードコピ

ユーザーがコピーまたはカットしたクリップボード値。

*

ー

指定された値がコピーまたはカットされるたびにアラ
ートがトリガーされるようにするには、このパラメータ
ータイプを選択します。すべてのコピーまたはカットア
クションを検出する場合は、値フィールドにアスタリス
ク（*）を入力します。
訳注：
クリップボードにコピーされた文字列が対象です。
ファイル操作は検知できません。

ク リ ッ プボ ー ドペ

ユーザーがペーストしたクリップボードの値。指定され

ースト

た値がペーストされるたびにアラートがトリガーされる

C21H23

ようにするには、このパラメータータイプを選択しま
す。すべてのペーストアクションを検出する場合は、
値フィールドにアスタリスク（*）を入力します。

Linux 用パラメーター
パラメーター

説明

例

コマンド

Linux 端末で入力されたコマンド。このパラメータ

sudo

ータイプを設定すると、特定のコマンドが入力され
たときに、アラートがトリガーされます。
パラメーター

入力された Linux コマンドのパラメーター。このパ

ImportantDocument

ラメータータイプを設定すると、ユーザーが特定の
パラメーターをコマンドとともに入力したときに、ア
ラートがトリガーされます。
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Active Directory 用パラメーター
パラメーター

説明

例

ドメイングループ ドメイングループの名前。このパラメータータイプを Accounting
に所属するコンピ 設定すると、特定のグループに所属するコンピュー
ューター

ター上の操作について、アラートがトリガーされま
す。
注意：
アラートのパラメーターとしてこのパラメーターを
含むアラートは、アラートの割当先として［すべて
のクライアント］グループを選択する必要があり
ます。

ドメイングループ

ドメイングループの名前。このパラメータータイプを

に所属するユー

設定すると、特定のグループに所属するユーザー

ザー

の操作について、アラートがトリガーされます。

Support

比較演算子
すべてのパラメーター（Active Directory 用パラメーターを除く）について、以下の比較演算子を指
定して下さい。
比較演算子

一致する

説明

ルールで指定した値とクライアント

例
ルールで

真となる

偽となる

指定した値

記録の値

記録の値

John

John

Johny

John

Johny,

Johan

が記録した値が完全に対応する。
含む

ルールで指定した値が、クライア

Johnathan

ントが記録した値に含まれる。
一致しない

ルールで指定した値は、クライア

John

ルールで指定した値が、クライア

John

Johny

ントが記録した値にマッチしない。
含まない

Oliver,

John

ントが記録した値に含まれない。

Oliver,

Johny,

Johan

John
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Windows/macOS/Linux の パ ラ メ ー タ ー は お 互 い に 影 響 し ま せ ん 。 ひ と つ の ア ラ ー ト で
Windows/macOS/Linux のルールを設定しても、アラートは正しく動作します。

例：
パラメーター

比較演算子

値

ルール 1

コマンド

一致する

su

ルール 2

URL

含む

facebook.com

結果

Linux 端末で su コマンドが入力されたとき、または、Windows OS で
facebook.com のサイトを訪れたとき、アラートがトリガーされます。

［含む］ / ［一致する］演算子を用いて、１つのアラート内で同じパラメーターに対する複数のルー
ルが定義されている場合、アラートは少なくとも１つのルールが満たされた場合にトリガーされま
す。（OR）

例：
パラメーター

比較演算子

値

ルール 1

アプリケーション

一致する

skype.exe

ルール 2

アプリケーション

一致する

winword.exe

結果

ユーザーが Skype か Word のどちらかを起動すると、アラートが動作
します。

１つのアラート内で異なるパラメーターに対する複数のルールが定義されている場合、アラートは
すべてのルールが満たされた場合に機能します。（AND）

例：
パラメーター

比較演算子

値

ルール 1

アプリケーション

一致する

skype.exe

ルール 2

ユーザー名

一致する

Nancy

結果

アラートは Nancy が Skype を起動した場合にトリガーされます。
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［含む］ / ［一致する］ 比較演算子を用いて、同じパラメーターに対する複数のルールが定義され
ており、かつ、別のパラメーターに対する１つのルールが定義されている場合、最初のパラメータ
ーに対するルールのいずれかが満たされ、かつ、別のパラメーターに対するルールが満たされた
場合にアラートはトリガーされます。

例：
パラメーター

比較演算子

値

ルール 1

アプリケーション

一致する

skype.exe

ルール 2

アプリケーション

一致する

winword.exe

ルール 3

ユーザー名

一致する

Nancy

結果

アラートは Nancy が Skype または Word を起動した時にトリガーされ
ます。

［一致しない］ / ［含まない］ 比較演算子を用いて１つのパラメーターに複数のルールを定義して
いる場合、見つかった結果が定義された値のすべてと一致しない/含まない場合、アラートがトリガ
ーされます。

例：
パラメーター

比較演算子

値

ルール 1

アプリケーション名

一致しない

skype.exe

ルール 2

アプリケーション名

一致しない

winword.exe

結果

アラートは、ユーザーが Skype と Word 以外のアプリケーションを起
動したときにトリガーされます。

18.4.2.2

ルール例

1. 対象コンピューター上でユーザーにかかわらず facebook.com を開いた場合に、アラートが
通知されるよう設定するには、［URL］パラメーターを選択して、値のフィールドに
facebook.com を入力します。

Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
372

ジュピターテクノロジー株式会社

注意：
URL 監視が有効化されている必要があります。
2. 対象コンピューター上でユーザーにかかわらず facebook.com を除くいずれかの URL を開
いた場合に、アラートが通知されるよう設定するには、［含まない］比較演算子を選択します。

3. 対象コンピューター上で特定のユーザー（例えば、User2）が Facebook を開いた場合に、ア
ラートが通知されるよう設定するには、以下のパラメーターを入力します：

複数の名前を入力した場合、それら（User2 または User3）のうちの誰かが Facebook を開
くと、アラート通知が表示されます。
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［含まない］比較演算子を使用すると、ユーザーが（User2 または User3）でない時にアラート
がトリガーされます。

4. 対象コンピューター上でユーザーにかかわらず skype.exe アプリケーションを起動した場
合、アラートが通知されるよう設定するには、以下のパラメーターを入力します：

［一致しない］比較演算子を使用すると、アラートは skype.exe 以外のいずれかのアプリケ
ーションが起動されたときにトリガーされます。

5. 対象コンピューター上で特定のユーザー（例えば User2）が Chrome で、facebook.com を
開いた場合に、アラートが通知されるよう設定するには、以下のパラメーターを入力します：
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6. USB ベースのストレージが挿入されたときのアラート通知を設定するには、次のパラメーター
を入力します。

7. sudo を伴う任意のコマンド、または、su コマンドを入力するたびに、アラートが通知されるよう
設定するには、以下のパラメーターを入力します：

8. あるドメイングループのユーザーがいずれかのコンピューターにアクセスしたときにアラートが
通知されるように設定するには、以下のパラメーターを入力します。
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9. あるドメイングループの対象コンピューターで Facebook にアクセスしたときにアラートが通
知されるように設定するには、以下のパラメーターを入力します。

注意：
［ドメイングループに所属するコンピューター］のルールを含むアラートはアラートの割当先
として、［すべてのクライアント］を選択する必要があります。
10. あるドメイングループのユーザーがあるドメイングループのコンピューターで skype.exe を起
動したときにアラートが通知されるように設定するには、以下のパラメーターを入力します。
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18.4.3

アラートの有効化/無効化

アラートを受け取る必要はないがアラート設定を削除したくない場合、管理ツールでアラートの編
集ページの［プロパティ］グループにある［アラート有効］のチェックマークをはずして、アラートを無
効にすることができます。後から再度、同じページにある［アラート有効］のチェックボックスを選択
して、アラートを有効にすることができます。
複数のアラートを一度に有効/無効にするには、次のいずれかを行います。


アラート管理ページで複数のアラートを選択し、画面右上の［…］ドロップダウンリストか
ら［有効］ ［無効］メニューを選択します。



アラート管理ページで左上にある［アラート管理］ドロップダウンリストから［複数アラート
の管理］を選択します。複数アラートの管理ページのアラート一覧にて、各アラートの右
にある［有効］ ［無効］ リンクをクリックするか、一覧の項目名の右端にある［すべて有
効］ ［すべて無効］のリンクをクリックします。

18.4.4
18.4.4.1

アラートの編集
単一のアラートの編集

単一のアラートを編集するには、以下の手順を実行します。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左側にある［アラート管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. 編集したいアラートの［アラートの編集］をクリックします。
4. 新しいアラートを追加する時と同じ方法で、対応するタブのアラートプロパティとルールを編集
します。
注意：
このタブでの変更を保存するためには、［完了］をクリックします。
5. アラートの編集結果が保存されます。
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18.4.4.2

複数のアラートの編集

複数のアラートを編集するには、以下の手順を実行します。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左側にある［アラート管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. 左上の［アラート管理］ドロップダウンリストから［複数アラートの管理］メニューを選択します。
4. ［アラートの選択］タブで、編集または有効化/無効化するアラートを選択し、［次へ］をクリック
します。
5. ［対象クライアント］タブでアラートの割当先とするクライアント・クライアントグループを選択し
て［次へ］をクリックします。一覧からクライアント・クライアントグループを見つけるには［フィル
ター条件としてキーワードを入力］ボックスに名前を入力して［フィルター］をクリックします。
6. ［アクション］タブでアラートがトリガーされたときの管理者への通知方法とユーザーへのアク
ションを設定します。アクションとしてユーザーに警告メッセージを表示するときは［警告を対象
ユーザーに表示する］を選択します。テキストボックス内のメッセージを編集することで表示さ
れる警告の内容を変更できます。必要に応じてユーザーブロック等の追加アクションを指定し
ます。
7. アラートが編集されます。

18.4.5
18.4.5.1

クライアントへのアラートの割り当て
単一のアラートの編集によるクライアントへのアラートの割り当
て

アラートを特定のクライアントに割り当てるには、以下の手順を実行します：
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左側の［アラート管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. アラート管理ページで［アラートの編集］をクリックします。

Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
378

ジュピターテクノロジー株式会社

4. ［対象クライアント］/［対象クライアントグループ］グループで、アラートの対象とするクライアン
トまたはクライアントグループを選択します。特定のクライアントを見つけるには、［+クライアン
トの追加］ドロップダウンリストをクリックし、［検索キーワード］ボックスにキーワードを入力しま
す。
5. 変更を保存するために、［完了］をクリックします。
6. アラートが選択されたクライアントに割り当てられます。

18.4.5.2

複数アラートの編集によるクライアントへのアラートの割り当て

アラートを特定のクライアントに割り当てるには、以下の手順を実行します。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左側の［アラート管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. アラート管理ページの左上の［アラート管理］ドロップダウンリストから［複数アラートの管理］を
クリックします。
4. ［アラートの選択］タブで、クライアントに割り当てるアラートを選択し［次へ］をクリックします。
5. ［対象クライアント］タブで、選択したアラートが割り当てられるクライアントを選択し、［次へ］を
クリックします。特定のクライアントを検索するには、［フィルター条件としてキーワードを入力］
ボックスに名前を入力し、［フィルター］をクリックします。
6. ［完了］をクリックして変更を保存します。
7. 選択したアラートが選択したクライアントに割り当てられます

18.4.5.3

クライアント/クライアントグループの編集中にクライアントに
アラートの割り当てる

特定のクライアントまたはクライアントグループにアラートを割り当てるには、以下の手順を実行し
ます。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
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3. クライアント管理ページで、対応するクライアントの［クライアントの編集］または対応するクラ
イアントグループの［クライアントグループの編集］をクリックします。
4. クライアントの編集 / クライアントグループの編集ページの［アラート］タブで、クライアント/ク
ライアントグループに割り当てるアラートを選択し、［完了］をクリックします。
5. 選択したアラートがクライアント/クライアントグループに割り当てられます。

18.4.6

アラートのエクスポートとインポート

18.4.6.1

アラートのエクスポート

アラートをエクスポートするには、次の手順を実行します。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左側の［アラート管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［アラート管理］ドロップダウンリストから［アラートルールのエクスポート］をクリックします。
4. エクスポートするアラートを選択し、［エクスポート］をクリックします。
5. 選択したアラートとそのパラメーターを含む Alerts.xml ファイルがコンピューターにダウンロー
ドされます。

18.4.6.2

アラートのインポート

アラートをインポートするには、次の手順を実行します。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左側の［アラート管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. ［アラート管理］ドロップダウンリストから［アラートルールのインポート］をクリックします。
4. ［アラートルールのインポート］ ページで、［ファイルを選択］をクリックします。
5. 開いたウィンドウで、インポートするアラートを含む .xml ファイルを選択し、［開く］をクリックし
ます。
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6. インポートされたアラートが追加されます。これらのアラートは、既定で有効になっています
が、どのクライアントにも割り当てられていません。インポートされたアラートの名前、説明、リ
スクレベル、およびルールは、.xml ファイルに従って定義されます。
注意：
Ekran サーバーに、インポートされたアラートと同じ ID を持つアラートが含まれている場
合、そのアラートは更新されます。
7. インポートされたアラートをクライアント/クライアントグループに割り当て、通知オプションを定
義するには、［インポートアラートの設定］をクリックします。

18.4.7
18.4.7.1

アラートの削除
単一のアラート削除

単一のアラートを削除するには、以下の手順を実行します：
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左側の［アラート管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. アラート管理ページで［アラートの編集］をクリックします。
4. アラートの編集ページの下部にある、［アラートの削除］をクリックします。
5. 確認メッセージで、［削除］をクリックします。
6. アラートは削除されます。このアラートで以前検出したすべてのアラートイベントのアラートとし
てのマークは消去されます。

18.4.7.2

複数アラートの削除

複数のアラートを削除するには、以下の手順を実行します。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左側の［アラート管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. アラート管理ページで削除したいアラートを選択し、右上の［…］ドロップダウンリストをクリック
し、［削除］をクリックします。
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4. 確認メッセージで、［削除］をクリックします。
5. アラートが削除されます。アラートを削除するとこのアラートによりセッションプレイヤー上でマ
ークされたアラートイベントのマークは表示されなくなります。

18.5

アラートの共通設定

［アラートの共通設定］で、アラートすべての通知設定を設定することができます。クライアントイン
ストールと管理の管理権限を持つユーザーは、設定を編集できます。共通設定は、すべてのアラ
ートに適用されます。
［アラートの共通設定］を設定するには、［アラート管理］のドロップダウンリストから［アラートの共
通設定］をクリックします。

18.5.1

頻度の設定

［頻度の設定］グループで、どれぐらいの頻度でアラート通知がトレイ通知アプリケーションに表示
され、また E メールで送信されるかを設定することができます。


同一セッションでは、N 分間は同一イベントのアラートを生成しない：
このオプションは同じアラートイベントに対するアラートをどれぐらいの頻度で表示する
かを指定します。例えば、もしこのパラメーターが 10 分に設定されているとします。ユー
ザーが Skype を始めてアラートが作動すると、10 分ごとに 1 つのアラートが通知される
ことになります。



通知の送信頻度：
-

アラートを毎回通知する：
このオプションを選択すると、生成されたアラートが毎回通知されます。

-

アラートを次の間隔でまとめて通知する：
このオプションを選択すると、指定された時間間隔内に生成されたアラートがまとめ
て通知されます。このオプションが選択された状態でサーバーが起動すると時間カ
ウントが開始され、通知は決められた頻度で送られます。

18.6

アラートイベントに関する情報の受信

以下に示すいくつかの方法でアラートイベントの発生を知ることができます。
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［セッションプレイヤー］で、アラートを含むセッションにはアイコン（ベルのアイコン）が付
与されます。アラートの名前は［アラート/USB ルール］列に表示されます。アラートイベ
ントはアラートのリスクレベルに応じて異なる色で強調表示されます。



-

［重大］に設定されたアラートは赤で表示されます。

-

［高］に設定されたアラートは黄で表示されます。

-

［中］に設定されたアラートは青で表示されます。

［セッション一覧］では、アラートイベントを含むセッションに特別なアイコンが表示されま
す。アイコンをクリックすると、アラートビューアーでアラートイベントが表示されます。ア
ラートアイコンの色は、セッション内の最も高いアラートリスクレベルによって決まります。



［最近のアラート］ダッシュボードでは、特定の期間内に発生したアラートに関する情報と
各アラートに関する通知リストが表示されます。アラートバーの色は、アラートのリスクレ
ベルとダッシュボードの設定で決まります。



アラートパラメーターで E メール通知が有効化されている場合、アラートイベントの情報
は設定された受信者に送られます。E メールで通知を受信するには、［E メール送信設
定］を設定します。E メールは、アラートイベントのメタデータ（ユーザー名、クライアント
名、時間、アプリケーション名、アラートのリスクレベル、ウィンドウタイトル）と、このアラ
ートを見るためのセッションプレイヤーへのリンクを含みます。Ekran によって送信される
E メール通知で使用される件名をカスタマイズできます。E メール通知の件名を定義す
るには、左側の［構成］ナビゲーションリンクをクリックして、［カスタマイズ］タブを開きま
す。



アラートパラメーターで［トレイ通知］が有効化されている場合、アラートイベントの情報
は、トレイ通知コンポーネントにより送信されます。トレイ通知でアラート通知を受け取る
には、以下の手順を実行します。
1. アラート通知を受信するコンピューターにトレイ通知アプリケーションをインストール
します。
2. Ekran システムのユーザーで、トレイ通知にログインします。
3. Windows トレイでアラート通知の受信が開始されます。
4. トレイ通知ジャーナルを使います。受信トレイ通知の履歴とアラートイベントの詳細
情報を見るには、セッションプレイヤーでセッションを開きます。

詳細は、トレイ通知アプリケーションのヘルプ（英語）を参照してください。
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19. レポート
19.1

概要

ユーザー操作を分析するために、管理ツールでレポートを生成することが可能です。このレポート
により、複数クライアントでの操作、アラートイベント、閲覧した URL、実行済み Linux コマンド、各
アプリケーションや Web ページにユーザーが費やした時間の統計情報などがわかります。
レポートスケジュールページで、レポートをスケジュールにより生成して指定時間にメールで送付
することができます。レポート生成ページで、都度手動でレポートを生成し、レポートを保存したり、
印刷したりすることもできます。
レポートは次のフォーマットで生成できます： PDF（*.pdf）、Web ページ（*.html）、単一 Web ペー
ジ（*.mht）、リッチテキストフォーマット（*.rtf）、プレーンテキスト（*.txt）、Excel ワークブック（*.xlsx）、
Excel 97-2003 ワークブック（*.xls）、XPS ドキュメント（*.xps）、CSV ドキュメント（*.csv）、XML
（*.xml）。

19.2

レポートタイプ

以下のタイプのレポートを、管理ツールで生成できます。

一般レポート
レポートタイプ

レポート情報

項目

アラート一覧レポート

全アラートイベントをレポート生成条  日時
件にて指定したユーザー名、期間、  アラート名
クライアントでフィルターした結果

 アラートリスク
 詳細

クリップボード一覧レポート

クリップボードの全テキストデータを  日時

（Windows クライアント用）

レポート生成条件にて指定したユー  ウィンドウタイトル
ザー名、期間、クライアントでフィル  アプリケーション名
ターした結果

 クリップボード操作
 クリップボードテキスト

ユーザー操作詳細レポート

あるユーザーの全コンピューター上  日時
での全操作を期間でフィルターした  ウィンドウタイトル
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レポートタイプ

レポート情報
結果

項目
 アプリケーション名
 セッションの再生 URL
 テキストデータ（クリップ
ボード等）

USB 監視一覧レポート

カーネルレベルの USB 監視ルール  日時
で検出されたすべての USB デバイ  ルール名
ス関連のイベント

 アクション（ブロック/検
出）
 リスクレベル
 デバイスクラス
 デバイスの詳細

キーストローク一覧レポー

全キーストロークを生成条件で指定  日時

ト（Windows クライアント

したユーザー、期間、クライアントで  ウィンドウタイトル

用）

フィルターした結果

 アプリケーション名
 キーストローク（編集

訳注:

後）

このレポートはセキュリティ上

 キーストローク（元デー

の理由により、デフォルト状態

タ）

では使用できません。使用可
能な状態にする方法はお問
い合わせください。

Linux 一覧レポート（Linux

Linux クライアントで実行されたコマ  日時

クライアント用）

ンド

 コマンド

注意：

 パラメーター

Linux レポートでは、exec*と sudo

 関数

コマンドのみが記載されます。
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レポートタイプ

レポート情報

項目

セッション一覧レポート

全セッションを生成条件で指定した  ユーザー名
ユーザー、時間、クライアントでフィ  セッションの合計時間
ルターした結果

 セッションのアクティブ
時間
 セッションの開始時間
 最後の操作時間
 リモート IP アドレス
 セッション URL
 コメント

勤務時間外セッション一覧

選択されたすべてのクライアントの  ユーザー名

レポート

ユーザーが勤務時間外に費やした  Total time spent
時間に関する情報を指定したユー  Active out of work
ザー、時間でフィルターした結果

hours
 Session start time
 Last activity time
 リモート IP
 Session URL

USB ストレージ一覧レポー

全 USB デバイス検出イベントを生  日時（USB ストレージイ

ト（Windows クライアント

成条件で指定したユーザー、時間

用）

間隔、クライアントでフィルターした  詳細（クライアントコン
結果

ベントの日時）
ピューターに挿入され
た USB デバイスに関す
る説明）

ユーザー日次操作一覧レ

アイドル時間を含まない全ユーザー  ユーザー名

ポート

操作を指定したユーザー、コンピュ  操 作 時 間 の 合 計 （ 時
ーター、期間でフィルターした結果

間）
 最初の操作時間
 最後の操作時間
 リモート IP アドレス
 セッションの再生 URL

Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
386

ジュピターテクノロジー株式会社

レポートタイプ

レポート情報

項目

ユーザー統計レポート

指定したユーザーの、総作業時間、  ユーザー名
すべてのセッション、使用したクライ  操 作 時 間 の 合 計 （ 時
アントコンピューター

間）
 セッション数
 コンピューター
 リモート IP アドレス

ユーザー行動分析一覧レ

選択したクライアントの、指定ユー  ユーザー名

ポート

ザー及び指定期間の不審動作が検  コンピューター
出されたすべてのセッション

 時間
 詳細
 セッションスコア
 セッションの再生 URL

ターミナルサーバー一覧レ

指定ユーザー及び指定期間での、  クライアント名

ポート

選択したターミナルサーバークライ  ユーザー数
アントに接続したユーザー数に関す  ユーザー名
る情報

 接続数
 トータル時間

超過勤務一覧レポート

選択したすべてのクライアントのユ  ユーザー名
ーザーの超過勤務活動に関する情  Total time spent
報を選択したユーザー、時間でフィ  Active out of work
ルターした結果。アイドル時間は除
外されます。

hours
 Session start time
 Last activity time
 リモート IP
 Session URL
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要約レポート
レポートタイプ

レポート情報

アプリケーション要約レポー

アプリケーションの使用時間（アプリ  アプリケーション

ト（Windows/macOS クラ

ケーション名ごと）を生成条件で指  各アプリケーションの使

イアント用）

定したユーザー、時間帯でフィルタ
ーした結果

項目

用時間（単位： %）
 使用時間（単位：時間）

アイドルタイム
URL 要約レポート

訪問サイトの滞在時間（ドメイン名  URL – 主要部分のみ

（Windows/macOS クライ

ごと）を生成条件で指定したユーザ

（ 例 ： example.com ） を

アント用）

ー、時間帯でフィルターした結果

出力
 閲覧時間（単位：時間）

User Productivity

ユーザーの合計作業時間とユーザ  ユーザー名

Summary Grid

ーが上位５アプリケーションと上位５  日付

Report

サイトで費やした時間に関する情報  合計時間
 アクティブ時間
 セッションの開始時間
 最後の操作時間
 アイドル時間
 上位５アプリケーション
 上位５ URL

グラフレポート
レポートタイプ

レポート情報

項目

アプリケーショングラフレポ

アプリケーション要約レポートと同じ  アプリケーション

ート（Windows/macOS ク

情報。棒グラフ形式で出力

 使用時間（単位：分）

ライアント用）
アプリケーション円グラフレ

アプリケーション要約レポートと同じ  アプリケーション

ポート（Windows/macOS

情報。円グラフ形式で出力

 使用時間（単位：%）

クライアント用）
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レポートタイプ

レポート情報

ユーザー生産性レポート

指定したクライアントでのアイドル時  ユーザーが生産的であ
間を除くすべてのユーザーアクティ

項目

った時間

ビティを選択したユーザーおよび時  合計所要時間（分）
間でフィルターした結果。棒グラフ
形式で出力
URL グラフレポート

URL 要約レポートと同じ情報。棒グ  URL – 主要部分のみ

（Windows/macOS クライ

ラフ形式で出力

アント用）

（ 例 ： example.com ） を
出力
 閲覧時間（単位：分）

URL 円グラフレポート

URL 要約レポートと同じ情報。円グ  URL – 主要部分のみ

（Windows/macOS クライ

ラフ形式で出力

アント用）

（ 例 ： example.com ） を
出力
 閲覧時間（単位：%）

19.3

レポートのカスタマイズ

カスタムレポート設定により、レポートでカスタムヘッダーおよびフッターテキストを使用できます。
また、レポートの最初のページで、Ekran System ロゴの代わりにカスタムロゴを使用することがで
きます。
レポートをカスタマイズするには、左側の［構成］ナビゲーションリンクをクリックして、［カスタマイズ］
タブを開きます。
レポートのカスタムヘッダーとフッターを変更するには、［カスタムレポートの設定］グループの［ヘ
ッダー］および［フッター］フィールドでテキストを定義します。
レポートでデフォルトロゴの代わりにカスタムロゴを使用するには、［カスタムレポートの設定］グル
ープで［Ekran のデフォルトロゴの代わりにカスタムロゴを使用します］オプションを選択し、［ファ
イルの選択］をクリックしてロゴを選択します。
定義された設定は、すべてのユーザーのすべてのレポートに適用されることに注意してください。

Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
389

ジュピターテクノロジー株式会社

19.4

レポートスケジュール

19.4.1

概要

管理ツールのレポートスケジュールページでは、定期的にレポートを自動生成し、指定メールアド
レスに送信することができます。レポートの生成は、クライアントのインストールと管理の管理権限
を持つユーザーが実行できます。
レポートの作成と送信のオプションは、ルールで定義します。ルールでは次のパラメーターを指定
します：ルール名と説明、レポートタイプとファイルフォーマット、状態（有効、無効）、生成頻度（日
次、週次、月次）、対象クライアント/クライアントグループ、対象ユーザー。
作成されたルールは、［レポートスケジュール］タブページで、表形式でリストされます。表には以
下の情報が表示されます。


名前



説明



対象（クライアント）



対象ユーザー



状態



頻度



E メールのあて先

19.4.2

レポートルールの追加

ルールを追加するには、以下の手順を実行します。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左にある［レポート］ナビゲーションリンクをクリックして、［レポートスケジュール］タブページを
開きます。
3. ［ルールの追加］をクリックします。
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4. ルールの追加ページの［ルールプロパティ］タブで、既存ルールと重複しない名前を指定し、
必要に応じてルールの［説明］を入力します。［レポートスケジュール有効］チェックボックスを
オンにします。［次へ］ をクリックします。
5. ［レポートオプション］タブで、以下の手順を実行して、［次へ］をクリックします。


ひとつ、または、複数のレポートタイプを選択します。



［レポートパラメーター］を定義します。
◦ ［レポートフォーマット］フィールドで、レポートのファイルフォーマットを選択します。
◦ ［レポートの生成］フィールドで、レポート生成の頻度を選択します。（日次、週次、
月次）
◦ ［レポートの生成開始時刻］フィールドで、レポートが生成される時間を設定します。
注意：
サーバーの負荷により、レポート生成が設定時間より数分遅れて開始されること
があります。
ドロップダウンリストから時間を選択するか、希望の時間を手動で入力します。［レ
ポートの生成］フィールドで［週次］を選択した場合は、［生成曜日］のドロップダウン
リストからレポートを生成する曜日を選択します。［レポートの生成］フィールドで、
［月次］のパラメーターを選択した場合は、［生成日（毎月）］のドロップダウンリスト
から、レポートが生成される日を選択します。
注意：
［月次］のパラメーターが選択されていて、毎月 31 日にレポートを生成する設定
では、31 日がある月のみレポートが生成されます。



［勤務時間］グループで、レポートを生成する時間（終日、勤務時間、または勤務時間外）
を定義し、選択した各曜日の勤務日と勤務時間を定義します。定義された時間のユー
ザーアクティビティに関する情報がレポートに追加されます。
訳注：
［勤務時間］グループおよびグループ内の［生成対象］フィールド、［曜日］フィールド
は、レポートタイプで選択したルールによっては表示/非表示が変化します。



［E メール］フィールドに、レポートのあて先 E メールアドレスを入力します。
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注意：
スケジュールされたレポートを E メールで受信するには、E メール送信設定を設定し
ます。
6. ［対象クライアント］タブで、ルールを適用したいクライアント/クライアントグループを選択して、
［次へ］をクリックします。特定のクライアント/クライアントグループを検索する場合、［+クライ
アントの追加］/［+クライアントグループの追加］ドロップダウンリストをクリックし、［検索キーワ
ード］/［クライアントグループを検索中］ボックスにキーワードを入力します。
7. ［対象ユーザー］タブで、レポートの対象とするユーザーを設定します。


全ユーザーを対象とする場合は、［すべてのユーザー］オプションを選択します。



特定のユーザーを指定する場合は、［ユーザーの選択］オプションを選択し、［+ユーザ
ーの追加］をクリックして、次の操作を行います。
1)

［対象クライアント］タブで選択したクライアントのユーザーのみを表示するには、一
覧表の上部にある［選択クライアント上で検出されたユーザーのみを表示する］チ
ェックボックスをオンにします。

2)

開いたページの該当するユーザーの横にあるチェックボックスをオンにして［追加］
をクリックします。
注意：
これまでに操作を記録したことがあるユーザーのみがリストに表示されます。

8. ［完了］をクリックします。
9. ルールが追加されます。
注意：
レポートスケジュールのルールは、［レポート生成］ページで［レポートのスケジュール作
成］をクリックすることでも作成できます。

19.4.3

レポートルールの編集

ルールを編集するには、以下の手順を実行します。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
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2. 左にある［レポート］ナビゲーションリンクをクリックして、［レポートスケジュール］タブページを
開きます。
3. 更新したいルールで、［ルールの編集］をクリックします。
4. ルールの追加と同じ方法で、各タブで、ルールプロパティ、レポートオプション、対象クライアン
ト、対象ユーザーを編集します。
5. ［完了］をクリックし更新します。

19.4.4

レポートルールの削除

ルールを削除するには、以下の手順を実行します。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左にある［レポート］ナビゲーションリンクをクリックして、［レポートスケジュール］タブページを
開きます。
3. 削除したいルールの［ルールの編集］をクリックします。
4. ［ルールプロパティ］タブで、［ルールの削除］をクリックします。
5. 確認メッセージで、［削除］をクリックします。
6. ルールが削除されます。

19.4.5

レポートスケジュールルールからのレポートの生成

レポートスケジュールルールが作成されると、［ルールプロパティ］タブから、手動でレポートを生
成することもできます。
ルールからレポートを手動生成するには、以下の手順を実行します。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左にある［レポート］ナビゲーションリンクをクリックして、［レポートスケジュール］タブページを
開きます。
3. レポートを生成したいルールの［ルールの編集］をクリックします。
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4. ［ルールプロパティ］タブで、［レポートの生成］ボタンをクリックします。
5. レポートの生成が始まります。
6. レポートは、生成されるとすぐに、レポートスケジュールページの［ログの閲覧］リンクの先の
［レポート生成ログ］ページで見ることができます。ルールに E メールアドレスが登録されてい
る場合は、登録アドレス宛にレポートが送信されます。
注意：
［レポートスケジュール］ – ［レポート生成ログ］のページにレポートが表示されない場合、
まだレポートが生成中です。レポートが表示されるまで、F5 キーを押してページをリロード
します。

19.4.6

レポート作成の頻度と対象期間

レポートに記載されるデータの対象期間は、レポートの生成頻度によります。
レポートが毎日作成される場合、前日の指定時間から現在の指定時間までの記録データがレポ
ート対象となります。

例：
［日次］が設定されていて、レポートが、6 月 13 日 17:00 に生成される場合、このレポートの対象
期間は、6 月 12 日 17:00 から 6 月 13 日 17:00 までです。
レポートが毎週生成される設定の場合、前の週の指定の曜日から今週の指定の曜日までの記録
データが含まれます。

例：
［週次］が設定されていて、レポートが、月曜日 18:00 に生成される場合、このレポートのデータの
対象期間は、先週の月曜日 18:00 から今週の月曜日 18:00 までです。
レポートが毎月生成される設定の場合、前月の指定日から今月の指定日までの記録データが含
まれます。

例：
［月次］が設定されていて、レポートが、1 月 20 日 19:00 に生成される場合、このレポートの対象
期間は、12 月 20 日 19:00 から 1 月 20 日 19:00 までです。
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注意：
［月次］が設定されていて、31 日にレポートを生成する設定を行った場合、日数が 30 日以下の
月には、レポートは生成されません。

［月次］のレポートが 31 日に生成されるように設定されていて、先月が 31 日未満の場合、このレ
ポートのデータの対象期間は、前月の最終日から今月の 31 日までです。

例：
レポートが 3 月 31 日に生成される場合、このレポートの対象期間は、2 月 28 日、または、2 月
29 日から 3 月 31 日までです。
レポートがレポートスケジュールルールから手動生成される場合、このレポートの対象期間は、生
成時点の日時に依存します。

例：


［日次］が、ルールで設定されていて、［レポートの生成開始時刻］が、15:00 に設定され
ていて、14:00 にレポートを手動生成する場合、このレポートの対象期間は、前日 14:00
から今日の 14:00 までです。



［週次］が、ルールで設定されていて、［生成曜日］が水曜日に設定されていて、金曜日
の 12:00 にレポートを手動生成する場合、このレポートの対象期間は、前週の金曜日
12:00 から今週の金曜日（今日）の 12:00 までです。



［月次］が、ルールで設定されていて、［生成日（毎月）］が 15 日に設定されていて、5 月
10 日の 10:00 にレポートを手動生成する場合、このレポートの対象期間は、4 月 10 日
の 10:00 から今日の 10:00 までです。

注意：
設定対象期間内に非常に多くのユーザー操作がある場合、レポートのサイズは非常に大きくな
ることがあります。生成されるレポートのサイズは、SMTP サーバーの添付ファイルで許可され
たサイズを超えないよう注意してください。

19.4.7

ログの閲覧

ルール毎に作成されるログを閲覧することで、ユーザーは、レポートの［生成日時］、レポート名
（［ファイル名］）と［レポートタイプ］、レポート生成結果（［状態］）、レポートの結果数（［件数］）とレ
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ポート E メールの送信先（［あて先］）を知ることができます。
注意：
最新の 100 レポートのみ保管されます。

ログを閲覧するには、以下の手順を実施します。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左にある［レポート］ナビゲーションリンクをクリックして、［レポートスケジュール］タブページを
開きます。
3. 対象のルールで、［ログの閲覧］をクリックします。
4. レポート生成ログページで、表形式で以下の項目が表示されます。


生成日時



ファイル名（レポート名）



レポートタイプ



状態（処理中、生成終了、エラーの理由（レポート生成中にエラーが発生した場合）、送
信済み）



レポート件数（レポート内の記録数）



あて先（レポート E メールの宛先）

5. ［ディスクに保存］リンクをクリックするとレポートをディスクに保存できます。
6. レポートをサーバーと生成ログ一覧から削除するには、［削除］リンクをクリックします。

19.5
19.5.1

レポート生成
概要

レポートはレポート生成ページで生成できます。レポート生成には、監視結果の閲覧のクライアン
ト権限が必要です。印刷や保存の前に、プレビューを表示できます。
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選択したレポートの説明と画像を右側に表示できます。選択したレポートの PDF サンプルを表示
するには、［PDF サンプルのダウンロード］をクリックします。
［レポートスケジュール］では生成頻度によりレポート対象期間が自動的に決定されますが、［レポ
ート生成］では、対象期間を生成時に任意に指定できます。対象期間を長く、あるいは対象クライ
アントを多くすると、レポートの生成に長時間かかることがありますので注意してください。
注意：
［レポート生成］では、一度にひとつのタイプのレポートしか生成できません。

19.5.2

レポートパラメーター

管理ツールで以下のパラメーターを指定し、レポートを生成します。


レポートタイプ：
レポートタイプを選択します。レポートタイプを選択すると、その説明とサンプルイメージ
が画面の左側に表示されます。



対象期間：
生成されるレポートの対象期間を指定します。



勤務時間：
◦ 勤務時間外セッション一覧レポート：
このオプションを使用すると、選択した各曜日の勤務日と勤務時間を設定できます。
ユーザーが設定された勤務時間以外に勤務した時間が、レポートに追加されます。
◦ ターミナルサーバー一覧レポート：
このオプションを使用すると、レポートを生成する時間（終日、勤務時間、または勤
務時間外）を設定し、選択した各曜日の勤務日と勤務時間を設定できます。設定さ
れた時間のユーザーアクティビティに関する情報がレポートに追加されます。



対象クライアント：
クライアント/クライアントグループを選択します。選択されたクライアントで取得した記録
データがレポートに含まれます。
注意：
クライアントに対して、監視結果の閲覧のクライアント権限を持つ場合のみ、対象クラ
イアントが表示され、選択できます。
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対象ユーザー：
クライアントコンピューター上のユーザーを選択します。選択ユーザーの操作がレポート
に含まれます。

19.5.3

レポート生成

レポートを生成するには、以下の手順を実施します。
1. 監視結果の閲覧のクライアント権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左にある［レポート生成］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. レポートのパラメーターを指定します。


［レポートタイプ］を選択します。



［対象期間］グループで以下のいずれかの設定を行います。
◦ ［最近］オプション： N ［時間/日間/月間］を設定、
◦ ［範囲］オプション： レポートの対象日時の開始日時、終了日時を入力



［クライアント］ / ［クライアントグループ］グループの［+追加］ドロップダウンリストから、
クライアント / クライアントグループ を追加します。レポートの対象とするクライアント/ク
ライアントグループにチェックマークを入れてクライアントを選択したら、［追加］をクリック
します。



レポートの対象とするユーザーを指定します。
◦ 対象ユーザーを限定しない場合、［すべて］を選択します。
◦ 対象ユーザーを限定する場合、［すべて］を解除し、［+追加］ドロップダウンリストを
クリックし、対象とするユーザーにチェックマークを入れ、［追加］をクリックします。
注意：
ユーザーリストにはすでに記録対象となったことのあるユーザーのみがリストさ
れます。

4. ［レポートの生成］をクリックします。
5. レポートプレビューページで、レポートの上部のツールバーにあるアイコンを使用して、以下の
アクションを実行できます。
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レポートの印刷



現在のページの印刷



レポートをエクスポートし、ディスクに保存

現在のページを変更するには、青い矢印をクリックします。

レポートフォーマットを変更するには、

黒い矢印をクリックして、サポートされて

いるフォーマットの一覧を表示するドロップダウンリストからファイルフォーマットを選択します。

19.5.4

レポート生成ページでレポートスケジュールルールの作成

レポート生成ページで指定したパラメーターをもとにレポートスケジュールルールを作成すること
ができます。
ルールを作成するには、以下の手順を実施します。
1. 監視結果の閲覧のクライアント権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左にある［レポート生成］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. レポートパラメーターを指定します。
4. 画面左上の［レポート生成］ドロップダウンリストから、［レポートのスケジュール作成］をクリッ
クします。
5. ルールの編集ページが開きます。
6. ［ルールプロパティ］タブで、作成するルールに一意の名前を入力します。必要であれば、説
明を入力します。ルールのデフォルト名は、ルール名<ルール番号>です。
7. ［次へ］をクリックします。
8. ［レポートオプション］タブで、新しいレポートルールの追加のときと同様に、レポートパラメータ
ーと E メールフィールドの値を入力します。その他のパラメーター（レポートタイプ、クライアン
ト、ユーザー）は、［レポート生成］ですでに指定されていますが、必要であれば編集できます。
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9. ［完了］をクリックします。

20. USB デバイスの監視とブロック
20.1

概要

USB デバイスの監視オプションには次の２つのタイプがあります。


USB ストレージ監視機能；
Windows でマスストレージとして検出されたデバイスの情報を表示することができます。
この監視機能はデフォルトで有効であり、クライアント設定で機能を有効にする必要は
ありません。検出した USB デバイスはセッションプレイヤー上で表示されます。



カーネルレベルの USB 監視機能：
挿入されたデバイスの詳細な分析を行えます。アラートルールを追加して次の設定を行
うことができます。
◦ 監視：
検出されたデバイスに関する情報をセッションプレイヤーに表示できます。
◦ 通知の送信：
デバイスがクライアントコンピューターに接続されると、通知（メールまたはトレイ通
知アプリ）を受信できます。
◦ ブロック：
USB デバイスの使用をブロックすることができます。この場合、コンピューターのデ
バイスがブロックされたことをユーザーに通知できます。
監視またはブロックする必要のないデバイスの例外リストを作成することもできます。
◦ 管理者の承認までアクセスをブロック：
管理者の承認まで USB デバイスへのアクセスをブロックできます。この場合、デバ
イスがクライアントコンピューターに接続されると、ユーザーは管理者からのアクセ
スを要求するように求められます。
訳注：
USB デバイスの承認による使用許可機能はエンタープライズ版を持ちの場合の
み使用できます。
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警告！
許可された USB デバイスを誤ってブロックしないよう、許可デバイスを例外リストに追
加したうえで、USB ルールを有効にしてください。

20.2

監視対象デバイス

USB ストレージ監視：
次のマスストレージデバイスが自動的に監視およびアラートされます – 外付け磁気ハードディス
クドライブ、外付け光学ドライブ（CD、DVD リーダー/ライタードライブを含む）、ポータブルフラッシ
ュメモリデバイス、SSD、標準フラッシュメモリカードの USB 接続アダプター、デジタルカメラ、デジ
タルオーディオ、ポータブルメディアプレイヤー、カードリーダー、PDA、携帯電話など。
カーネルレベルの USB 監視：
以下のクラスのデバイスが監視、ブロック、アラートされます。


マスストレージデバイス（大容量記憶装置）：
外付け磁気ハードディスクドライブ、外付け光学ドライブ（CD、DVD リーダー/ライタード
ライブを含む）、ポータブルフラッシュメモリデバイス、SSD、標準フラッシュメモリカード
の USB 接続アダプター、デジタルカメラ、デジタルオーディオ、ポータブルメディアプレイ
ヤー、カードリーダー、PDA、携帯電話など



メディア転送プロトコル（WPD/PTP/MTP）：
オーディオプレイヤー、電話、非標準の識別子を使用するその他のデバイス



ワイヤレス通信デバイス：
- Bluetooth アダプター、Microsoft RNDIS



モデムとネットワークアダプター：
ネットワークインターフェイスコントローラ



オーディオデバイス：
スピーカー、マイク、サウンドカード、MIDI など



ビデオデバイス：
Web カメラ



HID（ヒューマンインターフェイスデバイス）：
キーボード、コンピューターマウス、ジョイスティック
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プリンター：
レーザープリンター、インクジェットプリンター、CNC マシン



複合デバイス：
１つまたは複数のデバイスで構成されるデバイス（USB ポートを備えたキーボードなど）



ベンダー固有デバイス：
ベンダー固有のドライバーを必要とし、クラスがベンダーによって定義されているデバイ
ス
警告！
このタイプのデバイスを選択すると、すべての USB デバイスがブロックされる可能性
があります。
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各クラスは、独自の名前（たとえば 00、01、02 など）を持ち、デバイスのプロパティで表示できま
す。クラス名により、検出されたデバイスがどのクラスに属するかを定義することができます。詳細
については、次のリンクを参照してください： https://ja.wikipedia.org/wiki/ユニバーサル・シリア
ル・バス、http://www.usb.org/developers/defined_class
USB デバイスクラスの名前を表示するには、次の手順を実行します。
1. デバイスをコンピューターに挿入します。
2. ［コンピューター］を右クリックし、［管理］を選択します。
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訳注：
タスクバーの検索ツールで［コンピューターの管理］を検索、実行する方法もあります
3. ［コンピューターの管理］ウィンドウが開きます。
4. ［デバイスマネージャー］ノードを展開します。
5. 中央のペインにあるコンピューターの名前のノードを展開します。
6. 一覧から［ユニバーサル シリアル バス コントローラー］ノードを選択して展開します。
7. 表示するデバイスのクラスを右クリックして［プロパティ］を選択します。
8. 開いたウィンドウで、［詳細］タブを選択し、［プロパティ］ドロップダウンリストで［互換性 ID］を
選択し、値フィールドで必要な情報を閲覧します。
9. ［OK］または［キャンセル］をクリックしてウィンドウを閉じます。

20.3

カーネルレベルの USB 監視ルール

20.3.1

概要

コンピューターに接続されるデバイスを監視およびブロックするには、管理ツールでルールを作成
する必要があります。ルールは、クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーが
ルールを作成してクライアントに割り当てることができます。
注意：
デバイスがクライアントコンピューターに挿入されているときにクライアントを再インストールし、
このデバイスをブロックするルールがある場合、デバイスのブロックは機能しません。ルールが
正しく機能するようにするには、クライアントコンピューターを再起動する必要があります。
作成された USB 監視ルールは、管理ツールの USB 監視設定ページで、表形式で次の情報を表
示します。


名前



説明



リスクレベル



状態
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アクション



対象（クライアントグループ）

20.3.2

USB 監視ルールの追加

新しいルールを追加するには、次のようにします。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左の［USB 監視設定］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. USB 監視設定ページで、［ルールの追加］をクリックします。
4. USB ルールの追加ページの［USB ルールプロパティ］タブで、次のプロパティを定義し、［次
へ］をクリックします。


ルールの一意な［名前］を入力します。



必要に応じて、ルールの［説明］を入力します。



［USB ルール有効］チェックボックスをオンにして、ルールを有効にします。



［リスクレベル］を選択します。
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5. ［ルールの条件］タブで、次の操作を行います。


監視対象のデバイスクラスを［監視対象デバイス］リストに追加します。



監視時、ブロック時にスキップするデバイスの例外を定義します。

6. ［アクション］タブで、次のチェックボックスをオンにして、対象のコンピューターで［監視デバイ
ス］ リストのデバイスが使用されたときの処理を定義します。


次のあて先に E メール通知を送信する：
メールで USB デバイスの検出に関するアラート通知を受け取ることができます。
注意：
USB デバイス検出の通知をメールで正しく受信するには［E メール送信設定］で正し
いパラメーターが指定されていることを確認してください。



トレイ通知アプリケーションに表示：
トレイ通知アプリを使って USB デバイスの検出に関するアラート通知を受け取ることが
できます。



管理者の承認まで大容量記憶装置へのアクセスを禁止：
管理者の承認まで USB デバイスの使用を禁止し、USB デバイスへのアクセス要求が
送信される E メールアドレスを定義します。オプションで、デバイスがクライアントコンピ
ューターに接続されたときにユーザーに表示されるカスタムテキストを定義できます。
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訳注：
USB デバイスの承認による使用許可機能はエンタープライズ版を持ちの場合のみ使
用できます。

注意：
E メール通知を正しく受信するには、E メール送信設定に E メール送信の正しいパラ
メーターが含まれていることを確認してください。


USB デバイスのブロック：
ユーザーが対象コンピューターの［監視デバイス］リストの USB デバイスを使用できない
ようにすることができます。このオプションは、ユーザーのフィルタリング設定に関係なく、
すべてのユーザーに影響します。



デバイスのブロックを対象コンピューターのユーザーに通知する：
クライアントコンピューターのバルーン通知に表示するカスタムテキストを定義できます
（最大 250 文字）。

いずれのアクションも選択しないと、検出された USB デバイスは単に監視され、結果はセッション
プレイヤーにのみ表示されます。
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7. ［対象クライアント］タブで、ルールを適用するクライアント/クライアントグループを選択し、［次
へ］をクリックします。特定のクライアント/クライアントグループを検索するには、［検索キーワ
ード］/［クライアントグループを検索中］ボックスにキーワードを入力します。
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8. ［完了］をクリックします。
9. ルールが追加されます。

20.3.3

USB 監視ルールの編集

ルールを編集するには、次の手順を実行します。
1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左の［USB 監視設定］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. USB 監視設定ページで、編集したいルールの［ルールの編集］をクリックします。
4. 新しいルールを追加するのと同じ方法で各タブのルールプロパティを編集し、［完了］をクリッ
クします。
5. ルールが編集されます。

20.3.4

USB 監視ルールの削除

ルールを削除するには、次の手順を実行します。
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1. クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインしま
す。
2. 左の［USB 監視設定］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. USB 監視設定ページで、削除したいルールの［ルールの編集］をクリックします。
4. ［USB ルールプロパティ］タブで、［ルールの削除］をクリックします。
5. 確認メッセージで、［削除］をクリックします。
6. ルールが削除されます。ルールによりブロックされているデバイスがある場合は、デバイスを
取り外して挿入し直すことで使用可能になります。

20.3.5

USB ルールの例外の定義

USB デバイスの［例外］リストには、監視とブロックの対象外とするデバイスが含まれます。［監視
対象デバイス］リストではデバイスをクラス単位で指定するのに対し、［例外］リストでは各デバイス
を個別のデバイス単位で指定します。ルールを追加または編集するときに、［ルールの条件］タブ
で［例外］を追加できます。ベンダー固有デバイスをブロックする場合は、誤って許可されたデバイ
スをブロックしないよう、必ず許可デバイスをもれなく［例外］リストに追加してください。
例外を追加するには、次の操作を行います。
1. ［ルールの条件］タブで、［追加］をクリックします。
2. 例外の追加ページで、次のいずれかのラジオボタンを選択します。


クイック指定：
デバイスハードウェア ID を入力できます。



カスタム指定：
ベンダーID（VID）、プロダクト ID（PID）、リビジョン、シリアルを対応するフィールドに入
力できます。
注意：
ベンダーID（VID）とプロダクト ID（PID）は必須フィールドです。リビジョンとシリアルは
オプションフィールドです。

3. 必要に応じて、［説明］フィールドに説明を入力します。
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4. ［追加］をクリックします。
5. 指定されたデバイスが［例外］リストに追加されます。
6. ［完了］をクリックして USB 監視ルールを保存します。
7. ルールが編集されます。

20.3.6

デバイスハードウェア ID の表示

デバイスハードウェア ID を表示するには、次の手順を実行します。
1. デバイスをコンピューターに接続します。
2. ［コンピューター］を右クリックし、［管理］を選択します。
訳注：
タスクバーの検索で［コンピューターの管理］を検索して開くこともできます。
3. ［コンピューターの管理］ウィンドウが開きます。
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4. ［デバイスマネージャー］ノードを展開します。
5. 中央のペインにあるコンピューターの名前のノードを展開します。
6. 一覧から［ユニバーサル シリアル バス コントローラー］ノードを選択して展開します。
7. 表示するデバイスの情報を探し、右クリックして［プロパティ］を選択します。
8. 開いたウィンドウで、［詳細］タブを選択し、［プロパティ］ドロップダウンリストで［ハードウェア
ID］を選択し、［値］フィールドで必要な情報を閲覧します。
9. ［OK］または［キャンセル］をクリックしてウィンドウを閉じます。

20.4
20.4.1

管理者による USB アクセスの承認
概要

管理者による USB アクセスの承認（［管理者の承認まで大容量記憶装置へのアクセスを禁止］）
機能により、クライアントコンピューター上の機密データをより適切に保護できます。
注意：
管理者による USB アクセスの承認機能は、エンタープライズ版をお持ちの場合にのみ使用で
きます。
承認を受けた場合にだけ、ユーザーがクライアントコンピューター上の USB デバイスにアクセスで
きるようにするには、次の手順を実行します。
1. ［管理者の承認まで大容量記憶装置へのアクセスを禁止］オプションを選択してカーネルレベ
ル USB 監視ルールを追加し、アクセス要求の送信先の電子メールアドレスを設定します。
2. 設定されたアドレスに送信された E メールで、クライアントコンピューターに接続された USB
デバイスへのアクセスをユーザーに許可または禁止します。

20.4.2

アクセスが禁止された USB デバイスの使用

アクセスが禁止されている USB デバイスを使用するプロセスは次の通りです。
1. ユーザーが USB デバイスをクライアントコンピューターに接続します。
2. 開いたウィンドウで、ユーザーは管理者に申請理由のメッセージを入力し、［Request
Access］をクリックします。
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注意：
セッション開始前にデバイスがクライアントコンピューターに接続されている場合、警告なし
にデバイスがブロックされます。デバイスへのアクセスを申請するには、デバイスを一度外
して挿入しなおしてください。
3. 申請とユーザー情報を記載したメールが、設定されたメールアドレスに送信され、アクセス管
理ページの［アクセス請求］タブページに表示されます。承認者は、E メールリンクまたは管理
ツールのアクセス請求ページでアクセス請求を処理します。
4. 管理者のコメントがユーザーに表示されます。アクセスが許可された場合、ユーザーは一旦
USB デバイスを取り外してから再度接続します。その後、ユーザーは制限なしで USB デバイ
スを使用できます。
アクセスが許可されなかった場合、管理者がアクセス申請を承認するまで、ユーザーは USB
デバイスを使用できません。

21. 構成
21.1

デフォルトのテナント管理者（ベンダー管理者）/シングル
テナントモードのユーザーが設定可能な構成

21.1.1

E メール送信設定

［E メール送信設定］で、アラート、USB 監視、レポートのメール通知の送信に使用されるオプショ
ンを指定できます。クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユーザーがこのページを
編集可能です。
［E メール送信設定］を定義するには、左側の［構成］ナビゲーションリンクをクリックして、［E メー
ル送信設定］を開き、以下を設定します。
1.

E メール接続設定


SMTP メールサーバー：
既存の SMTP メールサーバーを指定します。
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注意：
Microsoft Exchange サーバーのような NTLM 認証のみを使用するメールサーバー
はサポートされません。


送信元：
通知 E メールの送信元メールアドレスを指定します。



ポート：
E メールを送信する E メールサーバーのポート番号を指定します。



通信の暗号化：
E メール通知送信時の暗号化接続タイプを指定します。以下から選択できます。

2.

-

（なし）

-

SSL

-

TLS

E メール接続アカウント
E メール通知を送信する E メールサーバーのログイン情報（ユーザー名とパスワード）を設
定します。
注意：
E メール通知を正しく受信するには、接続アカウントの情報が正しく設定されている必要が
あります。
メールサーバーがユーザー名、パスワードを必要としない場合、［認証なし］をチェックします。

3.

管理者（手動認証の承認者）の E メール
手動認証の対象とされたユーザーがアクセス要求をしたときに、要求の送信先となる E メー
ルアドレスを指定します。複数の E メールアドレスを定義するには、セミコロン（;）で区切りま
す。
訳注：
画面上は、「手動認証の承認者」とありますが、このバージョンでは動作が変更となり、こ
のテキストボックスに入力された E メールアドレスは、ライセンス期限の期限切れ等の通
知に使用されます。
手動認証の承認者の E メールアドレスは「アクセス管理」ページの「手動認証」タブで作成
する各ルール内の設定で指定します。
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4.

ヘルスモニタリング通知
このグループには以下のオプションがあります：


エラーイベント通知の送信：
このオプションをオンにすると、すべてのエラーを E メール通知します。



N 分間は同一エラーのイベントを生成しない：
同一エラーイベントが送信される通知間隔を定義できます。たとえば、このパラメー
ターに 5 分が設定されていて、この期間中に同じエラーイベントが発生した場合、1
分ごとに 5 つの通知を受信するのではなく、5 分ごとに 1 つの通知を受信します。
デフォルトでは 10 分に設定されています。



エラーがない場合 N 時間ごとに通知する：
このオプションには、ヘルスモニタリングログにエラーイベントが表示されない場合
に通知を送信する頻度を定義します。



E メール：
通知の送信先 E メールアドレスを定義します。E メールアドレスを複数指定したい
場合は、セミコロン（;）区切りで入力します。

5.

E メール接続テスト
すべての E メール接続設定が正しいか確認するために、指定 E メールアドレスへテスト E メ
ールを送信します。

21.1.2

システム設定

［システム設定］では、Ekran システムモードとプレイヤーリンク設定を定義できます。
システム設定を定義するには、左側の［構成］ ナビゲーションリンクをクリックし、［システム設定］
タブを開き、以下を設定します。
1. Ekran のモード：
このオプションで、Ekran システムのマルチテナントモードを有効にできます。マルチテナント
モードでは、テナントユーザーは自分のテナントクライアントにアクセスできますが、他のテナ
ントのクライアント、構成、アラート、レポート等にはアクセスできません。
2. プレイヤーリンクの設定：
アラート通知、トレイ通知アプリケーションの履歴、E メール等に含まれるセッションプレイヤー
へのリンクのドメイン名を設定できます。
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ドメイン名は、次の形式で入力する必要があります。
https：//<管理ツールのコンピューター名または IP アドレス>/EkranSystem/
3. 同時接続：
このオプションで管理ツールへの同時ユーザーログインを制御できます。オンの場合、２人以
上の管理ツールユーザーが異なる IP アドレスから同じ認証情報を使用して同時にログインす
ることができます。オフの場合、管理ツールへログインできるユーザーは１人のみです。他の
ユーザーが異なる IP アドレスから同じ認証情報を使用してログインした場合、初めにログイ
ンしているユーザーが強制的にログアウトされます。
4. タイムアウト：
ユーザーが管理ツールから自動的にログオフされるまでの時間を設定します。デフォルトで
は、20 分に設定されています。
5. アクセス請求の有効期限：
アクセス請求を期限切れにする期間を定義します。デフォルトでは、30 分に設定されていま
す。
6. Windows イベントログ連携：
Ekran サーバーのログメッセージをサーバーコンピューターの Windows イベントログへ送信
することを有効にし、ログエントリのログレベルを定義します。

21.1.3

カスタマイズ設定

［カスタマイズ］設定により、Ekran クライアントへの通知ロゴ、レポートや E メールの件名をカスタ
マイズできます。
カスタマイズ設定を定義するには、左側の［構成］ナビゲーションリンクをクリックして、［カスタマイ
ズ］タブを開き、以下を設定します。
1.

カスタムロゴの設定
［カスタムロゴの設定］を使用すると、二次認証、ユーザーブロックなどの際に、クライアントコ
ンピューターでポップアップされるウィンドウでデフォルトのロゴの代わりにカスタム画像ファイ
ルを表示させることができます。
デフォルトのロゴの代わりにカスタムロゴを使用するには、［カスタムロゴの設定］グループで
［Ekran のデフォルトロゴの代わりにカスタムロゴを使用します］オプションを選択し、［ファイ
ルの選択］をクリックしてロゴを選択します。
アップロードできるファイルは.bmp 形式で、525 x 40 以下のサイズであることに注意してくだ
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さい。
2.

カスタムレポートの設定
このオプションを使用すると、カスタムヘッダーおよびフッターテキストをレポートに追加し、デ
フォルトのロゴの代わりにカスタムロゴを使用できます。
レポートのヘッダーとフッターを変更するには、［ヘッダー］と［フッター］フィールドにテキストを
設定します（ヘッダーおよびフッターの最大長は 1,000 文字です）。
生成されたレポートでデフォルトロゴの代わりにカスタムロゴを使用するには、［Ekran のデフ
ォルトロゴの代わりにカスタムロゴを使用します］オプションを選択し、［ファイルを選択］をクリ
ックして、ロゴを選択します。
アップロードするファイルは、.bmp、.jpg、または.png 形式で、300 x 85 以下でなければなり
ません。

3.

E メール件名のカスタマイズ
このオプションを使用すると、Ekran システムによって送信される E メール通知で使用される
件名を設定できます。単一のアラートおよび複数のアラート通知の件名を定義できます。
単一のアラート通知には、次の変数を使用できます。


#name - アラート名



#user - ユーザー名



#pc - エンドポイント名



#priority - アラートの優先度



#OS - アラートのエンドポイントの OS

複数のアラート通知には、E メール内のインスタンスの数を示す変数（#number）のみ使用で
きます。
デフォルト設定に戻すには、［デフォルトに戻す］をクリックします。

21.1.4

SIEM 連携設定

［SIEM 連携］では、ログファイルの作成と SIEM システムへのログレコードの転送の有効化、ログ
ファイルとそれに書き込むデータのフォーマットの設定を行うことができます。選択したログファイ
ルの形式によって、Splunk や ArcSight（CEF 形式）または IBM QRador（LEEF 形式）などの
SIEM 製品を使って表示、分析を行うことができます。SIEM 統合の設定を行うにはデータベース
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管理の管理権限が必要です。
注意：
SIEM 統合機能は、エンタープライズ版のシリアルキーを有効にしている場合にのみ使用でき
ます。
SIEM 統合を設定するには、左側の［構成］ナビゲーションリンクをクリックして、［SIEM 連携］タブ
を開きます。
設定には以下の項目があります。
1. ログのフォーマット（ログファイル設定）
このセクションでは、ログファイル生成の有効化やログローテートパラメーターの設定ができま
す。


ログ生成有効：
このオプションを使用すると、ログファイルの作成を有効にできます。



ログファイルの場所：
ログファイルを生成するフォルダーを設定します。



ローテートの時刻（毎日）：
ローテートを日次実行する場合の時刻を指定できます。



ローテートの間隔：
ローテートの実行時間頻度（間隔）を設定します。



最大ファイルサイズ（GB）：
ログファイルの最大サイズを指定します。

注意：
クリーンアップ（ローテート）の処理が実行されると、現在のログファイルの名前が変更され
（ローテートの日時がファイル名に追加されます）、（空の）新しいログファイルが同一フォ
ルダーに作成されます。ディスクの空き容量を使い尽くさないようにするには、定期的に空
き容量を確認して、使用しなくなったログファイルを削除してください。
訳注：
Ekran のクリーンアップ（ローテート）機能は、ログファイルの名前変更によるファイルの
切り替えを行うのみで、古いログファイルの削除は行いません。ログファイルの削除は
お客様側で実行する必要があります。
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2.

ログ送信の設定
このセクションでは、ログ記録の送信の有効化とログ記録が送信される SIEM システムを定
義できます。


ログを SIEM に送信：
このオプションを使用すると、ログファイルの転送を有効にできます。



ネットワーク IP アドレス：
このオプションにより、SIEM システムの IP アドレスを定義できます。



ポート：
このオプションにより、SIEM システムのポートを定義できます。



テスト接続：
このオプションを使用すると、定義された SIEM システムにテストログ記録を送信し
て、すべての接続設定が正しく定義されているかどうかを確認できます。

3.

ログのフォーマット
このセクションでは、Ekran システムに保存または SIEM システムに転送されるログファイル
のフォーマットの設定ができます。


ログフォーマット：
ログファイルのフォーマットを指定します。CEF または LEEF が選択できます。



日時のフォーマット：
ログファイルの日時のフォーマットを設定できます。

4.

ログの内容
このセクションでは、ログファイルに書き込むまたは SIEM システムに転送するデータを指定
できます。


Windows と Linux クライアントの記録：
このオプションを使用すると、Windows と Linux クライアントのすべてのセッション
記録がログファイルに出力されます。



アラートイベント：
このオプションを使用すると、Windows と Linux クライアントのすべてのアラートイ
ベントをログファイルに出力されます。



管理ツールのログイベント：
Ekran 管理者による管理ツールでの操作イベントがログファイルに出力されます。
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21.1.5

チケッティングシステム設定

［チケッティングシステム］設定では、チケッティングシステムとの統合を有効にして、接続設定を
定義できます。
現在、SysAid と ServiceNow チケットシステムとの統合が可能です。
また、API ブリッジの REST ベースの HTTP アプリケーションを使用して、Ekran システムをチケッ
トシステムに統合できます。
Ekran を他のチケットシステムと統合したい場合は、
サポートチーム support_team@ekransystem.com にお問い合わせください。
訳注：
日本では弊社へお問い合わせ下さい。
チケッティングシステム統合設定を編集するには、データベース管理の管理権限を持つユーザー
で管理ツールにログインする必要があります。
注意：
チケッティングシステム統合機能は、エンタープライズ版をお持ちの場合にのみ使用可能です。
設定は次の通りです。


チケッティングシステムでの認証有効：
このオプションを使用すると、チケッティングシステムとの統合を有効にできます。



チケッティングシステム：
チケッティングシステム（SysAid, ServiceNow, API ブリッジ）を選択します。



SysAid チケットシステムについては、下記のパラメーターを設定します。
◦ チケッティングシステム URL：
チケッティングシステムの URL アドレスを設定します。
注意：
SysAid チケットシステムの場合、URL は次の形式で入力する必要があります。
<SysAid URL>/services/SysaidApiService
◦ アカウント名：
シリアルキーと紐づけられたアカウントの名前を設定します。
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◦ ログイン名：
チケッティングシステムにアクセスするためのユーザーアカウントのログイン名を設
定します。
◦ パスワード：
チケッティングシステムにアクセスするためのユーザーアカウントのパスワードを設
定します。


ServiceNow チケットシステムについては、下記のパラメーターを設定します。
◦ インスタンス名：
ServiceNow のインスタンス名を設定します。
◦ ログイン名：
チケッティングシステムにアクセスするためのユーザーアカウントのログイン名を設
定します。
◦ パスワード：
チケッティングシステムにアクセスするためのユーザーアカウントのパスワードを設
定します。



API ブリッジの REST ベースの HTTP アプリケーションについては、下記のパラメータ
ーを設定します。
◦ チケッティングシステム URL：
チケッティングシステムの URL アドレスとポート番号を設定します。URL とポートは
次の形式で入力します。<チケッティングシステム URL:port>
◦ ログイン名：
チケッティングシステムにアクセスするためのユーザーアカウントのログイン名を設
定します。
◦ パスワード：
チケッティングシステムにアクセスするためのユーザーアカウントのパスワードを設
定します。
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21.1.6
21.1.6.1

LDAP ターゲット設定
概要

Active Directory ドメインコントローラーとの接続を作成することで、Ekran をさまざまなドメインと
統合できます。Active Directory ドメインとの統合により、Ekran 管理画面へのログインアカウント
や、二次認証のログインアカウントとして、ドメインユーザー/ユーザーグループを使用することが
できます。
Ekran サーバーをドメインコントローラーに接続するために、LDAP ターゲットごとに、LDAP パスと
ドメインユーザーの資格情報を指定する必要があります。

21.1.6.2

自動 LDAP ターゲット

Ekran サーバーを Active Directory ドメインのメンバーであるコンピューターにインストールすると、
このドメインは Ekran サーバーのインストール中に自動的に認識されて、LDAP ターゲットに追加
されます。この LDAP ターゲットは［自動 LDAP ターゲット］としてマークされます。
Ekran サーバーがインストールされたコンピューターが Ekran サーバーのインストール後にドメイ
ンに追加された場合、または別のドメインに移動された場合は、自動 LDAP ターゲットを手動で追
加/更新できます。さらに、このターゲットに対して［編集］をクリックし、［LDAP ターゲットの編集］
ページで新しい認証情報を指定することで、自動 LDAP ターゲットに保存されているドメインユー
ザーの認証情報を変更できます。
自動 LDAP ターゲットを手動で追加/更新するには、以下の手順に従います。
1. データベース管理の管理権限を持つユーザーとして管理ツールにログインします。
2. 左側の［構成］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. 構成ページで、［LDAP ターゲット］タブを選択し、［自動 LDAP ターゲットの更新］をクリックし
ます。
4. 自動 LDAP ターゲットがない場合は追加されます。自動 LDAP ターゲットが既に存在してい
る場合は更新されます。
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21.1.6.3

LDAP ターゲットの手動追加

新しい LDAP ターゲットを手動で追加するには、以下の手順に従います。
1. データベース管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［構成］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. 構成ページで、［LDAP ターゲット］タブを選択し、［LDAP ターゲットの追加］をクリックします。
4. LDAP ターゲットの追加ページで、次のパラメーターを定義しします。


LDAP パス：
接続先の Active Directory ドメインコントローラーの LDAP パスを次の形式で定義
します：
LDAP://<ドメインコントローラー名または IP アドレス>/DC=<ドメイン名>,DC=<サ
フィックス>
たとえば、EKRANAPP ドメインコントローラーを持つ test.app.local ドメインの場
合は、次のように定義します：
LDAP://EKRANAPP/DC=test,DC=app,DC=local
LDAP over SSL（LDAPS）の場合、接続したいドメインコントローラーの完全なドメ
イン名とポートを定義する必要があります。SSL を介した LDAP 接続のデフォルト
ポートは 636 です。別のポートを指定できますが、ほとんどの状況で 636 が機能し
ます。
例： LDAP：//dc.ldaps.test：636/DC=ldaps,DC=test
注意：
SSL を介した LDAP の場合、Ekran サーバーがドメインコントローラーとの接続
を確立できるようにするには、CA（認証局）によって署名された証明書を使用し
なければなりません。



ドメイン NetBIOS 名：
接続したいドメインの NetBIOS 名を定義します。



ユーザー名：
接続したい Active Directory ドメインに属するユーザーの名前を定義します。



パスワード：
接続したい Active Directory ドメインに属するユーザーアカウントのパスワードを定
義します。
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5. 必要に応じて、パスワード管理機能を使用するために必要なドメイン管理者の資格情報を定
義します。［完了］をクリックします。
6. ［LDAP ターゲット］タブで、新しい LDAP ターゲットが一覧に表示されます。

21.1.6.4

LDAP ターゲットの編集

既存の LDAP ターゲットを編集するには、以下の手順に従います。
1. データベース管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［構成］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. 構成ページで、［LDAP ターゲット］タブを選択し、一覧の中の編集したい LDAP ターゲットの
［編集］リンクをクリックします。
4. LDAP ターゲットの編集ページで、LDAP ターゲットパラメータとドメイン管理署の資格情報を
編集し、［完了］をクリックします。

21.1.6.5

LDAP ターゲットの削除

既存の LDAP ターゲットを削除するには、以下の手順に従います。
1. データベース管理の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2. 左側の［構成］ナビゲーションリンクをクリックします。
3. 構成ページで、［LDAP ターゲット］タブを選択し、一覧の中の削除したい LDAP ターゲットの
［削除］リンクをクリックします。
4. 確認メッセージで、［削除］をクリックします。
5. LDAP ターゲットが一覧から削除されます。対応するドメインのユーザーは、管理ツールへの
ログインや、二次認証ユーザーとしての Ekran クライアントコンピューターへのログインができ
なくなります。

21.1.7

日付と時刻の形式設定

［日付と時刻の形式］では、Ekran 管理ツールと Ekran サーバーの日付と時刻の形式を設定でき
ます。日付と時刻の形式を編集するには、クライアントのインストールと管理の管理権限を持つユ
ーザーとして管理ツールにログインする必要があります。
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日付と時刻の形式を定義するには、左側の［構成］ナビゲーションリンクをクリックして［日付と時
刻の形式］タブを開きます。
設定は次の通りです。
1. 管理ツールの日付と時刻の形式
管理ツールのログインユーザー別に保持される設定であり、管理ツールで使用可能なすべて
のページに適用されます。


管理ツールの日付の形式：
管理ツールの日付の形式を定義できます。



管理ツールの時刻の形式：
管理ツールの時刻の形式を定義できます。

2. サーバーの日付と時刻の形式
Ekran サーバーで処理される機能の日付と時刻の形式として適用されます。例えば、持ち出
し用エクスポート、E メールアラート通知、E メール USB アラート、およびレポート（レポートお
よびレポートスケジュールによって生成される）といった機能で使用されます。


サーバーの日付の形式：
サーバーの日付の形式を定義できます。



サーバーの時刻の形式：
サーバーの時刻の形式を定義できます。

日付の形式は、以下を選択できます。
日付のフォーマット

例

dd/mm/yyyy

23/02/2017

mm/dd/yyyy

02/23/2017

yyyy/mm/dd

2017/02/23
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時刻の形式は、以下を選択できます。
時刻のフォーマット

例

HH/mm/ss

08:20:15

H/mm/ss

8:20:15

hh/mm/ss tt

08:20:15 AM

h/mm/ss tt

8:20:15 AM

tt h:mm:ss

AM 8:20:15

訳注：
管理ツールのみ

21.1.8

サーバーの設定

［サーバーの設定］では、持ち出し用エクスポートの保存先およびレポートの保存先を定義できま
す。（この設定は特に Ekran を高可用性モードで使用するときに設定が必要なことがあります。）
［サーバーの設定］を定義するには、左側の［構成］ナビゲーションリンクをクリックして［サーバー
の設定］タブを開きます。
設定は次の通りです。


持ち出し用エクスポートファイルの保存先：
持ち出し用エクスポートの結果を保存する場所を設定します。



レポートの保存先ドライブ：
レポートを保存する場所を定義します。

21.1.9

データベース管理設定

［データベース管理］は、データベース管理の管理権限を持つユーザーが管理ツールを介して構
成できます。データベース管理のプロセスで、アーカイブおよびクリーンアップ操作や、セッション
のないオフラインクライアントの削除、データベースの種類に応じた圧縮等に必要なパラメーター
を設定できます。
［データベース管理］を設定するには、左側の［構成］ナビゲーションリンクをクリックして、［データ
ベース管理］タブを開きます。
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以下の設定があります。
1.

データベースの設定
このセクションでは、データベースタイプ（MS SQL または PostgreSQL）、データベースバー
ジョン、データベース名、データベースユーザー名などの一般的なデータベース設定を表示
できます。

2.

アーカイブ先の設定
このセクションでは、データベースのタイプに応じて、アーカイブとクリーンアップ操作に適用
されるパラメーターを構成できます。
必要に応じて、データベースにセッションの記録を持たないオフラインクライアントを削除でき
ます。

21.2

テナント管理者が利用できる設定

21.2.1

システム設定

［システム設定］により、テナント管理者はベンダー管理者にテナントデータへのアクセスを許可で
きます。ベンダー管理者はアクセスが許可された後、テナント管理者アカウントでログインでき、テ
ナント管理者としてのすべてのアクションを実行できるようになります。
テナントアカウント情報へのアクセスを許可するには、左側の［構成］ナビゲーションリンクをクリッ
クします。［システム設定］タブで、［このテナントへのベンダー管理者のフルアクセスを許可する］
オプションを選択し、［保存］をクリックします。

21.2.2

カスタマイズ設定

［カスタマイズ］設定により、テナント管理者は、Ekran システムによって送信される E メール通知
で使用される件名を定義できます。単一のアラートおよび複数のアラート通知の件名を定義でき
ます。
単一のアラート通知には、次の変数を使用できます。


#name - アラート名



#user - ユーザー名



#pc - エンドポイント名



#priority - アラートの優先度
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#OS - アラートのエンドポイントの OS

複数のアラート通知の場合、E メール内のインスタンスの数を示す変数（#number）のみを使用で
きます。
デフォルト設定に戻すには、［デフォルト設定に戻す］をクリックします。

21.2.3

日付と時刻の形式設定

［日付と時刻の形式］では、テナント管理者は管理ツールとサーバーの日付と時刻の形式を設定
できます。日付と時刻の形式を編集するには、クライアントのインストールおよび管理の管理権限
を持つユーザーが必要です。
［日付と時刻の形式］を定義するには、左側の［構成］ナビゲーションリンクをクリックして、［日付と
時刻の形式］タブを開きます。
設定には以下の項目が含まれます。
1. 管理ツールの日付と時刻の形式
管理ツールのログインユーザー別に保持される設定であり、管理ツールで使用可能なすべて
のページに適用されます。


管理ツールの日付の形式：
管理ツールの日付の形式を定義できます。



管理ツールの時刻の形式：
管理ツールの時刻の形式を定義できます。

2.

サーバーの日付と時刻の形式
Ekran サーバーで処理される機能の日付と時刻の形式として適用されます。例えば、持ち出
し用エクスポート、E メールアラート通知、E メール USB アラート、およびレポート（レポートお
よびスケジュールによって生成される）といった機能で使用されます。


サーバーの日付の形式：
サーバーの日付の形式を定義できます。



サーバーの時刻の形式：
サーバーの時刻の形式を定義できます。
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日付の形式は、以下を選択できます。
日付のフォーマット

例

dd/mm/yyyy

23/02/2017

mm/dd/yyyy

02/23/2017

yyyy/mm/dd

2017/02/23

時刻の形式は、以下を選択できます。
時刻のフォーマット

例

HH/mm/ss

08:20:15

H/mm/ss

8:20:15

hh/mm/ss tt

08:20:15 AM

h/mm/ss tt

8:20:15 AM

tt h:mm:ss

AM 8:20:15

訳注：
管理ツールのみ

21.2.4

データベース管理設定

［データベース管理］は、データベース管理の管理権限を持つユーザーが管理ツールを介して構
成できます。データベース管理プロセスで、アーカイブおよびクリーンアップ操作や、セッションの
ないオフラインクライアントの削除、データベースの種類に応じた圧縮等に必要なパラメーターを
設定できます。
［データベース管理］を設定するには、左側の［構成］ナビゲーションリンクをクリックして、［データ
ベース管理］タブを開きます。
以下の設定があります。
1.

データベース設定
このセクションでは、データベースタイプ（MS SQL または PostgreSQL）、データベースバー
ジョン、データベース名、データベースユーザー名などの一般的なデータベース設定を表示
できます。
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2.

アーカイブ先の設定
このセクションでは、データベースのタイプに応じて、アーカイブとクリーンアップ操作に適用
されるパラメーターを構成できます。必要に応じて、データベースにセッションの記録を持たな
いオフラインクライアントを削除できます。

22. ヘルスモニタリング
22.1

概要

Ekran では、ヘルスモニタリングの機能によりシステム状態、サーバーコンピューター上のリソー
ス使用量を監視し、［ロスト］クライアントに関する情報を表示できます。
［システムの状態］タブには、Ekran システムで発生するエラーイベントに関する詳細情報が含ま
れており、システムの「正常性」を監視し、問題を時間内に対処するのに役立ちます。
サーバーリソース監視ダッシュボードには、サーバープロセスによるリソース使用状況に関する情
報が含まれており、パフォーマンスの分析と問題発生時の対応に役立ちます。
［オフラインクライアント］タブには、指定した期間を超えてオフラインになっているクライアントに関
する情報が含まれます。

22.2
22.2.1

システム状態
システムエラーと通知の表示

システムエラーと通知の表示は、シングルテナントモードの Administrators ユーザーグループの
ユーザーと、マルチテナントモードのデフォルトテナントのテナント管理およびシステム構成の管理
権限を持つユーザーが利用できます。
システムの状態を監視するには、左側の［ヘルスモニタリング］ナビゲーションリンクをクリックして、
［システムの状態］タブを開きます。
バイナリデータによって使用されるディスク容量に関する情報は、システムの状態ページの上部
にある［データベース使用量］ダッシュボードに表示されます。
すべてのエラーイベントの一覧は、表形式で表示されます。表には次の情報が含まれます。
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日付：
エラーイベントが検出された時刻を表示します。



カテゴリ：
発生したエラーイベントが属するカテゴリを表示します。



ソース：
エラーイベントが発生した場所を表示します。サーバー、データベース、またはヘルスモ
ニタリング ログがあります。



詳細：
エラーイベントについての説明を表示します。



重大度：
エラーイベントの重大度を表示します。



すべて削除：
エラーイベントに関する情報を削除します。

列のサイズを変更したり非表示にしたりすることができます。
一覧表の列を非表示にするには、［システムの状態］タブの横の三角アイコン（▼）をクリックし、
［列の表示・非表示の管理］を選択します。対応する列のヘッダーを新しく開いた小ウィンドウ［非
表示の列］の領域にドラッグします。
また、表内のエラーに関する情報をフィルタリングおよび並び替えできます。
デフォルトでは、次のフィルターが表示されます。


日付：
期間ごとにエラーイベントをフィルタリングできます。フィルター結果のエラーイベントリス
トには、設定された期間のすべてのエラーイベントが含まれます。
期間を設定するには、次のいずれかを選択して［適用］をクリックします。



-

最近： N 日、N 週、または N 月を設定します。

-

範囲： 開始日と終了日を設定します。

カテゴリ：
特定のカテゴリでエラーイベントをフィルタリングできます。



ソース：
エラーイベントをソース別にフィルタリングできます。
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デフォルト表示以外のフィルターを追加するには、［その他の条件］をクリックして、開いたリストか
らフィルターを選択します。


詳細：
説明によってエラーイベントをフィルタリングできます。



重大度：
エラーイベントを影響（なし、中、または重大）でフィルタリングできます。

システム状態一覧表でエラーイベントを並べ替えるには、必要な列ヘッダーをクリックします。列の
並べ替え順を昇順から降順、またはその逆に変更できます。これを行うには、列ヘッダーの近くに
あるソート矢印をクリックします。データがその列で並べ替えされていない場合、ソート矢印は非表
示になります。
フィルターされたデータをエクスポートするには、［システムの状態］タブの横にある三角アイコン
（▼）をクリックして、［フィルターしたレコードのエクスポート］を選択します。［名前を付けて保存］
ウィンドウで、データを保存する場所を参照し、［保存］をクリックします。

22.2.2

重大なエラーのしきい値

エラーの数が 1 分あたり 100 以上の場合、ヘルスモニタリングログへのエラー記録が停止し、［ク
リティカルエラーしきい値］エラーが表示されます。通常、これは、クライアントがデータベースにデ
ータを記録できないことを示しています。
エラーの頻度が 1 分あたり 100 未満になると、ヘルスモニタリングログへの記録が再開されます。

22.2.3

エラーイベントに関する通知の受信

エラーイベントに関する通知を受け取るには、［構成］ナビゲーションリンクをクリックし、［E メール
送信設定］を開きます。
［ヘルスモニタリング通知］グループで以下のオプションを設定します：


エラーイベント通知の送信：
エラーイベントごとに管理者に通知できます。



N 分間は同一エラーのイベントを生成しない：
同一エラーイベントに関する通知が送信される頻度を定義します。たとえば、このパラメ
ーターを 5 分に設定し、この期間中に同じエラーイベントが発生した場合、監視者は 1
分ごとに 5 つ以上の通知を受け取るのではなく、5 分ごとに 1 つの通知を受け取ります。
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デフォルトは、10 分です。


エラーがない場合 N 時間ごとに通知する：
ヘルスモニタリングログにエラーイベントが表示されない場合に通知を送信する頻度を
定義します。



E メール：
通知の送信先となる E メールアドレスを定義します。複数の E メールアドレスを定義す
るには、セミコロン（;）で区切ります。

設定を保存するには、［保存］をクリックします。

22.2.4

サーバーリソースの監視

サーバーの現在の状態は、［システムの状態］ページの上部のダッシュボードに表示されます。
［CPU 使用率］ダッシュボードには、Ekran サーバープロセスによる CPU 使用率の統計をパーセ
ントで示したグラフが表示されます。ダッシュボードは５秒ごとに更新されます。
［メモリ使用量］ダッシュボードには、Ekran サーバープロセス（プライベートワーキングセット）によ
るメモリ使用量の統計が MB 単位で表示されるグラフが表示されます。ダッシュボードは５秒ごと
に更新されます。
［データベースの状態］ダッシュボードには、１分あたりのデータベースへのクライアントデータの挿
入の平均数に関する情報が表示されます。データベースに挿入される予定のキュー内のレコード
数に関する情報は、ダッシュボードの下部に表示されます。
注意：
キューの最大サイズは 64 レコードです。この制限に達すると、クライアントはサーバーへのデ
ータ送信を停止し、キューサイズが小さくなるまでオフラインキャッシュに保存します。
バイナリデータの保存方法に応じて、以下の情報が［ディスク使用量］ダッシュボードに表示されま
す。


バイナリデータが SQL データベースに保存されている場合：
［Database］ダッシュボードが表示されます。バイナリデータを含め、データベースで使
用されているディスク容量の統計を閲覧できます。



バイナリデータが共有またはローカルフォルダーに保存されている場合：
［Database］と［Binary Data］ダッシュボードが表示されます。［Database］ダッシュボ
ードにはデータベースで使用されているディスク容量に関する統計が表示されます。
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［Binary Data］ダッシュボードにはバイナリデータで使用されているディスク容量に関す
る統計が表示されます。

22.2.5

ログファイルのダウンロード

ログファイルには、管理者がシステムの問題を検出するのに役立つ情報が含まれています。
このログファイルはお客様自身で解析すれば、システムで発生している問題についてより多くの情
報を得ることができます。あるいはサポートチームに送付して、サポートチームがシステムの問題
の原因を見つけるのに役立たせることもできます。
管理ツールのログファイルをダウンロードするには、左側の［ヘルスモニタリング］ナビゲーションリ
ンクをクリックし、［システムの状態］タブの横をクリックして、［管理ツールのログファイルの保存］
を選択します。［名前を付けて保存］ウィンドウで、ログファイルを保存する場所を参照し、［保存］
をクリックします。ログファイルがコンピューターにダウンロードされます。
サーバーログファイルをダウンロードするには、左側の［ヘルスモニタリング］ナビゲーションリンク
をクリックし、［システムの状態］タブの横をクリックして、［サーバーのログファイルの保存］を選択
します。［名前を付けて保存］ウィンドウで、ログファイルを保存する場所を参照し、［保存］をクリッ
クします。ログファイルがコンピューターにダウンロードされます。
サーバーの再起動のたびに、新しいログファイルが作成されることに注意してください。新しいロ
グファイルは管理ツールからダウンロードでき、以前のログファイルは C：\Program Files\Ekran
System\Ekran System\ServerLogs にあります。

22.3
22.3.1

オフライン（
「ロスト」
）クライアント
オフライン（
「ロスト」
）クライアント検出の有効化

Ekran システムでは、指定した期間を超えてオフラインになっているクライアントに関する E メール
通知を受信できます。このようなクライアントは「ロスト」と呼ばれます。
オフラインクライアント検出を有効にするには：
1. 左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンクをクリックします。
2.

検出するクライアントまたはクライアントグループを選択し、［クライアントの編集］/［クライアン
トグループの編集］をクリックします。
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3.

［クライアントの編集］ページの［プロパティ］タブの［クライアントモード］グループで、［クライア
ントが指定期間オフラインの場合通知する］をオンにします。

4.

クライアントが「ロスト」として検出されるまでの期間を設定します。デフォルトでは、1 日に設
定されています。

5.

［E メール通知のあて先］フィールドで、クライアントが「ロスト」した場合に通知を受信する E
メールアドレスを定義します。複数の E メールアドレスを設定するには、セミコロン（;）で区切
ります。E メール通知を受信したくない場合は、このフィールドを空のままにします。

6.

［完了］をクリックして、変更を保存します。

22.3.2

オフライン（
「ロスト」
）状態のクライアントの閲覧

オフライン（「ロスト」）状態のクライアントの閲覧は、クライアントのインストールおよび管理の管理
権限を持つユーザーが利用できます。マルチテナントモードでは、各テナントユーザーはそのテナ
ントのクライアントのみ閲覧できます。
オフライン（「ロスト」）状態のクライアントを表示するには、左側の［ヘルスモニタリング］ナビゲーシ
ョンリンクをクリックして、［オフライン状態のクライアント］ページを開きます。
クライアントの現在のステータスに関する情報は、オフラインクライアントページの上部にあるクラ
イアントダッシュボードに表示されます。
指定した期間を超えてオフラインになっているすべてのクライアントの一覧が表形式で表示されま
す。表には次の情報が含まれます。


日付：
クライアントがオフラインとして検出されたか、再びオンラインになった時刻を表示します。



カテゴリ：
クライアントのオンラインまたはオフラインの状態を表示します。



ソース：
クライアント名を表示します。



詳細：
クライアントがオフラインとして検出された後の期間に関する情報と、再びオンラインに
なったクライアントに関する情報を表示します。



すべて削除：
クライアントに関する情報を削除します。
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列のサイズは変更できます。また、表内のオフライン状態のクライアントに関する情報をフィルタリ
ングおよび並べ替えできます。
デフォルトでは、次のフィルターが表示されます。


日付：
期間別にクライアントをフィルタリングできます。結果のクライアントリストには、設定され
た期間のすべてのクライアントが含まれます。
期間を設定するには、次のいずれかを選択して［適用］をクリックします。
-

最近：
N 日、N 週、または N 月を設定します。

-

範囲：
開始日と終了日を設定します。



カテゴリ：
特定のカテゴリでクライアントをフィルタリングできます。



ソース：
特定のクライアントに関する情報をフィルタリングできます。

詳細によるフィルタリングを行うには、［詳細］を選択します。
［オフライン状態のクライアント］一覧でクライアントを並べ替えるには、必要な列ヘッダーをクリッ
クします。列の並べ替え順を昇順から降順、またはその逆に変更できます。これを行うには、列ヘ
ッダーの近くにあるソート矢印をクリックします。
データがその列で並べ替えされていない場合、ソート矢印は非表示になります。
フィルターされたデータをエクスポートするには、［オフライン状態のクライアント］タブの横にある
「V」をクリックして、［フィルターしたレコードのエクスポート］を選択します。［名前を付けて保存］ウ
ィンドウで、データを保存する場所を参照し、［保存］をクリックします。
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23. 監視結果の閲覧
23.1

セッションリスト

23.1.1

概要

Ekran クライアントから受信する記録データはセッション（ユーザーのログインからログアウトまで）
を単位として構成されます
Windows クライアントセッションは、ユーザー操作（スクリーンショット、アプリケーション名、ウィン
ドウタイトル、キャプチャーしたキーストローク、クリップボードのテキスト、URL を含みます）で構成
されます。macOS クライアントセッションは、ユーザー操作（スクリーンショット、アプリケーション名、
ウィンドウタイトル、URL 等を含みます）で構成されます。
Windows および macOS クライアントは、コンピューターが再起動するたびに、新しいセッションで
ユーザー操作の記録を開始します。ひとつのセッションの最大長は 24 時間です。00:00 に、すべ
てのライブセッションは終了します。終了後（ステータスはライブから完了に変わります）、新しいラ
イブセッションが自動的に開始します。
リモート Linux クライアントセッションは、実行コマンド、パラメーター、関数のリストで構成されます。
Linux クライアントは、リモート SSH 端末が開かれるたびに、新しいセッションの記録を開始します。
ひとつの SSH セッションの最大長は 24 時間です。00:00 に、すべてのライブセッションは終了し
ます。終了後（ステータスはライブから完了に変わります）、新しいライブセッションが自動的に開
始します。
X Window System によるローカル Linux クライアントセッションは、ユーザー操作（画面キャプチ
ャー、アプリケーション名、ウィンドウタイトル、操作時間を含みます）で構成されます。ひとつのセ
ッションの最大長は 24 時間です。00:00 に、すべてのライブセッションは終了します。終了後（ステ
ータスはライブから完了に変わります）、新しいライブセッションが自動的に開始します。

23.1.2

セッションのリスト

クライアントが記録したセッションを閲覧するには、左にある［セッションプレイヤー］ナビゲーション
リンクをクリックします。［セッションプレイヤー］ページは、２つのペインに分割されています。


検索とフィルターペイン



セッション一覧
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検索ペインでは、セッションデータの検索とスライドのエクスポートを行えます。
すべてのセッションのリストは、表形式で表示されます。表は以下の情報を含みます。


リスクスコア（Risk Score）：
セッションの重大度レベル。リスクスコアアイコンをクリックして、［セッションのリスクスコ
ア］ページにセッションで検出されたユーザーの不審操作パターンとアラートイベントを
表示できます。



アラート：
アラートビューアーでセッションのすべてのアラートイベントを開くことができます。アラー
トアイコンの色は、セッションで検出された最も高いアラートのリスクレベルに対応してい
ます。



ユーザー名：
クライアントコンピューターへログインしたユーザー名
注意：
クライアントで、強制ユーザー認証（二次認証）が有効な場合、ユーザー名は、次のよ
うに表示されます。<ログインした Windows/Linux ユーザー>（<二次認証ユーザー
>）、または<ログインした Windows/Linux ユーザー>（<ユーザーのメールアドレス>）



クライアント名：
クライアントがインストールされたコンピューターの名前



リモートホスト名：
クライアントがインストールされたコンピューターへのリモートログインに使用されたコン
ピューターの名前



開始：
セッションの開始日時



完了：
セッションの終了時刻。セッションがライブステータスの場合、

アイコンが表示さ

れます。


期間：
終了したセッションの期間。セッションがライブの場合、このフィールドは空白です。



IPv4 アドレス：
Ekran クライアントが Ekran サーバー接続時に使用した IPv4 アドレス
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リモートパブリック IPv4：
クライアントコンピューターへの接続が確立されているリモートコンピューターのパブリッ
ク IPv4 アドレス

その他の列を追加するには、［表示列の選択＋］をクリックし、一覧から列を選択します。


最後の操作：
最後に取得された画面キャプチャーの日時、または、最後に取得された Linux の実行コ
マンドの日時



IPv6 アドレス：
Ekran クライアントが Ekran サーバー接続時に使用した IPv6 アドレス



リモート IPv4：
クライアントコンピューターへの接続が確立されているリモートコンピューターのローカル
IPv4 アドレス



リモート IPv6：
クライアントコンピューターへの接続が確立されたリモートコンピューターのローカル
IPv6 アドレス



リモートパブリック IPv6：
クライアントコンピューターへの接続が確立されているリモートコンピューターのパブリッ
ク IPv6 アドレス



ドメイン：
クライアントが所属するドメイン名



ユーザーの返信：
クライアントコンピューターへのログイン時に入力されたユーザーの返信



クライアントの説明：
クライアントの構成で設定したクライアントの説明



クライアントグループ：
クライアントが所属するクライアントグループの名前。クライアントが［すべてのクライアン
ト］グループ以外のグループに所属していない場合、この欄は空白です。

列の順序とサイズを変更したり、列を非表示にしたりできます。

Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
439

ジュピターテクノロジー株式会社

セッション一覧の列の順序を変更するには、対応する列のヘッダーをドラッグアンドドロップによっ
て移動させます。
セッション一覧内の列を非表示にするには、［セッション一覧］ドロップダウンリストから［表示列の
選択］をクリックし、対応する列のヘッダーを［非表示列］領域にドラッグします。
注意：
セッションがすでに開始されているコンピューターにユーザーがリモートログインをした場合で、
使用されたリモートログインアプリケーションが DameWare、Radmin、UltraVNC、または
TightVNC の場合には、リモート IP アドレスは検出されません。

23.1.3

セッションのフィルタリング

以下の方法でセッション一覧のセッションをフィルタリングできます。


特定のパラメーター



セッションデータの検索

23.1.3.1

特定のパラメーターによるフィルタリング

このタイプのフィルタリングでは、セッションを特定のパラメーターの組み合わせでフィルタリングで
きます。フィルタリングパラメーターは即座に適用されます。
複数の条件でセッションをフィルタリングできます。日付以外のフィルターでは、複数のフィルタリン
グパラメーターを選択できます。各パラメーターを選択すると、セッションリストが再フィルタリングさ
れます。
既定では、次のフィルターが表示されます。


実行者：
クライアントコンピューターにログインした特定のユーザーを指定してセッションをフィル
タリングできます。



実行コンピューター：
特定のクライアントを指定してセッションをフィルタリングできます。



実行日時：
期間を指定してセッションをフィルタリングできます。結果セッションリストには、設定され
た期間に行われた操作を含むすべてのセッションが含まれます。
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期間を設定するには、次のいずれかを選択します。
-

最近：
N 時間、N 日、N 週のように単位と数値を指定します。

-

範囲：
期間の開始日と終了日を指定します。

他のフィルターを追加するには、［その他の条件］をクリックし、開いたリストからフィルターを選択
します。


タイプ：
セッションをタイプ（ライブまたは完了）でフィルタリングできます。



OS：
オペレーティングシステムの種類（Windows、MacOS、Linux SSH、Linux X11）でセッ
ションをフィルタリングできます。



開始：
セッションの開始日時によりセッションをフィルタリングできます。



最後の操作：
最後の画面キャプチャーまたは実行された Linux コマンドの日時でセッションをフィルタ
リングできます。



完了：
セッションが終了した日時でセッションをフィルタリングできます。セッションがライブ状態
の場合、このフィールドは空です。



期間：
期間ごとにセッションをフィルタリングできます。セッションがライブの場合、このフィール
ドは空です。



IPv4 アドレス：
Ekran クライアントがインストールされたコンピューターの IPv4 アドレスでセッションをフ
ィルタリングできます。



IPv6 アドレス：
Ekran クライアントがインストールされたコンピューターの IPv6 アドレスでセッションをフ
ィルタリングできます。
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リモート IPv4：
リモートコンピューターのローカル IPv4 アドレスによるセッションをフィルタリングできま
す。



リモートパブリック IPv4：
リモートコンピューターのパブリック IPv4 アドレスによるセッションをフィルタリングできま
す。



リモート IPv6 アドレス：
リモートコンピューターのローカル IPv6 アドレスによるセッションをフィルタリングできま
す。



リモートパブリック IPv6：
リモートコンピューターのパブリック IPv6 アドレスによるセッションをフィルタリングできま
す。



ドメイン：
クライアントが属するドメイン名でセッションをフィルタリングできます。



クライアントの説明：
クライアントの説明でセッションをフィルタリングできます。



クライアントグループ：
クライアントが属するクライアントグループ名でセッションをフィルタリングできます。



ユーザーの返信：
ログオンメッセージに入力された［返信］によりセッションをフィルタリングできます。

フィルタリングペインから余分なフィルターを削除するには、フィルターボタンの X をクリックします。

23.1.3.2

セッションデータの検索

キーワードを使ってセッションを検索できます。次の情報を対象にセッションをキーワード検索でき
ます。


アプリケーション名



ウィンドウタイトル



キーストローク



クリップボードのテキスト
Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
442

ジュピターテクノロジー株式会社



URL



Linux コマンドとパラメーター



アラート名



USB ルール名



Linux コマンドの出力

注意：
Linux コマンドの出力を検索するには、［Linux の出力も検索する］オプションを選択する必要
があります。

事前に用意したキーワードのリストを使用してセッションを検索できます。
キーワードのリストで検索を実行するには、次の手順に従います。
1.

キーワードのリストを含む.txt ファイルを作成します。キーワードは改行またはスペースで区
切る必要があります。

2.

検索フィールドの横にある［…］ドロップダウンリストから［参照］クリックして、作成した.txt ファ
イルを選択します。

3.

検索アイコン（🔍）をクリックして検索を開始します。

注意：
多数のキーワードまたは多数のセッションを検索すると時間がかかり、サーバーのパフォーマ
ンスに影響を与える可能性があります。

リストでは、検索を実行するセッション数を定義できます。
監視結果の表示セッションの並べ替え順に従って、セッション一覧に表示されているセッションで
検索が実行されます。

23.1.4
23.1.4.1

セッションのエクスポート
持ち出し用エクスポート

いくつかのセッションをエクスポートするには、フィルタリングによりエクスポートしたいセッションを
表示させ、［セッション一覧］ドロップダウンリストから［表示中のセッションのエクスポート］をポイン
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トし［持ち出し用エクスポート］をクリックします。
［持ち出し用スライドエクスポート］ウィンドウの［エクスポートタイプ（Export type）］ドロップダウン
リストから以下のいずれかを選択します。


音声付きセッション：
音声記録付きで対象セッションをエクスポートします。音声データは、［音声記録有効］オ
プションがオンになっているクライアントに対してのみエクスポートされることに注意してく
ださい。
訳注：
音声の記録機能はエンタープライズ版を持ちの場合のみ使用できます。



音声なしセッション：
音声記録なしで対象セッションをエクスポートします。



音声のみ：
対象セッションの音声記録データのみをエクスポートします。音声データは、［音声記録
有効］オプションがオンになっているクライアントに対してのみエクスポートされることに
注意してください。
注意：
セッションの音声記録のみをエクスポートするには、Ekran サーバーがインストールさ
れているコンピューターに Microsoft Media Foundation をインストールする必要があ
ります。Windows Server 2008 R2 では、デスクトップエクスペリエンスをインストール
する必要があります。

エクスポートされたセッションをパスワードで保護する場合は、［パスワードで保護する］オプション
を選択し、［パスワード］ボックスと［パスワードの確認］ボックスにパスワードを入力して、［エクス
ポート］をクリックします。［持ち出し用エクスポート履歴］ページが開き、エクスポートの進行状況
が表示されます。
エクスポートプロセスが完了するとすぐに、結果のファイルはダウンロード可能になります。［ディス
クに保存］をクリックして、持ち出し用エクスポートの結果を含むファイルをダウンロードします。
訳注：
持ち出し用エクスポート機能は決定的な瞬間をエクスポートして、Ekran 管理ツールにアクセス
できない環境でも再生することを目的としています。おおむね数十分までの記録のエクスポート
が想定されており、長時間のエクスポートを試みると正しく処理されません。
Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
444

ジュピターテクノロジー株式会社

23.1.4.2

監視結果一覧表を CSV ファイルにエクスポート

表示中のセッションの監視結果一覧表を CSV ファイルにエクスポートするには、［セッション一覧］
タブの横にある三角アイコン（▼）をクリックし、［表示中のセッションのエクスポート］をポイントして、
［CSV にエクスポート］をクリックします。［名前を付けて保存］ウィンドウで、データを保存する場所
を参照し、［保存］をクリックします。

23.1.5

セッションの並べ替え

セッション一覧でセッションを並べ替えるには、並べ替えたい列のヘッダーをクリックします。列の
並べ替え順を昇順から降順に変更するには、列ヘッダーの近くにあるソート矢印をクリックします。
データがこの列で並べ替えられていない場合、ソート矢印は表示されません。

23.2

セッションの再生

23.2.1

概要

セッションプレイヤーは、管理ツールの一部です。選択したセッションの記録データを再生できます。
セッションプレイヤーを開くには、セッションプレイヤーページのセッション一覧の表で再生したいセ
ッションを選択してをクリックします。

23.2.2

セッションプレイヤーインターフェイス

デフォルトでは、セッションプレイヤーは、以下のエリアに分割されています。


セッションプレイヤーペイン：
Windows クライアントまたは X Window System のグラフィカルインターフェイスの監視
が有効になっている Linux クライアントがインストールされているコンピューターの、画面
キャプチャー、または Linux クライアントがインストールされているコンピューターの、取
得したコマンド入力と出力のテキストを端末風の見た目に再現したデータの閲覧が行え
ます。ナビゲーションセクションでは、画面キャプチャーやコマンドの再生を管理し、録音
されたオーディオデータを再生できます。
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注意：
［ユーザー操作記録時に画像（スライド）を生成する］が無効の場合、記録されたセッ
ションはスクリーンキャプチャーを含みません。


（Windows クライアントのみ）詳細ペイン：
選択された画面キャプチャーに紐づけられたキーストローク、クリップボードのテキスト、
USB デバイス情報、訪問した Web サイトの URL アドレスを閲覧できます。



メタデータペイン：
表形式でセッション内の記録を表示します。以下の項目で構成されます。
◦ Windows クライアントの場合：
時間、ウィンドウタイトル、アプリケーション名、URL、テキストデータ、アラート
/USB ルール
◦ Linux クライアントの場合：
時間、コマンド、関数、パラメーター、アラート名
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23.2.3

セッションプレイヤー

セッションプレイヤーにより、Windows クライアントがインストールされているコンピューターの画面
キャプチャーの閲覧、または、Linux 端末の入力コマンド、出力結果の閲覧が行えます。
メタデータ一覧から必要なスライドを選択することで、スライドを指定して閲覧したり、スライド画像
を連続再生したりすることができます。
次の操作を利用できます。


スライドを再生、一時停止するには、［再生/一時停止］をクリックします。



あるスライドから別のスライドへ移動するには、［前へ］、［次へ］、［先頭から］、［最後へ］
をクリックします。



全画面モードでプレイヤーを開くには、プレイヤーをダブルクリックするか、または
をクリックします。



全画面モードから復帰するには、プレイヤーをダブルクリックするか、または

をクリ

ックします。


複数のモニターを使用するクライアントセッションで１つのモニターから別のモニターに
移動するには、［ツール］ドロップダウンリストで［画面の表示］をポイントし、［All］、［1］、
［2］などをクリックします。



プレイヤーエリアで、スライドの再生速度を変更するには、

をクリックします。利用

可能な再生速度の選択肢は、毎秒 1/2/4/8/16 スライドです。



ユーザーをブロックするには、



ア ラート ビューアー でこの セッシ ョンのア ラートイベント のリスト を表示するには 、

をクリックします。

をクリックします。
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セッション内の特定のスライドへのリンクを取得するには、［ツール］ドロップダウンリスト
から［このスライドの URL を取得する］をクリックします。



表示されたスライドを画像ファイルとして保存するには、［ツール］ドロップダウンリストか
ら［スライドを画像ファイルとして保存］をクリックします。



スライドのエクスポートを実行するには、［ツール］ドロップダウンリストから［持ち出し用
エクスポート］をクリックします。［スライドの持ち出し用エクスポート］ウィンドウで設定を
行い［エクスポート］をクリックします。



ライブセッションをリアルタイムで表示するには、



音声記録を再生するには、

をクリックします。

をクリックします。再生を停止するには、

をクリック

します。
訳注：
音声の記録機能はエンタープライズ版を持ちの場合のみ使用できます。

23.2.4

拡大鏡

プレイヤーで表示されたスライドの詳細を見る必要があるときには、拡大鏡を使います。
再生データのある部分を拡大するには、以下を実行します。

1. 拡大鏡

をクリックします。

2.

拡大鏡ウィンドウが右側に開きます。

3.

スライド上で四角い領域を移動させます。

拡大鏡を終了するには、拡大鏡

23.2.5

を再度クリックします。

スライド URL の取得

［スライド URL の取得］機能により、セッションの特定の場所へのリンクを取得することができます。
この URL を以下のように使用できます。
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セッションプレイヤーでセッションの特定のスライドを表示します。



ブラウザーのブックマーク機能で、特定のスライドをブックマークします。

スライド URL を取得するには、以下を実行します。
1. プレイヤーペインの［ツール］ドロップダウンリストから［このスライドの URL を取得する］をクリ
ックします。
2.

URL ウィンドウが開きます。

3.

URL をコピーして、閉じるをクリックします。

4.

コピーした URL をブラウザーのアドレスバーに入力します。

5.

セッションプレイヤーが開きます。
注意：
ユーザーが管理ツールからログアウトしている状態の場合、セッションプレイヤーにログイ
ンするためのログインページが開きます。

6.

プレイヤーが、指定スライドの位置からセッションの再生を開始します。

23.2.6

メタデータ 一覧

メタデータ一覧は、プレイヤーの右側にあります。記録したセッションに関するメタデータが表形式
で表示されます。

Windows クライアント


時間：
ユーザー操作を取得した時間
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ウィンドウタイトル：
ユーザー操作にひも付けられたウィンドウタイトル



アプリケーション名：
クライアントコンピューターで開始したアプリケーションの名前



URL：
訪問した Web サイトのドメイン名



テキスト（その他）：
クリップボードのデータ



アラート/USB ルール：
発生したアラートまたは USB ルールの名前。アラートの色はアラートのリスクレベルに
応じて強調表示されます。
◦ リスクレベル重大のアラートは、赤色で強調表示されます。
◦ リスクレベル高のアラートは、黄色で強調表示されます。
◦ リスクレベル中のアラートは、青色で強調表示されます。

macOS クライアント


時間：
ユーザー操作を取得した時間



ウィンドウタイトル：
ユーザー操作にひも付けられたウィンドウタイトル



アプリケーション名：
クライアントコンピューターで開始したアプリケーションの名前



URL：
訪問した Web サイトのドメイン名



アラート：
発生したアラートの名前。アラートの色はアラートのリスクレベルに応じて強調表示され
ます。
◦ リスクレベル重大のアラートは、赤色で強調表示されます。
◦ リスクレベル高のアラートは、黄色で強調表示されます。
◦ リスクレベル中のアラートは、青色で強調表示されます。
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Linux クライアント


時間：
コマンドが実行された日時



コマンド：
実行コマンド



関数：
実行されたシステムコール



パラメーター：
実行コマンドのパラメーター



アラート：
発生したアラートの名前。アラートの色はアラートのリスクレベルに応じて強調表示され
ます。
◦ リスクレベル重大のアラートは、赤色で強調表示されます。
◦ リスクレベル高のアラートは、黄色で強調表示されます。
◦ リスクレベル中のアラートは、青色で強調表示されます。

デフォルトでは、スライドは時間でソートされます。列の順序とサイズは変更できます。

23.3

プレイヤーとメタデータの同期

セッションプレイヤーは、２つのモードで動作します。


同期表示モード：
メタデータ一覧とスライドが、セッション再生中に同期します。つまり、現在再生中のスラ
イドに関連するメタデータがメタデータ一覧でハイライト表示されます。メタデータ一覧で、
フィルタリング、検索の実行中は、このモードは使用できません。



フィルター表示モード：
メタデータ一覧とスライドが、セッション再生中に同期しません。メタデータ一覧では、フィ
ルタリング、検索がされますが、プレイヤーではすべてのスライドを表示します。

セッションプレイヤーページでセッションを選択すると、プレイヤーは、同期表示モードで開きます。
フィルタリング、グループ化、検索を実行するとすぐに、同期表示モードはフィルター表示モードに
自動的に切り替わります。
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モードを切り替えるには、メタデータ一覧の上部にある、［…］ドロップダウンリスから［同期モード
に戻る］/［フィルターモードに戻る］をクリックします。

23.3.1

データのフィルタリング

プレイヤーのメタデータ一覧で、メタデータをフィルターするには、以下の方法があります。


検索によるフィルター



列によるフィルター

データをフィルタリングすると、セッションプレイヤーは、フィルター表示モードに切り替わります。

23.3.1.1

検索によるフィルター

［検索］フィールドにキーワードを入力し、メタデータを以下の項目で検索できます。


ウィンドウタイトル



アプリケーション名



キーストローク



クリップボードテキストデータ



USB デバイスの情報



URL



Linux 実行コマンド



Linux コマンドパラメーター



Linux 関数

必要なメタデータを見つけるには、［検索］フィールドにキーワードを入力して、［Enter］キーを押し
ます。メタデータ一覧のデータは検索キーワードに従って、フィルターされます。

23.3.1.2

列によるフィルター

メタデータ一覧の列ヘッダーのドロップダウンリストを使って、セッションをフィルターできます。
時間フィールド以外（ウィンドウタイトル、URL、テキストデータなど）で、セッションをフィルターする
には、列の▼をクリックして、ひとつ、または、複数にチェックマークをつけて、［OK］をクリックしま
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す。
時間フィールドで、メタデータをフィルターするには、列の▼をクリックして、開始時間、終了時間を
ドロップダウンメニューで指定してから、［OK］をクリックします。
複数のフィールドでデータをフィルターできます。
訳注：
列の▼アイコンは配色の関係で見えづらいです。開発元へ報告し、将来のバージョンでの修正
を依頼しています。

23.3.2

データの並べ替え

メタデータ一覧で、メタデータを並べ替えるには、目的の列ヘッダーをクリックします。スライドのソ
ート順を、昇順、または、降順に変更できます。列ヘッダーのソート矢印をクリックします。

並べ替えられていない列では、ソート矢印は表示されません。

23.4

ライブセッション

セッションプレイヤーで、クライアントのライブセッションの閲覧および音声記録の視聴ができます。
つまり、記録中のセッションをリアルタイムに閲覧できます。
ライブセッションを再生するには、次のように操作します。
1. ［セッションプレイヤー］ページのセッション一覧で［タイプ］が Live のセッションをクリックしま
す。

2.

セッションプレイヤーが開きます。ここで

をクリックすると、セッションプレイヤ

ーが全画面モードになります。全画面モードではメタデータ一覧は表示されません。
3.

スライドは、クライアントから新しいデータを受け取ると、すぐに更新されます。

ライブセッションを終了するには、

をクリックします。スライドの自動更新が停止して、

セッションは完了セッションと同じように再生できます。
ライブセッションを再開するには、

をクリックします。
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注意：
［ユーザー操作記録時に画像（スライド）を生成する。］と［マウスクリックとキー入力時に取得す
る］オプションが有効化されている Windows クライアントのセッションをライブセッションとして再
生すると、CPU 使用率が高くなることがあります。多数の画面キャプチャーを受信すると、パフ
ォーマンスが低下することがあります。

23.5

Windows クライアントセッション

23.5.1

Windows セッションの再生

Windows セッションを再生するには、セッションプレイヤーページで対象セッションの行をクリック
します。お使いのブラウザー設定により、セッションは、新しいタブ、または、新しいウィンドウで開
きます。Windows セッションを再生中に、プレイヤーペインにはスクリーンショットが表示され、メタ
データ一覧にはスライドにひも付けられたメタデータ（アプリケーション名、ウィンドウタイトル、URL、
クリップボードのテキスト）が表示されます。メタデータ一覧でクリップボードのテキストを含むデー
タが選択されると、詳細ペインにクリップボードのテキストの詳細情報が表示されます。

23.5.2

クリップボードのテキストデータの閲覧

Ekran Windows クライアントはクリップボードのテキストデータを記録します。テキストがクライア
ントコンピューター上の文書、ファイル、アプリケーション、ブラウザーのアドレス行などでコピーま
たはカットされたり、貼り付けられたりしたときにクリップボード内のテキストが記録されます。
クライアントは、コンテキストメニューコマンド、または Ctrl + C、Ctrl + Ins、Ctrl + X、Shift + Del な
どのキーの組み合わせを使用して実行されるコピー、切り取り、貼り付けの操作を監視します。
キャプチャーされたクリップボードのテキストデータは、［メタデータ］ペインの［テキスト（その他）］
列に表示されます。テキストデータとともに操作に対応したラベルが表示されます。


［クリップボード（コピー）］



［クリップボード（貼り付け）］

［メタデータ］ペインでレコードを選択すると、それに関連付けられているクリップボードのテキスト
データが［プレイヤー］ペインの下の［詳細］ペインに表示されます。
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［メタデータ］ペイン

クリップボードにコピーされたテキスト

クリップボードから貼り付けられたテキスト

23.5.3

USB デバイス情報の閲覧

Ekran クライアントの動作時に、USB マスストレージデバイスが接続されると、デバイスの接続が
毎回記録されます。スクリーンショットとともに（スクリーンショットの作成が有効になっている場合）、
接続されたデバイスに関する情報が次のようにメタデータ一覧に表示されます。


疑似的なウィンドウタイトル： USBStorage - <デバイスの詳細>



疑似的なアプリケーション名： ［Monitoring Event］

USB 監視ルールが設定されていて、このルールにより USB デバイスが検出またはブロックされ
た場合、検出・ブロックが行われるたびにアラートイベントが発生し、スクリーンショットが作成され
ます。メタデータ一覧では、表内のアラートの発生した行が強調表示されます。
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注意：
［ユーザー操作記録時に画像（スライド）を生成する。］が無効になっている場合は、ユーザー操
作はスクリーンショットなしで取得されます。
USB アラートにより生成されたスクリーンショットまたはメタデータ一覧の行を選択すると、対応す
る USB デバイス情報がプレイヤーペインの下にある詳細ペインに表示されます。
デバイスがブロックされた場合は、かっこ内に BLOCKED とマークされます。

23.5.4

URL の閲覧

Windows クライアントで、URL 監視オプションが有効化された状態で、ユーザーがブラウザー操
作をすると、URL アドレスが保存され、メタデータ一覧の URL 列に表示されます。ある Web サイ
トの 1 ページを閲覧中に、複数のユーザー操作が作成された場合、各行には同じ URL が表示さ
れます。
注意：
［ユーザー操作記録時に画像（スライド）を生成する。］が無効になっている場合は、ユーザー操
作はスクリーンショットなしで取得されます。
Windows クライアントの［URL 監視］設定で［トップおよびセカンドレベルドメインのみを取得する］
オプションが有効な場合でも無効な場合でも、メタデータ一覧の URL 列にはトップレベルドメイン
名と第２レベルドメイン名のみが表示されます。［トップおよびセカンドレベルドメインのみを取得す
る］オプションが無効の場合には、詳細ペインに完全な URL アドレスが表示されます。
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注意：
URL アドレスを取得するには、約 600 ミリ秒かかります。このため、スライドと URL アドレスの
ひも付けが前後する可能性があります。（ひとつ前のスライドに含まれるべき URL アドレスが、
後のスライドに紐づけられることがあります。）

23.5.5

アイドル状態の閲覧

監視パラメーターで適切なオプションが設定されている場合、Windows クライアントに一定時間操
作がない場合、Idle（アイドル）としてメタデータ一覧に登録、表示されます。

23.5.6

シークレットの閲覧

ユーザーセッションで使用されたシークレットはメタデータ一覧で強調表示されます。メタデータ一
覧でレコードを選択すると、それに関連するシークレットデータがプレイヤーペイン下の詳細ペイン
に表示されます。

23.6
23.6.1

macOS クライアントセッション
macOS セッションの再生

ユーザーは［セッションプレイヤー］ページのセッション一覧から再生したいセッションをクリックす
ることで macOS セッションの再生を開始できます。セッションはブラウザーの設定に応じて新しい
タブまたは新しいウィンドウで開きます。macOS セッションの再生時、セッションプレイヤー上のプ
レイヤーペインにはスクリーンショットが表示され、メタデータペインには、スクリーンショットに関連
するメタデータ（アプリケーション名、ウィンドウタイトル、URL など）が表示されます。
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23.7
23.7.1

Linux クライアントセッション
リモート SSH セッションの再生

リモート SSH 接続の Linux セッションを再生するには、［セッションプレイヤー］ページで、対象セッ
ションの行をクリックします。ブラウザー設定により、セッションは、新しいタブまたは新しいウィンド
ウで開きます。
リモート Linux セッションは 2 つのペインで次のように表示されます。［プレイヤー］ペインではユー
ザーが入力したコマンドと出力結果のテキストが、端末を模した形式に再現されて再生されます。
メタデータ一覧では実行コマンド、関数、システムコールをテキストで閲覧できます。

23.7.2

ローカル X Window System セッションの再生

ローカル起動の X Window System による Linux セッションを再生するには、［セッションプレイヤ
ー］で対象セッションの行をクリックします。ブラウザー設定により、セッションは、新しいタブまたは
新しいウィンドウで開きます。
ローカル Linux セッションでは、プレイヤーペインでスクリーンショットを表示され、メタデータ一覧
で関連するメタデータ（アプリケーション名、ウィンドウタイトル、時間）が表示、再生されます。

23.7.3

EXEC コマンドのフィルタリング

デフォルトでは、ユーザー入力によるコマンドのみを表示するため、クライアントが取得したコマン
ドのうち exec 関数でフィルターしたコマンドをプレイヤー上に表示します。
システムコールを含むすべてのコマンドリストを表示するには、［…］ドロップダウンリストをクリック
し、［実行コマンドのみを表示する］のチェックを外し、フィルタリングを無効化します。

23.8

セッションリスクスコアの閲覧

［セッション一覧］では、検出された不審なユーザー操作を含む監視対象セッションに特別なリスク
スコアが付与されます。リスクスコアはセッションの重大度レベルを示し、監視対象のセッションで
検出された異常なユーザー操作パターンとアラートのリスクレベルに従って計算されます。
リスクスコアは、重大度レベルに応じて異なる色で表示されます。
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重大（クリティカル）リスクスコアは、赤色で強調表示されます。



高リスクスコアは、黄色で強調表示されます。



中（通常）のリスクスコアは、緑色で強調表示されます。



ゼロリスクスコアは、灰色で強調表示されます。

リスクスコア（Risk Score）アイコンをクリックすると、［セッションのリスクスコア］ページに対象セッ
ションで検出された不審なユーザー操作パターンとアラートイベントを表示できます。

23.9

アラートの閲覧

23.9.1

概要

アラートビューアーは、管理ツールの一部であり、アラートイベントに関する詳細情報を表示できま
す。
アラートビューアーは、次の場所から開くことができます。


セッションプレイヤー：
アラートビューアーには、セッション内のすべてのアラートイベントが表示されます。



セッションプレイヤーページのセッション一覧：
アラートビューアーには、選択したセッションのすべてのアラートイベントが表示されます。



最近のアラートダッシュボード：
アラートビューアーには、選択したアラートで対象期間中に生成されたすべてのアラート
イベントが表示されます。



アラート管理ページ：
アラートビューアーには、選択したアラートで生成された最新の 100 イベントが表示され
ます。

23.9.2

アラートビューアーのインターフェイス

アラートビューアーには、各アラート通知に関する次の情報が表示されます。


アラートのリスクレベル：
アラートビューアーの左上隅にあるアラートアイコンの色はアラートのリスクレベルに対
応します。
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◦ リスクレベル重大のアラートは、赤色で表示されます。
◦ リスクレベル高のアラートは、黄色で表示されます。
◦ リスクレベル中のアラートは、青色で表示されます。


アラート名：
イベントを発生させたアラートの名前



アラート表示ウィンドウ：
Windows クライアントの場合は取得した画面キャプチャー。Linux クライアントの場合は
端末の表示データ（コマンド入力と出力のテキストから再現した画面イメージ）。



メタデータ情報：
◦ 実行者：
アラートイベントに関連付けられているユーザーの名前
◦ 実行日時：
アラートイベントの日付と時間
◦ 実行コンピューター：
アラートが発生したクライアントの名前
◦ 操作：
-

Windows クライアントの場合：
ウィンドウタイトル、アプリケーション名、URL（使用可能な場合）

-

Linux クライアントの場合：
コマンド名とパラメーター

-

USB イベントの場合：
デバイスクラス、ステータス（検出/ブロック）、デバイスの詳細
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23.9.3

アラートビューアーの使い方

アラートビューアーでは、次の操作を実行できます。


アラートイベントに関連するメタデータの表示/非表示を切り替えるには、メタデータ情報
の下の



をクリックします。

アラートイベント間を移動するには、［先頭から］

、［前へ］

、［次へ］

、［最後へ］

の各ボタンを使用します。



再生中のデータの一部を拡大するには、拡大鏡

をクリックします。拡大鏡ウィンドウ

が右上に開きます。表示データの矩形をドラッグして、拡大部分を移動します。


セッションプレイヤーでセッションを開くには、［セッションを開く］をクリックします。セッシ
ョンプレイヤーが新しいタブで開きます。セッションの再生は、選択したアラートイベント
から開始されます。



Windows クライアントのアラートイベントを表示するには、Windows イベントタブを選択
します。
Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
461

ジュピターテクノロジー株式会社



Linux クライアントのアラートイベントを表示するには、Linux イベントタブを選択します。

23.10 アーカイブ済みのセッション
23.10.1 概要
アーカイブとクリーンアップ操作により、指定した古いクライアントセッションはアーカイブ処理され、
Ekran データベースから削除されます。アーカイブデータベースに移されたセッションデータは安
全なストレージに保存できます。アーカイブデータベース内のセッションはセッションプレイヤーで
閲覧することができます。
訳注：
アーカイブ機能はエンタープライズ版を持ちの場合のみ使用できます。

23.10.2 閲覧対象データベースの変更
セッションプレイヤーで閲覧するアーカイブデータベースを変更するには、次の操作を行います。
1. アーカイブデータの閲覧の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2.

左側の［セッションプレイヤー］ナビゲーションリンクをクリックします。

3.

セッションプレイヤーページで、［アーカイブ DB の閲覧］タブを選択します。

4.

［アーカイブ DB の閲覧］タブで、［閲覧するアーカイブのマウント］をクリックします。

5.

閲覧するアーカイブのマウントページで、閲覧したいアーカイブデータベースを指定します。

6.

次のパラメーターを定義します。


MS SQL データベースでは、SQL サーバーのインスタンス、アーカイブデータベースの
名前、ユーザー名とパスワードを定義します。



PostgreSQL データベースでは、Postgres サーバーのインスタンス、アーカイブデータ
ベースの名前、およびユーザー名とパスワードを定義します。
注意：
アーカイブデータベースは、現在のデータベースと同じタイプのみ接続できます。（例えば、
Postgres データベースを使用する設定でセットアップされた Ekran サーバーは、MS SQL
のアーカイブデータベースに接続することはできません。）
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7.

必要に応じて、［データベース接続のテスト］をクリックして、アーカイブデータベースとの接続
を確認します。

8.

［保存］をクリックします。

23.10.3 アーカイブ済みセッションの閲覧
アーカイブ済みセッションを再生するには、次の手順を実行します。
1. アーカイブデータの閲覧の管理権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2.

左側の［セッションプレイヤー］ナビゲーションリンクをクリックします。

3.

セッションプレイヤーページで、［アーカイブ DB の閲覧］タブを選択します。

4.

［アーカイブ DB の閲覧］タブには、アーカイブデータベースのセッションのリストが表示され
ます。

5.

閲覧したいセッションをクリックしてセッションプレイヤーで開きます。

6.

セッションプレイヤーで説明した方法でセッションを再生します。

24. ダッシュボード
24.1

概要

Ekran は、ホームページに表示されるダッシュボードにより、いくつかの種類の情報を表示できま
す。一部のダッシュボードは、［ヘルスモニタリング］ページと重複しています。ダッシュボードは、
管理者に対して重要なデータをリアルタイムに表示する利便性の高い機能です。次のダッシュボ
ードを利用できます。


ライセンス



クライアント



ディスク使用量



最近のアラート



最新のライブセッション



勤務時間外のコンピューター使用
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使用頻度の低いコンピューター



使用頻度の低いログインユーザー



CPU 使用率



メモリ使用量



データベースの状態

ホームページでは、いくつかのタイプのデータがグループ化されてダッシュボードとして表示されま
す。
ダッシュボードはカスタマイズ可能で、カスタマイズ設定はサーバーに保存されます。このため別
のコンピューターから管理ツールにログインした場合でも、ダッシュボードは以前カスタマイズされ
た設定に従って表示されます。
カスタマイズにより、ダッシュボードの表示または非表示を選択すること、画面上のダッシュボード
を再配置すること、同じタイプのダッシュボードを複数表示して同一データを別設定で表示させる
こと、などが可能です。

24.2

ダッシュボードの種類

24.2.1

ライセンス

［ライセンス］ダッシュボードでは、使用中のライセンス数、未使用のライセンス数、ライセンス非割
当のクライアント数に関する統計情報を表示できます。ダッシュボードは 5 分ごとに更新されます。

ダッシュボードには次の要素が含まれています。


ライセンスが割り当てられていないクライアント数
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ライセンス数の円グラフ。クライアントに割り当て済みのライセンスの数と、まだ割り当て
られていない未使用ライセンスの数が表示されます。円グラフの数は利用可能なライセ
ンスのタイプにより増減します。



［クライアントにライセンスを割当てる］をクリックすると、ライセンスの管理ページにリダ
イレクトされ、ライセンスをクライアントに割り当てることができます。

［ライセンス］ダッシュボードの次の設定を変更できます。


使用中ライセンスの色



未使用ライセンスの色

ダッシュボードを表示するには、ライセンス管理の管理権限が必要です。この権限がない場合は、
空のダッシュボードが表示され、データを表示する権限がないというテキストが表示されます。ま
た、［ダッシュボード追加］のドロップダウンリストにこのダッシュボードは表示されません。

24.2.2

クライアント

［クライアント］ダッシュボードでは、現在オンライン、オフライン、ロストとなっているクライアント数
に関する統計を表示できます。ダッシュボードは毎分更新されます。

［クライアント］ダッシュボードには、次の要素が含まれています。


オンラインのクライアント数とオフラインのクライアント数を表示する円グラフ。



［クライアントのインストール］をクリックすると、クライアントのインストールページにリダ
イレクトされ、クライアントをコンピューターにインストールできます。
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［クライアント］ダッシュボードの次の設定を変更できます。


（接続）オンラインクライアントの色



（切断）オフラインクライアントの色



ロストクライアントの色

ダッシュボードを表示するには、次のいずれかの権限が必要です。


クライアントのインストールと管理の管理権限：
この権限を使用すると、システム内のすべてのクライアントに関する情報を表示できま
す。



少なくとも 1 つのクライアント権限：
この場合、クライアント権限があるクライアントだけが表示されます。

クライアントのインストールと管理の管理権限またはクライアント権限がない場合、空のダッシュボ
ードが表示され、このデータを表示するための権限がないことを示すテキストが表示されます。ま
た、ダッシュボード追加のドロップダウンリストにこのダッシュボードは表示されません。

24.2.3

ディスク使用量

［ディスク使用量］ダッシュボードには、画像ファイルの保存先に応じて以下の情報が表示されま
す。


画像ファイルが SQL データベースに保存されている場合：
Database ダッシュボードが表示されます。画像データを含めてデータベースで使用され
ているディスク容量の統計が表示されます。



画像ファイルが共有またはローカルフォルダーに保存されている場合：
Database と Binary Data ダッシュボードが表示されます。Database ダッシュボードに
はデータベースで使用されているディスク容量に関する統計が表示されます。Binary
Data ダッシュボードには画像ファイルデータで使用されているディスク容量に関する統
計が表示されます。

データベースが手動で作成されたかディスク容量が自動検出されなかった場合にディスク容量の
統計を閲覧するには、ダッシュボード設定でデータベースの利用可能容量を指定してください。
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このダッシュボードの以下の設定を変更できます。


最低空き容量（GB）：
使用可能容量の減少を警告するのしきい値



データベースが使用するディスク容量（GB）：
データベースで利用可能なディスク容量



使用容量の色：
使用されているストレージ容量



ストレージ容量の色



空き容量警告の色：
空き容量が［最低空き容量］のしきい値を下回っていることを示す色

ダッシュボードを表示するには、データベース管理の管理権限が必要です。この権限がない場合
は、空のダッシュボードが表示され、データを表示する権限がないというテキストが表示されます。
また、［ダッシュボード追加］ドロップダウンリストにこのダッシュボードは表示されません。

24.2.4

最近のアラート

［最近のアラート］ダッシュボードは、指定した期間内に発生したアラートに関する情報を表示する
棒グラフを表示します。ダッシュボードは 15 分ごとに更新されます。
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グラフの各バーは有効化されているアラートに対応しています。各バーの長さは、特定の期間に
受信したアラート通知の数に対応しています。各バーの色はアラートのリスクレベルに対応してい
ます。


リスクレベル重大のアラートは、赤色で表示されます。



リスクレベル高のアラートは、黄色で表示されます。



リスクレベル中のアラートは、青色で表示されます。

アラートイベントのリストを表示するには、アラート名のバーをクリックします。開いたウィンドウに
は、次の情報が表示されます。


開始（開始時間）



クライアント名



ユーザー名

セッションプレイヤーで対応するセッションを開くには、［▶］（再生）アイコンをクリックします。
アラートビューアーでアラートイベントを表示するには、［アラートプレイヤーを開く］をクリックします。
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［最近のアラート］ダッシュボードでは、次の設定を変更できます。


対象期間：
表示の対象とするアラートイベントの期間



ソートタイプ：
アラートのソートに用いるカテゴリ
◦ 回数：
アラートを発生回数でソートします。
◦ 辞書順：
アラートをアラート名でソートします。



昇順/降順：
アラートが表示される順序



リスクレベル重大：
リスクレベル重大のアラートを表すバーの表示色を設定します。



リスクレベル高：
リスクレベル高のアラートを表すバーの表示色を設定します。



リスクレベル中：
リスクレベル中のアラートを表すバーの表示色を設定します。

監視結果の閲覧のクライアント権限を持つクライアントに関する情報のみがダッシュボードに表示
されます。いずれのクライアントに対しても権限がない場合は、空のダッシュボードが表示され、デ
ータを表示する権限がないことを示すテキストが表示されます。 また、［ダッシュボード追加］ドロ
ップダウンリストにこのダッシュボードは表示されません。

24.2.5

最近のライブセッション

［最近のライブセッション］ダッシュボードには、現在［ライブ］である最近開始されたセッションのリ
ストが表示されます。ダッシュボードは５分ごとに更新されます。
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一覧には次の列があります。


開始（開始時間）



クライアント名



ユーザー名

セッションプレイヤーでセッションを開くには、［▶］（再生）アイコンをクリックします。
ダッシュボードの設定では、リストに表示するセッション数を定義できます。
監視結果の閲覧のクライアント権限を持つクライアントに関する情報のみがダッシュボードに表示
されます。
いずれのクライアントに対しても権限がない場合は、空のダッシュボードが表示され、データを表
示する権限がないことを示すテキストが表示されます。また、［ダッシュボード追加］ドロップダウン
リストにこのダッシュボードは表示されません。

24.2.6

勤務時間外のコンピューター使用

［勤務時間外のコンピューター使用］ダッシュボードは、指定の期間内で、勤務外の時間および曜
日に使用されたコンピューターの統計を縦棒グラフで表示します。ダッシュボードは１時間ごとに
更新されます。

各列は、勤務時間外のセッションのある日に対応します。列の高さは、その日に記録されたセッシ
ョン数に対応します。
特定の日に記録されたセッション数を確認するには、対応する列にカーソルを合わせます。
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特定の日に記録されたセッションのリストを表示するには、対応する列をクリックします。開いたウ
ィンドウには、次の情報が表示されます。


クライアント名



ユーザー名



開始



最後の操作



完了

セッションプレイヤーでセッションを表示するには、［▶］（再生）アイコンをクリックします。
［勤務時間外のコンピューター使用］ダッシュボードでは、以下の設定を変更することができます。


期間：
対象期間を設定します。



色：
各列の色を設定します。

勤務時間と勤務日：
勤務スケジュールとして時間と曜日を設定します。
指定されたスケジュール外に行われた操作を含むセッションがダッシュボードに表示されます。
ダッシュボードを表示するには、クライアントインストールと管理の管理権限が必要です。この権限
がない場合は、空のダッシュボードが表示され、データを表示する権限がないというテキストが表
示されます。また、［ダッシュボード追加］ドロップダウンリストにこのダッシュボードは表示されませ
ん。

24.2.7

使用頻度の低いコンピューター

［使用頻度の低いコンピューター］ダッシュボードは、指定された期間で、セッション数が最も少な
いクライアントコンピューターの統計情報を表形式で表示します。ダッシュボードは１時間ごとに更
新されます。
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一覧には次の列があります。


クライアント名



セッション

セッションに関する詳細情報を表示するには、対象のクライアント名リンクをクリックします。開いた
ウィンドウには、次の情報が表示されます。


ユーザー名



開始



最後の操作



完了

セッションプレイヤーでセッションを開くには、［▶］（再生）アイコンをクリックします。
［使用頻度の低いコンピューター］ダッシュボードでは、次の設定を変更できます。


期間：
ダッシュボードに表示する対象期間



セッション数の閾値：
コンピューターがほとんど使用されていないとみなすセッション数の閾値

監視結果の閲覧のクライアント権限を持つクライアントに関する情報のみがダッシュボードに表示
されます。この権限がない場合は、空のダッシュボードが表示され、データを表示する権限がない
というテキストが表示されます。また、［ダッシュボード追加］ドロップダウンリストにこのダッシュボ
ードは表示されません。

24.2.8

使用頻度の低いログインユーザー

［使用頻度の低いログインユーザー］ダッシュボードは、指定された期間で、ログイン回数が最も
少ないユーザーに関する統計情報を含む表を表示します。強制ユーザー認証（二次認証）が有効
な場合は、<ログインした Windows ユーザー>（<二次認証ユーザー>）の形でユーザー名が表示
されます。ダッシュボードは １時間ごとに更新されます。
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一覧には次の列があります。


ユーザー名



セッション

セッションに関する詳細情報を表示するには、対象のユーザー名をクリックします。開いたウィンド
ウには、次の情報が表示されます。


クライアント名



開始



最後の操作



完了

セッションプレイヤーでセッションを開くには、［▶］（再生）アイコンをクリックします。
［使用頻度の低いログインユーザー］ダッシュボードでは、次の設定を変更できます。


期間：
ダッシュボードに表示する対象期間



セッション数の閾値：
ユーザーがほとんどログインしていないとみなすセッション数の閾値。

監視結果の閲覧のクライアント権限を持つクライアントに関する情報のみがダッシュボードに表示
されます。この権限がない場合は、空のダッシュボードが表示され、データを表示する権限がない
というのテキストが表示されます。また、［ダッシュボード追加］ドロップダウンリストにこのダッシュ
ボードは表示されません。
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24.2.9

CPU 使用率

［CPU 使用率］ダッシュボードは、Ekran サーバープロセスによる CPU 使用率の統計をグラフで
表示します。ダッシュボードは５秒ごとに更新されます。

CPU 使用率のグラフの色をカスタマイズできます。
シングルテナントモードで組み込みのデフォルトテナントの Administrators ユーザーグループに所
属するか、マルチテナントモードでテナント管理およびシステム構成の管理権限が必要です。この
権限がない場合は、空のダッシュボードが表示され、データを表示する権限がないというテキスト
が表示されます。また、［ダッシュボード追加］ドロップダウンリストにこのダッシュボードは表示され
ません。

24.2.10 メモリ使用量
［メモリ使用量］ダッシュボードは、Ekran サーバープロセス（プライベートワーキングセット）による
メモリ使用量の統計のグラフを MB 単位で表示します。ダッシュボードは ５秒ごとに更新されます。
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メモリ使用量のグラフの色をカスタマイズできます。
シングルテナントモードで組み込みのデフォルトテナントの Administrators ユーザーグループに所
属するか、マルチテナントモードでテナント管理およびシステム構成の管理権限が必要です。この
権限がない場合は、空のダッシュボードが表示され、データを表示する権限がないというテキスト
が表示されます。また、［ダッシュボード追加］ドロップダウンリストにこのダッシュボードは表示され
ません。

24.2.11 データベースの状態
［データベースの状態］ダッシュボードは、１分あたりのデータベースへのクライアントデータ挿入
の平均数を表示します。データベースに挿入されるキュー内のレコードの数に関する情報は、ダッ
シュボードの下部に表示されます。
注意：
キューの最大サイズは 64 レコードです。この制限に達すると、クライアントはサーバーへのデ
ータ送信を停止し、キューサイズが小さくなるまでオフラインキャッシュに保存します。
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データベースの状態のグラフの色をカスタマイズできます。
シングルテナントモードで組み込みのデフォルトテナントの Administrators ユーザーグループに所
属するか、マルチテナントモードでテナント管理およびシステム構成の管理権限が必要です。この
権限がない場合は、空のダッシュボードが表示され、データを表示する権限がないというテキスト
が表示されます。また、［ダッシュボード追加］ドロップダウンリストにこのダッシュボードは表示され
ません。

24.2.12 ダッシュボードのカスタマイズ
ダッシュボードのレイアウトはカスタマイズできます。ホームページに表示するダッシュボードを選
択できます。次のオプションを使用します。


ダッシュボードを追加する：
ホームページの［ダッシュボード追加］ドロップダウンリストをクリックし、目的のダッシュ
ボードを選択します。同じタイプの複数のダッシュボードを追加して、同一の情報を別の
設定で表示することもできます。ホームページには最大８つのダッシュボードを配置でき
ます。



ダッシュボードを非表示にする：
ダッシュボードを非表示にするには、ダッシュボード右上の



アイコンをクリックします。

ダッシュボードを折りたたむ/展開する：
ダッシュボードの左上隅にある

および

アイコンを使って、折りたたんだり展開し

たりします。
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訳注：
タイトルバーのクリックでも可能です。

ダッシュボードの外観を選択することもできます。次のオプションを使用します。


ダッシュボードを再配置する：
移動するダッシュボードをクリックし、新しい場所にドラッグします。



ダッシュボードのサイズを変更する：
ダッシュボードの下隅の 1 つをクリックし、ダッシュボードの境界線をドラッグします。



ダッシュボードの設定を変更する：
ダッシュボードの右上隅にある

アイコンをクリックして設定を変更します。

カスタマイズ設定はユーザー固有のもので、サーバーに保存されます。
既定の設定を復元するには、［EKRAN SYSTEM 管理ツール］タブ横のボタンをクリックして［レイ
アウトの復元］を選択します。

25. 集計グラフ
25.1

概要

集計グラフでは、ユーザーの各アプリケーションの使用時間/各 Web サイトの閲覧時間に関する
情報を表示できます。

25.2

データの閲覧

アプリケーションの使用時間と URL の閲覧時間に関する情報は、2 つの棒グラフ（アプリケーショ
ン実行時間グラフと URL 閲覧時間グラフ）の形式で表示されます。棒グラフの棒の数は、使用し
たアプリケーションと閲覧した Web サイトの数に対応します。監視結果の閲覧のクライアント権限
を持つクライアントに関する情報のみが表示されます。
記録データを表示するには、次の手順を実行します。
1. 記録データを特定のパラメーターでフィルターします。
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実行者：
特定のログインユーザーを指定してフィルタリングすることができます。



実行コンピューター：
特定のクライアントでフィルタリングします。



実行日時：
期間でフィルタリングします。
期間を設定するには、次のいずれかを選択します。
-

最近：
N 時間、N 日間または N 週間を指定します。1 日間を設定した場合は、今日記録
されたセッションを表示します。

-

範囲：
開始日と終了日を指定します。

2.

［生成］をクリックします。

3.

フィルタリングされた記録データがアプリケーション実行時間グラフと URL 閲覧時間グラフに
表示されます。

アプリケーション実行時間グラフおよび URL 閲覧時間グラフをズームインまたはズームアウトす
るには、マウススクロールを使用します。

25.3

アプリケーション実行時間グラフ

アプリケーション実行時間グラフには、ユーザーがクライアントコンピューターで操作したアプリケ
ーションに関する情報が表示されます。
棒グラフの棒はアプリケーションに対応しています。棒の長さは、指定された期間にそのアプリケ
ーションが使用された時間に相当します。
すべてのアプリケーションの使用時間の合計時間が、グラフの右上隅に表示されます。
棒グラフの表示順序を変更するには、［アプリケーション］フィルターで次のいずれかを選択します。


短時間実行 20 アプリケーション：
使用時間の短い 20 個のアプリケーションを昇順で表示します。



長時間実行 20 アプリケーション：
使用時間の長い 20 個のアプリケーションを降順で表示します。
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降順 すべてのアプリケーション：
降順ですべての棒グラフを表示します。



昇順 すべてのアプリケーション：
昇順ですべての棒グラフを表示します。

対象アプリケーションを含むセッションのリストを表示するには、アプリケーション名の棒をクリック
します。開いたウィンドウには、次の情報が表示されます。


クライアント名：
対象アプリケーションが起動されたクライアントコンピューターの名前



ユーザー名：
クライアントコンピューターにログインしたユーザーの名前
注意：
クライアントで強制ユーザー認証（二次認証）が有効になっている場合、ユーザー名
は<ログインした Windows ユーザー>（<二次認証ユーザー>）と表示されます。



開始：
セッションの開始時間



最後の操作：
最後に取得された画面キャプチャーまたは実行された Linux コマンドの日時



完了：
セッションの終了時間

セッションプレイヤーで対応するセッションを開くには、再生［▶］をクリックします。

25.4

URL 閲覧時間グラフ

［URL 閲覧時間］グラフには、ユーザーがクライアントコンピューターで閲覧した Web サイトに関
する情報が表示されます。
棒グラフの各棒は Web サイトに対応しています。棒の長さは、指定された期間にその Web サイト
が閲覧された時間に相当します。
Web サイトの閲覧時間の合計時間は、グラフの右上隅に表示されます。
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棒グラフの表示順序を変更するには、［URL］フィルターで次のいずれかを選択します。


長時間閲覧 20 URL：
最も閲覧時間の長い 20 サイトを降順で表示します。



短時間閲覧 20 URL：
最も閲覧時間の短い 20 サイトを昇順で表示します。



降順 すべての URL：
降順ですべての棒グラフを表示します。



昇順 すべての URL：
昇順ですべての棒グラフを表示します。

対象 Web サイトを含むセッションのリストを表示するには、Web サイト名の棒をクリックします。開
いたウィンドウには、次の情報が表示されます。


クライアント名：
対象 URL の閲覧に使用されたクライアントコンピューターの名前



ユーザー名：
クライアントコンピューターにログインしたユーザーの名前
注意：
クライアントで強制ユーザー認証（二次認証）が有効になっている場合、ユーザー名
は <ログインした Windows ユーザー>（<二次認証ユーザー>）と表示されます。



開始：
セッションの開始時間



最後の操作：
最後に取得された画面キャプチャーまたは実行された Linux コマンドの日時



完了：
セッションの終了時間

セッションプレイヤーで対応するセッションを開くには、再生［▶］をクリックします。
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26. セッションエクスポート
26.1

概要

セッションエクスポートの機能により、セッションを暗号化してエクスポートすると、管理ツールにア
クセスできないコンピューターでもセッションの閲覧や音声記録の視聴ができます。セッションは、
Ekran エクスポートデータプレイヤーで再生できる.efe ファイルにエクスポートされます。再生に使
用するエクスポートデータプレイヤー（Ekran Forensic Player）は、持ち出し用エクスポートの履歴
ページからダウンロードできます。エクスポート済みセッションのデータの正当性は持ち出し用エク
スポートの履歴ページに表示されている SHA256 ハッシュで確認できます。
訳注：
持ち出し用エクスポート機能は決定的な瞬間をエクスポートして、Ekran 管理ツールにアクセス
できない環境でも再生することを目的としています。おおむね数十分までの記録のエクスポート
が想定されており、長時間のエクスポートを試みると正しく処理されません。

26.2

セッションの一部のエクスポート

セッションの一部をエクスポートするには、以下の手順を実行します。
1. エクスポートするセッションを［セッションプレイヤー］で開きます。
2.

プレイヤーで、エクスポート対象部分の最初のスライドを選択します。

3.

プレイヤーの［ツール］ドロップダウンリストから、［持ち出し用エクスポート］をクリックします。

4.

スライドの持ち出し用エクスポートウィンドウが開きます。
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5.

［プレイヤーの現在の位置からセッションのスライドをエクスポートします］オプションを選択し
ます。エクスポートする記録の開始時刻と終了時刻を入力します。

6.

クライアントの監視中に記録されたクリップボード内のテキストもエクスポートするには、［テキ
スト（その他）/キーロガーもエクスポート］オプションを選択します。

7.

［エクスポートタイプ］ドロップダウンリストから、次のいずれかを選択します。


音声付きセッション：
音声記録付きで対象セッションをエクスポートします。音声データは、［音声記録有効］
オプションが有効になっているクライアントに対してのみエクスポートされることに注意し
てください。
訳注：
音声の記録機能はエンタープライズ版を持ちの場合のみ使用できます。
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音声なしセッション：
音声記録なしで対象セッションをエクスポートします。



音声のみ：
対象セッションの音声記録データのみをエクスポートします。音声データは、［音声記録
有効］オプションが有効になっているクライアントに対してのみエクスポートされることに
注意してください。
注意：
セッションの音声記録のみをエクスポートするには、Ekran サーバーがインストールさ
れているコンピューターに Microsoft Media Foundation をインストールする必要があ
ります。Windows Server 2008 R2 では、デスクトップエクスペリエンスをインストール
する必要があります。

8.

エクスポートされたセッションをパスワードで保護する場合は、［パスワードで保護する］オプ
ションを選択し、［パスワード］ボックスと［パスワードの確認］ボックスにパスワードを入力しま
す。

9.

［エクスポート］をクリックします。

10. 持ち出し用エクスポート履歴ページが開き、エクスポートの進行状況が表示されます。
11. エクスポート処理が完了すると、エクスポートファイルがダウンロード可能になります。
12. ［ディスクに保存］をクリックして、持ち出し用エクスポートファイルをダウンロードします。

26.2.1

セッションの全スライドのエクスポート

セッションの全スライドをエクスポートするには、以下の手順を実行します。
1. エクスポートするセッションをセッションプレイヤーで開きます。プレイヤー上部の［ツール］ドロ
ップダウンリストから［持ち出し用エクスポート］をクリックします。
2.

スライドの持ち出し用エクスポートウィンドウが開きます。

3.

［セッション全期間のエクスポート］オプションを選択します。

4.

クライアントの監視中に記録されたクリップボード内のテキストもエクスポートするには、［テキ
スト（その他）/キーロガーもエクスポート］ オプションを選択します。

5.

［エクスポートタイプ］ドロップダウンリストから、次のいずれかを選択します。
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音声付きセッション：
音声記録付きで対象セッションをエクスポートします。音声データは、［音声記録有効］オ
プションが有効になっているクライアントに対してのみエクスポートされることに注意して
ください。
訳注：
音声の記録機能はエンタープライズ版を持ちの場合のみ使用できます。



音声なしセッション：
音声記録なしで対象セッションをエクスポートします。



音声のみ：
対象セッションの音声記録データのみをエクスポートします。音声データは、［音声記録
有効］オプションが有効になっているクライアントに対してのみエクスポートされることに
注意してください。
注意：
セッションの音声記録のみをエクスポートするには、Ekran サーバーがインストールさ
れているコンピューターに Microsoft Media Foundation をインストールする必要があ
ります。Windows Server 2008 R2 では、デスクトップエクスペリエンスをインストール
する必要があります。

6.

エクスポートされたセッションをパスワードで保護する場合は、［パスワードで保護する］オプ
ションを選択し、［パスワード］ボックスと［パスワードの確認］ボックスにパスワードを入力しま
す。

7.

［エクスポート］をクリックします。

8.

持ち出し用エクスポートの履歴ページが開き、エクスポートの進捗が表示されます。

9.

エクスポート処理が完了すると、エクスポートファイルがダウンロードできます。

10. ［ディスクに保存］をクリックして、セッションのエクスポートファイルをダウンロードします。

26.3

複数セッションのエクスポート

複数のセッションをエクスポートするには、次の手順に従います。
1. 監視結果の表示権限を持つユーザーで管理ツールにログインします。
2.

左側の［セッションプレイヤー］ナビゲーションリンクをクリックします。
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3.

セッションの一覧で、必要な条件でセッションをフィルターします。

4.

［セッション一覧］ドロップダウンリストから［表示中のセッションのエクスポート］を選択し、［持
ち出し用エクスポート］をクリックします。

5.

持ち出し用スライドエクスポートウィンドウが開きます。

6.

［エクスポートタイプ］ドロップダウンリストから、次のいずれかを選択します。


音声付きセッション：
音声記録付きで対象セッションをエクスポートします。音声データは、［音声記録有効］オ
プションが有効になっているクライアントに対してのみエクスポートされることに注意して
ください。
訳注：
音声の記録機能はエンタープライズ版を持ちの場合のみ使用できます。



音声なしセッション：
音声記録なしで対象セッションをエクスポートします。



音声のみ：
対象セッションの音声記録データのみをエクスポートします。音声データは、［音声記録
有効］オプションが有効になっているクライアントに対してのみエクスポートされることに
注意してください。
注意：
セッションの音声記録のみをエクスポートするには、Ekran サーバーがインストールさ
れているコンピューターに Microsoft Media Foundation をインストールする必要があ
ります。Windows Server 2008 R2 では、デスクトップエクスペリエンスをインストール
する必要があります。

7.

エクスポートされたセッションをパスワードで保護する場合は、［パスワードで保護する］オプ
ションを選択し、［パスワード］ボックスと［パスワードの確認］ボックスにパスワードを入力しま
す。

8.

［エクスポート］をクリックします。

9.

持ち出し用エクスポートの履歴ページが開き、エクスポートの進捗が表示されます。

10. エクスポート処理が完了するとすぐに、結果のファイルはダウンロード可能になります。
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11. エクスポートしたセッションごとに［ダウンロード］をクリックして、持ち出し用エクスポートの結
果をダウンロードします。
注意：
多数のセッションの持ち出し用エクスポートは時間がかかり、サーバーのパフォーマンスに影響
を与える可能性があります。

訳注：
持ち出し用エクスポート機能は決定的な瞬間をエクスポートして、Ekran 管理ツールにアクセス
できない環境でも再生することを目的としています。おおむね数十分までの記録のエクスポート
が想定されており、長時間のエクスポートを試みると正しく処理されません。

26.4

持ち出し用エクスポートの履歴の閲覧

持ち出し用エクスポートの履歴ページでは、クライアント権限の対象範囲で、エクスポート結果が
表形式で表示されます。自分自身と他の人が実行したエクスポート結果が表示されます。
持ち出し用エクスポートの履歴の表は以下の情報を含みます。


エクスポート日時：
セッションがエクスポートされた日時



クライアント名：
クライアントがインストールされているコンピューターの名前



ユーザー：
クライアントコンピューターにログインしているユーザー名



セッション開始日時：
セッションの開始日時



セッション終了日時：
セッションの終了日時



エクスポートタイプ：
エクスポートタイプは以下のいずれか
◦ セッション全期間：
セッション全期間のエクスポート
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◦ セッション全期間（テキストデータなし）：
キーストロークなしのセッション全期間のエクスポート
◦

切り捨てられた全セッション：

20,000 を超えるスライドがあり、エクスポート中に 1 GB に切り捨てられたエク
スポート
◦

開始 - 終了：
エクスポートされたセッションに含まれる期間

加えて、エクスポートされたデータに関する以下の情報が表示されます。
◦ 音声付きセッション：
音声記録付きでエクスポートされたセッション
◦ 音声なしのセッション：
音声記録なしでエクスポートされたセッション
◦ 音声のみ：
音声記録データのみでエクスポートされたセッション
注意：
セッションの音声記録のみをエクスポートするには、Ekran サーバーがイン
ストールされているコンピューターに Microsoft Media Foundation をインス
トールする必要があります。Windows Server 2008 R2 では、デスクトップ
エクスペリエンスをインストールする必要があります。


状態：
セッションエクスポートのステータス（生成済み、または生成失敗）



ファイルサイズ：
エクスポートファイルのサイズ（セッションのエクスポートが失敗した場合は、該当項目な
し）



ファイルハッシュ（SHA256）:
エクスポートされたセッションの整合性を検証するために使用できるファイルの計算され
た SHA256

エクスポートセッションをダウンロードするには、持ち出し用エクスポートの履歴の一覧で［ディスク
に保存］をクリックします。
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サーバーからエクスポートセッションを削除するには、持ち出し用エクスポートの履歴の一覧で［削
除］をクリックします。
Ekran エクスポートデータプレイヤーをダウロードするには、持ち出し用エクスポートの履歴ページ
の上部にある［エクスポートデータプレイヤー（EkranForensicPlayer）］リンクをクリックします。

26.5

エクスポート済みセッションの再生

エ ク ス ポ ー ト さ れ た デ ー タ を 閲 覧 す る に は 、 Ekran エ ク ス ポ ー ト デ ー タ プ レ イ ヤ ー
（EkranForensicPlayer）でダウンロードした .efe ファイルを開きます。Ekran エクスポートデータ
プレイヤーは持ち出し用エクスポートの履歴ページでダウンロードすることができます。
注意：
Linux または macOS でエクスポートデータを閲覧するには、Mono フレームワークをインストー
ルする必要があります。http://www.mono-project.com/docs/ の手順に従い、Mono フレーム
ワークをコンピューターにインストールします。
セッションは、Ekran エクスポートデータプレイヤーで再生できます。
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組み込みプレイヤーは、以下の部分で構成されています。


プレイヤーペイン：
Windows クライアントがインストールされているコンピューターの、画面キャプチャーの
閲覧、または、Linux クライアントがインストールされているコンピューターの、取得したコ
マンド入力と出力のテキストを端末風の見た目に再現したデータの閲覧が行えます。ナ
ビゲーションセクションのボタンで、画面キャプチャー、Linux コマンド、音声記録の再生
を管理できます。
注意：
［ユーザー操作記録時にスクリーンキャプチャーを生成する。］が無効の場合は、ユ
ーザー操作はスクリーンショットなしで記録されます。



（Windows クライアント）詳細ペイン：
選択された画面キャプチャーに紐づけられたテキストデータ（キーストロークとクリップボ
ード）、USB デバイス情報、訪問した Web サイトの URL アドレスを閲覧できます。



メタデータペイン：
表形式でセッション内の記録を表示します。以下の項目で構成されます。
◦ Windows クライアントの場合：
Activity time（日時）、Activity title（ウィンドウタイトル）、Application name（ア
プリケーション名）、URL、Text Data（テキストデータ）
◦ Linux クライアントの場合：
Activity time（日時）、Command（コマンド）、Function（関数）、Parameters
（パラメーター）
注意：
エクスポートを実行したユーザーに対象クライアントのテキストデータの表示権限がな
い場合、スライドエクスポートの結果にはキーストロークは含まれません。

閲覧中に以下の操作を行うことができます。


ビデオの再生/一時停止：
プレイヤーペインにある再生/一時停止を使います。
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スライドの移動：
プレイヤーペインで矢印ボタンを使います。



フルスクリーンモードでスライドを開く：
プレイヤーペインでスライドをダブルクリックするか、



をクリックします。

スライドの再生速度を変更する：
をクリックします。1/2/4/8/16 フレーム/秒から選択できます。



スライドの一部を拡大する：
拡大鏡



をクリックします。

マルチモニターを使用するクライアントセッションでモニター間を移動する：
All、1、2 などをクリックします。



音声記録を再生する：
をクリックします。



音声記録の再生を停止する：
をクリックします。

26.6

エクスポートデータの検証

エクスポートしたセッションの整合性は持ち出し用エクスポートの履歴 ページに表示される
SHA256 ハッシュを使用して検証することができます。
エクスポートしたセッションの整合性を検証するには、お使いのコンピューターでエクスポートした
セッションの SHA256 ハッシュを計算し、持ち出し用エクスポートの履歴ページに表示されている
SHA256 ハッシュと比較します。
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27. トラブルシューティング
27.1

ログファイルの閲覧

ログファイルには、管理者がシステムの問題を見つけるのに役立つ情報が含まれています。
このログファイルはお客様自身で解析すれば、お使いのシステムで発生中の事象についてより多
くの情報を得ることができます。あるいはサポートチームに送付して、サポートチームがシステム
の問題の原因を見つけるのに役立たせることもできます。

27.1.1

管理ツールログファイルのダウンロード

管理ツールのログファイルをダウンロードするには、左側の［ヘルスモニタリング］ナビゲーションリ
ンクをクリックし、［システムの状態］タブの横の▼アイコンをクリックして、ドロップダウンリストから
［管理ツールのログファイルの保存］を選択します。［名前を付けて保存］ウィンドウで、ログファイ
ルを保存する場所を参照し、［保存］をクリックします。ログファイルがコンピューターにダウンロー
ドされます。

27.1.2

サーバーログファイルのダウンロード

サーバーのログファイルをダウンロードするには、左側の［ヘルスモニタリング］ナビゲーションリン
クをクリックし、［システムの状態］タブの横の▼アイコンをクリックして、ドロップダウンリストから
［サーバーのログファイルの保存］を選択します。［名前を付けて保存］ウィンドウで、ログファイル
を保存する場所を参照し、［保存］をクリックします。ログファイルがコンピューターにダウンロードさ
れます。
サーバーが再起動するたびに、新しいログファイルが作成されることに注意してください。新しいロ
グ ファイ ル は管 理ツー ルか ら ダウ ンロ ードでき ます 。過去 の ログ ファイ ルは C： \Program
Files\Ekran System\Ekran System\ServerLogs にあります。

27.1.3

クライアントログの出力レベル設定

クライアントのログファイルに保存されるログエントリのログレベルを定義するには、左側の［クライ
アント管理］ナビゲーションリンクをクリックし、次に対象クライアントの［クライアントの編集］リンク
をクリックします。クライアントの編集ページの［プロパティ］タブの［診断］グループで、ログレベル
を選択し、［完了］をクリックします。デフォルトでは、ログレベルは［情報（Info）］に設定されていま
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す。
［クライアントグループの編集］中にログエントリのログレベルを定義することもできます。

27.1.4

クライアントログファイルのダウンロード

クライアントログファイルをダウンロードするには、左側の［クライアント管理］ナビゲーションリンク
をクリックしてから、必要なオンラインクライアントの［ログのダウンロード］リンクをクリックします。
［名前を付けて保存］ウィンドウで、ログファイルを保存する場所を参照し、［保存］をクリックします。
クライアントログファイルがコンピューターにダウンロードされます。
注意：
ログファイルは、オンラインクライアントに対してのみダウンロードできます。
クライアントグループのクライアントログファイルをダウンロードするには、左側の［クライアント管
理］ナビゲーションリンクをクリックし、必要なクライアントグループの［すべてのログのダウンロード］
リンクをクリックします。［名前を付けて保存］ウィンドウで、ログファイルを保存する場所を参照し、
［保存］をクリックします。クライアントログファイルがコンピューターにダウンロードされます。

27.2
27.2.1

データベース/サーバー
データベース/サーバー関連の問題

問題

原因/解決策

サーバートレイからサーバーを起動さ

サーバーを起動させるには、［ServerTray］プロセス

せることができません。

を管理者アカウントで起動しなければなりません。

データベースにあるレコードが多すぎ

データベースから古いレコードを削除する機能であ

ます。

る、自動/手動のデータベースクリーンアップを使用し
てください。

新しいデータベースを定義しました。

古いデータベースはそのまま前の場所にあり、変更さ

古いデータベースはどうなったのでし

れません。

ょう。
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問題

原因/解決策

Ekran サーバーの実行に使用される

Ekran サーバーの実行に使用される SQL Server ユ

アカウントを持つ非デフォルトの SQL

ーザーアカウントに dbcreator および public ロール

データベースユーザーを作成する必

を付与していることを確認してください。［ユーザーは

要があります。

次回ログイン時にパスワードを変更する必要があり
ます］オプションをオフにする必要があります。

データを古いデータベースから新しい

残念ながらデータを古いデータベースから新しいデー

データベースに移す必要があります。

タベースに移すことはできません。

データを失わずにデータベースのタイ
プを変更したいです。
SQL Server データベースを別のコン

残念ながら別のコンピューターに SQL Server データ

ピューターに移動したいのですが。

ベースを再配置することはできません。ただし SQL
Server の機能で、同じコンピューター内の別の場所
に移動させることは可能です。

新バージョンのサーバーをインストー

サーバーをバージョンアップした場合、古いデータは

ルしました。データは古いものをその

そのまま残り利用できます。しかしサーバーを再イン

まま使いたいです。

ストールした場合は、新しいデータベースを使う必要
があります。

間違って、データベースを MS SQL

新しいデータベースを定義する必要があります。サー

Server から削除してしまいました。

バーを再インストールしてください。

データベースを縮小することができま

 MS SQL Server データベースを使っていることを

せん： 管理ツールのデータベースオ
プションタブにある［データベースのシ
ュリンク］ボタンが表示されません。

確認します。
 クリーンアップ処理が進行中の場合、縮小を実行
することはできません。

アンチウイルスソフトがサーバーのア

アンインストール用プログラムの仕様により、アンチ

ンインストール／アップデートをブロッ

ウイルスソフトの中には、ウイルススキャンの際に偽

クしてしまいます。

陽性として検出してしまうものがあります。この場合、
サーバーをアンインストール／バージョンアップする
間はアンチウイルスソフトを無効にすることをお勧め
します。
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27.2.2

データベース/サーバー関連のエラーメッセージ

以下の表は、データベースとサーバーに関連したエラーメッセージと、それらの原因および考えら
れる解決策を提供します。以下のメッセージは、管理ツール内、サーバートレイサービスから、ま
たはサーバーのインストール中に表示されます。
メッセージ

原因/解決策

管理ツールで以下のメッセージが出

 サーバーから MS SQL Server への接続が切れて

た場合：

います。MS SQL Server が動作しており、オンラ

「MS SQL データベースへの接続が

インであり、アクセス可能であることを確認してくだ

失われました。データベースがアクセ

さい。MS SQL Server のコンピューターがアクセス

ス可能かチェックし、もう一度トライし

可能かチェックするには、Windows コマンドプロン

てください。」

プトに以下コマンドを入力します：
ping <MS SQL Server のコンピューター名>
 MS SQL Server への接続がファイアウォールによ
りブロックされています。MS SQL Server 側のファ
イアウォールを無効にしてみてください。

EkranServer サービスを再起動しよ

EkranServer サービスの再起動は、管理者アカウン

うとする際に、以下のメッセージが出

トでのみ可能です。

た場合：
「サーバーを再起動するには権限が
不十分です。」
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メッセージ

原因/解決策

データベースをクリーンアップしようと

 データベースのクリーンアップ時に、プログラムが

して、以下のエラーが出た場合：

想定外のエラーに遭遇しました。もう一度、データ

「データベースのクリーンアップ中に

ベースのクリーンアップを試してください。

エラーが発生しました。もう一度トライ
してください。」

 EkranServer サービスが動作しているか確認して
ください。
 データベースへの接続に問題があります。データ
ベースをインストールしたコンピューターがオンラ
インであり、アクセス可能であることを確かめてく
ださい。コンピューターがアクセス可能かチェック
するには、Windows コマンドプロンプトに以下コマ
ンドを入力します：
ping <データベースをインストールしたコンピュー
ター名>
 問題がまだ起こるようなら、Ekran インストールフ
ォルダーの下の［Server］フォルダーにあるログ
（Server.log）を弊社にお送りください。

サーバートレイから以下のメッセージ

 サーバーはデータベースへの接続を失っていま

が出た場合：

す。データベースをインストールしたコンピューター

「データベースとのサーバー接続は

がオンラインであり、アクセス可能であることを確

失われました。クリックしてログを確

かめてください。コンピューターがアクセス可能か

認してください。」

チェックするには、Windows コマンドプロンプトに
以下コマンドを入力します：
ping <データベースをインストールしたコンピュー
ター名>
 問題がまだ起こるようなら、Ekran インストールフ
ォルダーの下の［Server］フォルダーにあるログ
（Server.log）を弊社にお送りください。
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メッセージ

原因/解決策

データベースに対するアクションの実

 データベースに対するアクションの実行時に、プロ

行時に、以下メッセージのいずれか

グラムが想定外のエラーに遭遇しました。もう一度

が出た場合：

アクションを実行してみてください。

「データベースを縮小する時にエラー
が起こりました。もう一度トライしてく
ださい。」

 データベースとの接続に問題があります。データ
ベースをインストールしたコンピューターがオンラ
インであり、アクセス可能なことを確かめてくださ

「データベース情報を取得する際にエ

い。コンピューターがアクセス可能かチェックする

ラーが起こりました。もう一度トライし

には、Windows コマンドプロンプトに以下コマンド

てください。」

を入力します：
ping <データベースをインストールしたコンピュー
ター名>
 問題がまだ起こるようなら、Ekran インストールフ
ォルダーの下の［Server］フォルダーにあるログ
（Server.log）を弊社にお送りください。

27.3
27.3.1

管理ツール
管理ツール関連の問題

問題

原因/解決策

管理ツールへの接続時に 、「HTTP

Windows 7 の場合：

500 内部サーバーエラー」が表示され
ます。

1. ［Windows の機能］ウィンドウで以下のチェッ
クボックスがすべてオンになっていることを確
かめます：
Microsoft .Net Framework 3.5.1 >
Windows Communication Foundation
HTTP Activation および
Windows Communication Foundation
non-HTTP Activation
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問題

原因/解決策

2. コマンドプロンプト（cmd.exe）を管理者として実
行し、以下を入力します。
32 ビットコンピューターの場合：
%windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.x
xxxx\aspnet_regiis.exe –iru
64 ビットコンピューターの場合：
%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0
.xxxxx\aspnet_regiis.exe –iru
例：
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v
4.0.30319\aspnet_regiis.exe –iru
3. ［Enter］を押します：
Windows 10, 8.1 または 8 の場合：
［Windows の機能］ウィンドウで以下チェックボッ
クスがすべてオンになっていることを確かめます：
Net Framework 3.5（.NET 2.0 および 3.0 を含
む） > Windows Communication Foundation
HTTP アクティブ化および
Windows Communication Foundation 非
HTTP アクティブ化
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問題

原因/解決策

［ ライ セン ス管 理 ］ 機 能 が利 用 でき

クライアントのインストールと管理の管理権限及びラ

ず、サーバー／ワークステーションラ

イセンス管理の管理権限を持っているか確かめてく

イセンスをクライアントに割当てでき

ださい。

ません。

シングルテナントモードで、この権限があるのに［ライ
センス管理］機能が利用できない場合、プログラムが
ライセンスされていません。シリアルキーを購入し、オ
ンラインでアクティベートするか、ベンダーのライセン
スサイトでアクティベートしてオフラインで追加してくだ
さい。
マルチテナントモードで、デフォルトテナントのユーザ
ーでない場合、所属先の Ekran 管理者にライセンス
が割り当てられているか確認してください。

Ekran サーバーをインストールしたコ

まずベンダーのライセンスサイトでシリアルキーをア

ンピューターにインターネット接続が

クティベートします。その後、サーバーをインストール

なく、シリアルキーをアクティベートで

したコンピューターでアクティベート済みキーを追加で

きません。

きます。

Ekran サーバーを再インストール／

 前回シリアルキーをオンラインでアクティベートし

バージョンアップしましたが、アクティ

た場合は、サーバーの再インストール／バージョ

ベート済みのシリアルキーが入ってい

ンアップ後にアクティベート済みシリアルキーは自

ません。

動的に同期されます。このためには、サーバーの
最初の起動時にインターネット接続を有効にして
いる必要があります。それでもシリアルキーが表
示されない場合はライセンス管理ページにて［更
新］ボタンを押してみてください。
 前回オフラインでのアクティベーション（アクティベ
ート済みシリアルキーの追加）を行った場合は、管
理ツールでもう一度キーを追加する必要がありま
す。
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問題

原因/解決策

クライアントのインストール時に、ドメ

この問題はネットワークまたは Windows の問題によ

インコンピューターのリストが空になり

り起こる可能性があります（例： コンピューターがロ

ます。

ーカルネットワークへ接続できない場合）。ネットワー
クに問題がない場合は、［IP アドレスで指定］オプショ
ンを使ってコンピューターを検索してみてください。こ
の方法でクライアントをインストールするには、［クライ
アントのインストール］画面で［IP アドレスで指定］をク
リックします。

クライアントのインストール時に、ドメ

Ekran システムは Windows の標準方式でドメインコ

インコンピューターのリストに欠落が

ンピューターのリストを取得します。Windows の標準

あります。

方式では、コンピューターの完全なリストを常に提供
できる訳ではありません。

ターゲットコンピューターがドメイン外

コンピューターネットワークの DNS 設定が対応してい

にあります。

れば、以下の方法を実施できます：
 ［IP アドレスで指定］オプションを使ってコンピュー
ターを検索します。この方法でクライアントをインス
トールするには、［クライアントのインストール］画
面で［IP アドレスで指定］をクリックします。
 インストールパッケージを作成し、ターゲットコンピ
ューターのローカルでクライアントをインストールし
ます。インストールパッケージを生成するには、ま
ず［クライアントのインストール］画面で［インストー
ルパッケージ（ファイル）を保存する］をクリックしま
す。次に、希望するインストールファイルのタイプ
を選んでダウンロードします。その後、インストー
ルファイルをターゲットコンピューターに移して、イ
ンストール処理を開始できます。

クライアントにワークステーションライ

すべてのライセンスはいつでも、クライアントから割り

センスの代わりにサーバーライセンス

当てを解放させることができます。

を割り当ててしまったか、または、間
違ったクライアントにライセンスを割り
当ててしまいました。
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問題

原因/解決策

インストールしていないクライアントが

以前インストールされた古いクライアントが表示され

表示されます。

ているかもしれません。管理ツールからリモートでクラ
イアントをアンインストールすることもできますし、クラ
イアントコンピューターのローカルでアンインストール
することもできます。

パラメーターを正確に設定したのに、

サポート対象外の Microsoft Exchange サーバー

E メール通知を受け取れません。

2010 が使われていないか確認してください。

管理ツール機能のいくつかが利用で

それらの機能に対する権限を持っているか確認してく

きません。

ださい。

管理ツールページの表示が正しくあり

Web ブラウザーのキャッシュとクッキーをクリアしてサ

ません。

インインし直してみてください。

管理ツールページのナビゲーションリ

Web ブラウザーのキャッシュとクッキーをクリアしてサ

ンクに表示されないものがあります。

インインし直してみてください。

ユーザーに対して、すべてのクライア

管理ツールでユーザーのクライアント権限を定義する

ントへのアクセスを許可したくありま

ことにより、ユーザーがどのクライアントにアクセスで

せん。

きるかを設定できます。

Ekran のユーザーのパスワードを忘

管理者に連絡して、パスワードを変更してもらってくだ

れてしまいました。

さい。

テナントの管理者のパスワードを忘

テナントの管理者が E メール経由で登録された場合、

れてしまいました。

Ekran 管理者に新しいパスワードを E メールで送付
するよう依頼してください。テナントの管理者がドメイ
ンユーザーの場合、システム管理者に連絡してくださ
い。

禁止されているはずのアクションをユ

ユーザーが所属しているグループをチェックしてくださ

ーザーが実行できてしまいます（例：

い。ユーザーは、グループから新たに権限を継承して

権限を有していないのにクライアント

いるかもしれません。

を閲覧可能）。
E メールでレポートやアラート通知を

メールソフトのスパムフォルダーを確認してください。

受け取れません。
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27.3.2

管理ツールのエラーメッセージ

以下の表は、管理ツールで表示される可能性のあるエラーメッセージと、その原因および考えら
れる解決策のリストを提供します。
メッセージ

原因/解決策

管理ツールへの接続時に以下のメッ

アクションの実行時に、プログラムが想定外のエラー

セージが出た場合：

に遭遇しました。

「サーバーは利用不能です。管理者
に連絡してください。」

 管理ツールの表示を更新してください。
 Ekran サーバーが動作していることを確認してくだ
さい。
 Ekran サーバーを再起動して、もう一度トライして
ください。
問題が依然として起きるようなら、サポートチームに
連絡してください。

管理ツールへの接続時に、以下のメ

ユーザー用のログイン ID とパスワードが正しいか確

ッセージが出た場合：

かめてください。Windows ユーザーとしてログインす

「ログイン名またはパスワードが違い

る場合は、<ドメイン名>\<ログイン ID>形式で入力す

ます。」

るのを忘れないでください。

27.3.3

記録データの閲覧に関連する問題

問題

原因/解決策

管理ツールへのログインは成功しま

 当マニュアルの「クライアントからのデータ受信に

したが、Windows クライアントからの
画像（スライド）データがまったく見当
たりません。

関する問題」を確認してください。
 管理者に連絡を取り、そのクライアントに対する監
視結果の閲覧権限があるかどうか確認してくださ
い。
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問題

原因/解決策

アラートイベントを発生させたのにア

 管理ツールの［アラートの編集］画面の［アラート

ラート通知が行われず、管理ツール

ルール］タブで、定義したパラメーターが正しいこと

上 でも ア ラー ト として表示 され ませ

をチェックしてください（例： ウィンドウタイトルの代

ん。

わりにプロセス名を定義したのかもしれません）。
そのためには、管理ツールで［アラート管理］画面
を開き、対象アラートについて［アラートの編集］を
クリックし、さらに［アラートルール］タブを選択しま
す。
 アラートが無効になっているかもしれません。管理
ツールの［アラートプロパティ］タブでアラートが有
効になっているかどうか確認してください。

通知設定を行ったイベントの中に、ア

管理ツールの［アラート管理］＞［アラートの共通設

ラート通知を受け取れないものがあり

定］画面で［同一イベントの場合、次の期間はアラー

ます。

トを生成しない］パラメーターをチェックしてください。
同じアラートイベントについて、最後の発生時間とそ
の前の発生時間との経過時間が設定値未満だった
場合、通知は行われません。

画像（スライド）の中に空白のものが
あります。

 ユーザーがタイピングを連続して行い、タイピング
を止め、3 秒以内にウィンドウを別のものに切り替
えた場合、キーストロークは空白の画像（スライド）
に紐付けて表示されます。
 ユーザーがリモートデスクトッププロトコル（RDP）
を使用してクライアントコンピューターにアクセスし
ており、かつリモートデスクトップ接続のウィンドウ
を最小化している場合は、空白の画像（スライド）
が作成されます。
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問題

原因/解決策

セッションを再生しても画像（スライド）

問題のクライアントの設定で、［ユーザー操作記録時

が１枚も表示されません

に画像（スライド）を生成する。］が有効かどうかを確
認してください。
この設定は［クライアント管理］ページを開き、問題の
クライアントの［クライアントの編集］をクリックし、［画
像（スライド）取得オプション］タブを開くことで確認で
きます。

画像（スライド）の中に、２つの部分に

クライアントコンピューターに２つのモニターがある場

分かれているように見えるものがあり

合、両方の画像（スライド）が記録され閲覧していま

ます。

す。

テキストのコピー、切り取り、貼り付け

 このクライアントに対するテキストデータの閲覧

を行ったのに、テキストデータ（キース

（Viewing text data）権限があるかどうか確認して

トローク等）のフィールドが空白です。

ください。
 クライアント構成画面で［クリップボード監視有効］
設定が有効になっているかチェックしてください。

画像（スライド）が定義したよりも頻繁

［クライアント編集］画面で、画面を［定期的に取得す

に送られます。

る］オプション以外のものを有効にした場合、ユーザ
ーの行う操作に応じてより頻繁に画像（スライド）が作
成されることになります。管理ツールの［クライアント
管理］ナビゲーションリンク＞［クライアントの編集］リ
ンク＞［クライアントの編集］画面＞［クライアントの構
成］タブ＞［画像（スライド）取得オプション］タブでクラ
イアント設定を確認してください。

スクリーンキャプチャー画像がブレて

クライアントコンピューターでスムーズインターフェー

います。

スアニメーションが有効であり、アニメーションの動作
中にスクリーンキャプチャーが撮られたのかもしれま
せん。
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問題

原因/解決策

スクリーンキャプチャー画像がモノク

そのクライアントはグレイスケール画像で画像（スライ

ロです。

ド）を取得するように設定されています。管理ツール
の［クライアント管理］ナビゲーションリンク＞［クライ
アントの編集］リンク＞［クライアントの編集］画面＞
［クライアントの構成］タブ＞［画像（スライド）取得オプ
ション］タブでクライアント設定をチェックしてください。

画像（スライド）取得の時間が、私の

スクリーンキャプチャーの時間は Ekran クライアント

コンピューターの時間と合っていませ

がインストールされたコンピューターで表示される時

ん。

間と対応しています。

画像（スライド）取得の時間が、Ekran

クライアントコンピューターの時間設定が変更されな

クライアントのコンピューターで表示さ

かったか確認してください。

れているはずの時間と合っていませ
ん。

27.4

Windows クライアント

27.4.1

クライアントのインストール確認

Ekran クライアントのインストールが成功した場合、クライアントは管理ツールの［クライアント管理］
画面のクライアント一覧に現れます。管理ツール上にクライアントが見あたらない場合、クライアン
トがインストールされたかどうか確認する必要があります。
調査対象のコンピューターに Ekran クライアントがインストールされたかどうかは、以下の方法の
いずれかでチェックできます：


EkranService.exe プロセスが実行中である。



EkranClient サービスと EkranController サービスが開始されている。

Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
504

ジュピターテクノロジー株式会社



<システムディスク>:\Program Files\Ekran System\Ekran System\Client フォルダ
ーに実行可能ファイルが存在している。



レジストリの HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EkranSystem\Client キーに
値が存在している。
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27.4.2

クライアントのインストール/アンインストールに関する
問題とエラーメッセージ

リモートからクライアントをインストール/アンインストールする時に起こる問題は、多くの場合ネット
ワーク設定またはシステム設定が不十分であるために発生します。クライアントコンピューターの
管理権限を持つことと、リモートインストールの成功条件のすべてを満たしていることを確認してく
ださい。

27.4.2.1

リモートインストールに関するエラーメッセージ

リモートからのクライアントインストール中に以下のエラーメッセージ表示されることがあります。


ユーザーはリモートホストの十分な権限を持っていません。



ネットワークの名前を見つけることができません。



クライアントコンピューターはエージェントがインストールされる前に再起動する必要があ
ります。



ホストは現在、使用不能か電源が落ちています。後ほどもう一度試してください。
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27.4.2.2

リモートインストールの問題解決

クライアントのリモートインストール中に「ユーザーはリモートホストの十分な権限を持っていませ
ん」というエラーメッセージを受け取った場合、この問題は一般に以下のような原因で起こっている
可能性があります：


ネットワーク共有へアクセス不能



DNS サービスが利用不能



UAC が有効（Windows 10/8/7/Vista）



Active Directory のエラー



ドメインのサービスプリンシパル名の問題



２台のコンピューターが同じコンピューター名

問題：ネットワーク共有へアクセス不能
リモートインストールを成功させるには、Ekran システムがターゲットコンピューターの管理共有に
アクセスする必要があります。まず、最初に、管理共有にアクセスできるか確認してください。アク
セスできない場合は有効にしてください。

チェック方法：
管理共有が利用可能かチェックするには、以下の手順を実行します：
1. Windows エクスプローラーを開きます。
2. アドレスバーに
\\<ターゲットコンピューターの IP アドレスまたはコンピューター名>\admin$
と入力し、［Enter］を押します。

3. ［ネットワーク資格情報の入力］ウィンドウが開いたら、管理者の資格情報を入力して［OK］を
クリックします。
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4. ログイン資格情報が受け付けられたら、システムフォルダーが開きます（デフォルトでは、
C:\Windows になっています）。
ステップ 2 の実行時にエラーになった場合は、コマンドプロンプト（cmd.exe）を開き、
ping <ターゲットコンピューターの IP アドレスまたはコンピューター名>
を入力して実行し、結果について以下をチェックしてください：


ping の応答が無い場合はネットワークがダウンしているかもしれません。ネットワーク接
続をチェックし、もう一度試してみてください。



ネットワークがアップされているのに ping の応答が無い場合は、リモートコンピューター
のファイアウォールを確認してください。リモートコンピューターのファイアウォールは無
効にしてください。



ping の応答があるのに管理共有がまだ利用できない場合は、［共有ウィザード］または
［簡易ファイル共有］が無効になっていることをチェックしてください。



ping の応答があり、また共有設定にも問題がなく、それでも管理共有にアクセスできな
い場合、リモートコンピューターの Server システムサービスが動作しているかチェックし
てください。

ステップ 3 の実行時にログインエラーになった場合、下記を試してください：


入力した資格情報が正しいかを確かめてください。ドメイン管理者アカウントまたはリモ
ートコンピューターのローカル管理者アカウントの資格情報を入力する必要があります。



アカウントパスワードが空でないか確認してください。空のパスワードを持つアカウント
は、リモート接続には使えません。



リモートコンピューターがドメインに参加している場合、ユーザー名を <ドメイン名>\<ユ
ーザー名> の形式で入力してみてください。
ワークグループの場合は、<コンピューター名>\<ユーザー名> で試してみてください。

対応方法：
管理共有へアクセスできるようにするには、LocalAccountTokenFilterPolicy を有効にする必
要があります。
注意：
これはリモートでのアプリケーションインストールを妨げる可能性のある、既知の Windows の
問題です。
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LocalAccountTokenFilterPolicy を有効にするには、次の手順を実行します：
1. Windows レジストリエディターを開きます。
2. レジストリエディターのウィンドウで、以下のキーを選択します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policie
s\System
3. 一覧内の LocalAccountTokenFilterPolicy をダブルクリックするか、またはそれを選択し
て右クリックメニューで［修正］をクリックします。
4. ［値のデータ］ボックスに 1 を入力し、［OK］をクリックします。
5. Windows レジストリエディターを閉じます。
LocalAccountTokenFilterPolicy というレジストリ値が存在しない場合は、次の手順を実行して
ください：
1. Windows レジストリエディターの編集メニューで［新規］にマウスカーソルを当て、さらに
［DWORD（32 ビット）値］をクリックします。
2. ［新しい値 #1］という名前の値ができるので、この名前を変更します。
3. LocalAccountTokenFilterPolicy と入力して、［ENTER］を押します。
4. この LocalAccountTokenFilterPolicy をダブルクリックするか、またはそれを選択して右ク
リックメニューで［修正］をクリックします。
5. ［値のデータ］ボックスに 1 を入力し、［OK］をクリックします。
6. Windows レジストリエディターを閉じます。

問題：DNS サービスが利用不能
DNS サービスがお客様のネットワークで利用できないのかもしれません。リモートコンピューター
にコンピューター名でアクセスできない場合、IP アドレスを使ってみてください。

チェック方法：
DNS サービスが利用できるかチェックするには、コマンドプロンプト（cmd.exe）で以下のコマンドを
実行してみてください： ping <コンピューター名>
このコマンドに応答がない場合、DNS サービスを有効にする必要があります。
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対応方法：
DNS サービスを有効にするには、Windows トラブルシューティングの手順に従ってください。
Windows Server 2003 では netdiag.exe ツールを使うことができます。

問題：UAC が有効（Windows 10/8/7/Vista）
Windows 8/7/Vista のリモート PC 上の管理共有に正常にアクセスできているが、Ekran クライア
ントのリモートインストールが失敗する場合は、リモートコンピューターの UAC（ユーザーアカウン
ト制御）を無効にしてみてください。

チェック方法：
デフォルトで、Windows8/7/Vista では UAC は有効になっています。

対応方法：
UAC を無効にするには、以下の手順を実行します。
1. Windows レジストリエディターを開きます。
2. 以下のキーを選択します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policie
s\System
3. 一覧内の EnableLUA をダブルクリックするか、またはそれを選択して右クリックメニューで
［修正］をクリックします。
4. 開いたウィンドウで、［値のデータ］に 0 を入力して［OK］をクリックします。
5. Windows レジストリエディターを閉じます。次に、クライアントコンピューターを再起動します。

問題：Active Directory のエラー
Active Directory のエラーは、２つの Active Directory ドメインの間の信頼関係を表している重要
なオブジェクトがないために起きている可能性があります。Active Directory ドメインは通常、親子
またはツリールートの信頼関係を持っています。

チェック方法：
２つ以上の複製されたドメインが存在する場合、Active Directory のエラーが起こるかもしれませ
ん。
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対応方法：
Active Directory のエラーを解決するには、以下の手順を実行してください：
1. AD サーバーで［Active Directory ユーザーとコンピューター］ツールを開きます。
2. システムコンテナを開きます。
3. システムコンテナに TDO オブジェクト（信頼されたドメインオブジェクト）がまったくない場合
は、異なるドメインに属するドメインコントローラー間の親子関係の信頼を netdom コマンドで
リセットしてください。

問題：ドメインのサービスプリンシパル名のエラー
レプリカをホストしているドメインのサービスプリンシパル名（SPN）が、dcpromo.exe ファイル実
行時に使用するアカウントが含まれるドメインへと伝達されていなかった時に、SPN に関して問題
が起こる可能性があります。この伝達はレプリケーション遅延のために遅れてしまったのかもしれ
ません。

対応方法：
SPN に関する問題を解決するためには、以下のいずれかを行ってください：


子ドメインのドメイン管理者でログインする。



レプリケーションが完了するのを待ち、ルート管理者アカウントを使用する。

問題：2 台のコンピューターが同じコンピューター名
子ドメインのコンピューターが親ドメインにあるコンピューターと同じ名前を持っています。

対応方法：
この問題を解決するには、子ドメインのコンピューターと同じ名前を持つ、親ドメインのコンピュータ
ーの名前をつけ直します。
リモートでのクライアントインストールの最後に「ネットワーク名が見つかりません」というメッセージ
を受け取った場合、以下の原因で起こった可能性があります：


リモートコンピューターへアクセスできない



ネットワーク共有へアクセスできない
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問題：リモートコンピューターへアクセスできない
チェック方法：
リモートコンピューターにアクセスできるかチェックしてください。チェックするには、以下のコマンド
を Windows コマンドプロンプトに入力してください：ping <リモートコンピューター名>
このコマンドに応答がない場合、アクセスがリモートコンピューターのファイアウォールにブロックさ
れている可能性があります。

対応方法：
ターゲットコンピューターで LocalAccountTokenFilterPolicy を有効にしてみてください。

問題：ネットワーク共有へアクセスできない
「問題：ネットワーク共有へアクセス不能」で説明された手順に従ってください。
リモートでのクライアントインストールの最後に「クライアントマシンはエージェントインストールの前
に再起動されなければなりません」というメッセージを受け取った場合、コンピューターを再起動し
てください。最近クライアントをアンインストールした場合、まずクライアントコンピューターを再起動
する必要があるからです。
［アンインストール］をクリックした後に「ホストは現在利用できないか、または電源がオフになって
います。後ほどもう一度試してください。」というメッセージが表示された場合、これは、クライアント
がオフラインであるか、またはサーバー接続ができていないことを意味しています。以下のいずれ
かを実行してください：


クライアントがオンラインと表示されるまで待つ。



クライアントがオンラインと表示されない場合、Windows コマンドプロンプトを使用してク
ライアントコンピューター上でローカルにクライアントをアンインストールする。
UninstallClient.exe /key=<アンインストールキー>

デフォルトでは、UninstallClient.exe ファイルは C:\Program Files\Ekran System\Ekran
System\にあります。

27.4.3

クライアントからのデータ受信に関する問題

インストールしたクライアントがオンラインと表示されない場合：
以下を実行してください。
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クライアントがインストールされていて、サービスが動作しているか確認します。



ネットワーク接続に問題が無いか確認します。



サーバーコンピューターのコマンドプロンプト（cmd.exe）で以下のコマンドを実行します：
ping <クライアントコンピューター名）>
コマンドでネットワークの問題が表示された場合、その問題を解決します。



クライアントのプロセス／サービスがアンチウィルスソフトウェアによってブロックされて
いないか確認します。

Ekran サーバーのコンピューター名を変更した場合：
クライアントコンピューター上のレジストリで名前を変更する必要があります。
サーバー名を変更するには、次の作業を実行します：
1. Windows レジストリエディターを開きます。
2. 以下のキーを選択します：
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EkranSystem\Client
3. 一覧内の RemoteHost をダブルクリックするか、またはそれを選択して右クリックメニューで
［修正］をクリックします。
4. クライアントの接続先 Ekran サーバーの新しいコンピューター名または IP アドレスを入力しま
す。
5. クライアントコンピューターを再起動します。
注意：
クライアントが非プロテクトモードで動作中の場合、管理ツールでクライアントをもう一度リ
モートインストールすれば接続先サーバー名は自動変更されます。

クライアントがオンラインにもかかわらずデータをまったく送信しない場合：
以下を実行してください。


クライアントの構成画面で［ユーザー操作記録時に画像（スライド）を生成する。］が有効
になっているか確認します。



ライセンスがそのクライアントに割り当てられているか確認します。



クライアントのディスク空き容量が 500MB 以上あることを確認します。
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データベースが満杯でないことを確認します。：
Ekran データベースがあるサーバーデータベースのディスクに空きスペースがまったく
ないかもしれません。

インストール済みのクライアントがデータ送信を停止した場合
以下の問題によって起こった可能性があります：


クライアントコンピューター上のクライアントプロセスが終了されたかもしれません。クラ
イアントコンピューターでクライアントプロセスが実行中であることを確認してください（当
マニュアルの「クライアントのインストール確認」のトピックを参照ください）。



クライアントサービス（EkranClient）が停止されたかもしれません。開始されていることを
確認してください。



クライアントコンピューターがオフラインであるかもしれません。オンラインであり、ネット
ワーク接続に問題がないことを確認してください。



データ送信がアンチウィルスソフトウェアによって妨げられているかもしれません。クライ
アントプロセス／サービスがアンチウィルスソフトウェアによってブロックされていないこ
とを確認してください。



接続がファイアウォールによってブロックされているかもしれません。ブロックを解除して
ください。

27.4.4

USB 監視に関する問題

インストール済みクライアントで USB 監視/ブロックオプションを有効にしても USB デバイスを検出
しない場合、以下を実行してください：
1. USB ドライバーがインストールされているか確認してください。コマンドプロンプト（cmd.exe）
で以下のコマンドを実行します：
UninstallClient.exe /usbcheck
2. USB ドライバーがインストールされていない場合はインストールしてください。コマンドプロン
プト（cmd.exe）で以下のコマンドを実行します：
UninstallClient.exe /usb=true /key=<アンインストールキー>
3. USB ドライバーを一度アンインストールし、後で再インストールしてください。コマンドプロンプ
ト（cmd.exe）で以下のコマンドを実行します：
UninstallClient.exe /usb=false /key=<アンインストールキー>
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27.5

Linux クライアント

27.5.1

クライアントからのデータ受信に関する問題

インストールしたクライアントがオンラインと表示されない場合：
以下を実行してください。


Linux クライアントがインストールされていること、またクライアントの状態をチェックして
クライアントが動作していることを確認します。



ネットワーク接続に問題がないか確認します。
サーバーマシンのコマンドプロンプト（cmd.exe）で以下のコマンドを実行します：
ping <クライアントコンピューター名>
コマンドでネットワークの問題が表示された場合、その問題を解決します。

Linux クライアントがオンラインにもかかわらずデータをまったく送信しない
場合：
以下を実行してください。


ライセンスがそのクライアントに割り当てられているか確認します。



クライアントをインストールしたディスクの空き容量が十分であることを確認します。



データベースが満杯でないことを確認します：
Ekran データベースがあるサーバーデータベースのディスクに空きスペースがまったく
ないかもしれません。

インストール済みのクライアントがデータ送信を停止した場合：
以下の問題によって起こったかもしれません：


Linux クライアントが停止されたかもしれません。開始されていることを確認してくださ
い。



クライアントコンピューターがオフラインかもしれません。オンラインであり、ネットワーク
接続に問題がないことを確認してください。
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27.5.2

Linux クライアントの状態チェック

Linux クライアントのインストールが成功した場合、管理ツールの［クライアント管理］画面のクライ
アント一覧に表示されます。
管理ツール上に Linux クライアントが見あたらない場合、クライアントがインストールされたかどう
か確認する必要があります。
Linux クライアントの状態をチェックするには、コマンドライン端末を起動して次のコマンドを実行し
ます：
$ service Ekran status

27.5.3

Linux クライアントの再起動

Linux クライアントを再起動するには、クライアントコンピューターのコマンドライン端末で以下のコ
マンドを実行します：


$ sudo service Ekran restart

または以下のコマンドで、Linux クライアントの停止と開始を実行します。


$ sudo service Ekran stop



$ sudo service Ekran start
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28. 付録
28.1

既定のアラート

管理ツールには既定のアラートルールが組み込まれています。これらは Ekran クライアントをイン
ストール済みのコンピューター上で様々な種類の潜在的に危険なアクションや禁止されたアクショ
ンが実行される際にトリガーされるようになっています。
訳注：
既定のアラートは、英語環境用のサンプルです。日本語環境では期待通りに動作しません。
アイデアの参考としてみるにとどめて、実際にアラートを使うときは新規作成してください

28.1.1


偽装アクティビティ

Cleanup applications（クリーンアップアプリケーション）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが以下の PC クリーンアップアプリケ
ーションを開いた際、このアラートがトリガーされます： CCleaner、PC Decrapifier、File
Shredder、CleanUp



Command prompt（コマンドプロンプト）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーがコマンドプロンプトを実行した際、こ
のアラートがトリガーされます。



Date and Time changing（日時の変更）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが日時設定を変更する際、このアラ
ートがトリガーされます。



Editing Windows Registry（Windows レジストリの編集）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが Windows レジストリをレジストリエ
ディターで編集する際、このアラートがトリガーされます。



File Download from Internet browser（インターネットブラウザーでのファイルダウン
ロード）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーがインターネットブラウザー
（Chrome、Firefox または Internet Explorer）を使ってファイルをダウンロードする際、こ
のアラートがトリガーされます。
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File Upload via Internet browser（インターネットブラウザーでのファイルアップロー
ド）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーがインターネットブラウザー
（Chrome、Firefox または Internet Explorer）を使ってファイルをアップロードする際、こ
のアラートがトリガーされます。



Hacking software（ハッキングソフトウェア）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが以下の様々な種類のハッキングソ
フトを使う際、このアラートがトリガーされます： Angry IP Scanner、HashCatBurp
Suite、Cain & Abel、Ettercap、John The Ripper、Kali、 Metasploit、Nmap
（Network Mapper）、Snort、THC Hydra、Wapiti、Wifite、Wireshark



IIS Binding Settings（IIS バインドの設定）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが IIS のバインド設定を変更する際、
このアラートがトリガーされます。



Internet Explorer proxy settings（Internet Explorer のプロキシ設定）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが Internet Explorer のプロキシ設
定を変更する際、このアラートがトリガーされます。



Remote desktop connection（リモートデスクトップ接続）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが他のコンピューターに対してリモー
トデスクトップ接続を開始する際、このアラートがトリガーされます。



Windows user creation/editing（Windows ユーザーの作成/編集）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが Windows ユーザーを追加・編集
する際、このアラートがトリガーされます。



[Linux] Installation detection（［Linux］インストールの検出）
Linux クライアントコンピューター上でユーザーがインストール用コマンドを使用する際、
このアラートがトリガーされます。



[Linux] Root privileges（［Linux］ root 特権）
Linux クライアントコンピューター上でユーザーが root 特権を取得する際、このアラート
がトリガーされます。



[Linux] User adding（［Linux］ ユーザーの追加）
Linux クライアントコンピューター上でユーザーがユーザー追加を行う際、このアラート
がトリガーされます。
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28.1.2


データ漏洩

Cloud backup（クラウドバックアップサービス）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが以下のクラウドバックアップサービ
スを開く際、このアラートがトリガーされます： ADrive、AltDrive、Backblaze、avast!、
BackUp、Backup Lizard、BackupRunner、Bitcasa、Carbonite、Comodo Backup、
CrashPlan、Cyphertite、ElephantDrive、Gillware、IDrive、Iozeta、Jottacloud、
Jungle Disk、KineticD、Livedrive、Malwarebytes、Mevvo、Mozy、MyOtherDrive、
MyPC Backup、NitroBackup、Nomadesk、SafeSync、sosonlinebackup、
SpiderOak、SugarSync、Symform、Total Defense Online Backup、OpenDrive、
Zoolz



Cloud file sharing（クラウドファイル共有）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが以下のクラウドベースのサービス
を使ってファイルを共有する際、このアラートがトリガーされます： 2Big2Send、
4shared、Addie.it、BitLet.org、CloudApp、Digital Pigeon.com、DivShare、
Dropcanvas、Droplr、Dropmark、DropSend、EFShare、Filecamp、FileDropper、
FileSavr.com、Fyels、Ge.tt、GigaSize、JustBeamIt、Kicksend、
LargeDocument.com、letscrate、MailBigFile、Minus.com、pastebin.com、
PasteLink.me、RapidShare、Send6、Senduit、SendYourFiles、Streaky、
Uploaded.to、Uploadie、Wappwolf、WeTransfer、Wikisend、YouSendIt、zShare.net



Cloud storages（クラウドストレージ）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが以下のクラウドストレージの Web
サイトを訪問する際、このアラートがトリガーされます： Dropbox.com、
drive.google.com、onedrive.live.com、Otixo、box.com、Fluxiom、spideroak.com、
Uploadingit、amazon.com、justcloud.com、livedrive.com、sugarsync.com、
code42.com/crashplan、zipcloud.com、sosonlinebackup.com、carbonite.com、
eSnips、Fileshare、mozy.com、mega.nz、adrive.com、bitcasa.com、icloud.com、
Memonic、Doxo



Desktop email clients（デスクトップメールクライアント）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが以下のデスクトップメールクライア
ントを開く際、このアラートがトリガーされます： AOL Mail、Microsoft Outlook、
Windows Live Mail、IBM Notes、Thunderbird、Post-box、Novell GroupWise、The
Bat!
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FTP access（FTP アクセス）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが FTPWeb サイトを訪れる際、この
アラートがトリガーされます。



[Linux] Mounting device（［Linux］ デバイスのマウント）
Linux クライアントコンピューター上でユーザーが、Linux サーバー上のストレージをマ
ウントするためのコマンドを実行しようとする際、このアラートがトリガーされます。



Online email services（オンラインメールサービス）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが以下のオンラインメールサービス
を利用する際、このアラートがトリガーされます： mail.google.com、login.live.com、
login.yahoo.com、my.screenname.aol.com、zoho.com、mail.com、inbox.com、
gmx.com、icloud.com、mail.lycos.com、hushmail.com、mail.yandex.com



Screen sharing applications（画面共有アプリケーション）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが以下の画面共有アプリケーション
を開く際、このアラートがトリガーされます： TeamViewer、Deskhop、Screenleap、
ShowMyPC、Mingle View、Apache OpenMeetings、Mikogo、LogMeIn、join.me、
Remote Access Viewer、WebEx、GoToMeeting、AnyMeeting、Zoom

28.1.3


良俗に背く可能性のあるアクティビティ

Adult sites（アダルトサイト）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが、成人向けコンテンツを含む以下
の Web サイトを訪問する際、このアラートがトリガーされます： flirt4free.com、
ebaumsworld.com、imlive.com、freeones.com、redtube.com、cam4.com、
adultfriendfiner.com、youporn.com、xnxx.com、livejasmin.com、G.e-hentai.org、
Nudevista.com、Adam4adam.com、Literotica.com
さらにこのアラートは「xxx」または「porn」という言葉を URL に含む Web サイトへの訪
問でもトリガーされます。



BitTorrent clients（BitTorrent クライアント）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが以下の BitTorrent クライアントアプ
リケーションを開く際、このアラートがトリガーされます： Utorrent、Vuze、Tixati、
Torch、qBittorrent、Transmission、Deluge、BitLord
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BitTorrent sites（BitTorrent サイト）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが以下の BitTorrent サイトを訪問す
る際、このアラートがトリガーされます： thepiratebay、kat.cr、torrentz.eu、
extratorrent、yts、eztv、1337x、isohunt、bitsnoop、rarbg



Gambling sites（ギャンブルサイト）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが以下のオンラインギャンブルサイト
を訪問する際、このアラートがトリガーされます： grosvenorcasinos.com、
leovegas.com、777.com、casino.com、foxycasino.com、casino.betway.com、
bet365.com、titanbet.com、888casino.com、europacasino.com
さらにこのアラートは「casino」や「poker」という言葉を URL に含む Web サイトへの訪
問でもトリガーされます。



Proxy anonymizers（匿名プロキシサイト）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが以下の匿名プロキシサイトを訪問
する際、このアラートがトリガーされます： proxify.com、Anonymouse.org、
hidemyass.com、the-cloak.com、bind2.com、maskedip.com、anonymizer.com、
proxy.org、newipnow.com、zophar.net、proxysite.com、dontfilter.us、uas2.com、
blewpass.com、kproxy.com、alter-ip.com、proxy.my-addr.com、megaproxy.com、
proxfree.com、fresh-proxy.appspot.com、youhide.com、proxywebsite.org、Tor
Browser

28.1.4


業務に無関係なアクティビティ

Dating sites（出会い系サイト）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが以下の出会い系サイトを訪問する
際、このアラートがトリガーされます： match.com、okcupid.com、gotinder.com、
meetup.com、pof.com、zoosk.com、eharmony.com、badoo.com、
christianmingle.com、ourtime.com、datehookup.com、howaboutwe.com、
seniorpeoplemeet.com、speeddate.com、chemistry.com、jdate.com



Desktop media players（デスクトップメディアプレイヤー）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが以下のデスクトップメディアプレイ
ヤーを開く際、このアラートがトリガーされます： Windows Media Player、BS.Player、
PotPlayer、DivX Player、GOM Player、KMPlayer、VLC、Kantaris Media Player、
Media Player Classic、SMPlayer、DAPlayer、iTunes
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Instant messengers（インスタントメッセージ）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが以下のインスタントメッセンジャー
を開く際、このアラートがトリガーされます： Skype、Pidgin、MSN Messenger、Yahoo!
Messenger、Google Talk、Digsby、ICQ、Miranda IM、Trillian



Job search（転職サイト）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが以下の転職サイトを訪問する際、
このアラートがトリガーされます： indeed.com、monster.com、glassdoor.com、
jobsearch.com/careerbuilder.com、simplyhired.com、aol-careers.com、
jobdiagnosis.com、beyond.com、ziprecruiter.com、snagajob.com、
theladders.com、dice.com、elance.com/upwork.com、linkedin.com、
peopleperhour.com、linkup.com、careerarc.com、freelancer.com、usajobs.gov



Online games（オンラインゲーム）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが以下のオンラインゲームサイトを
訪問する際、このアラートがトリガーされます： eune.leagueoflegends、battle.net、
steampowered.com、dota2、trionworlds、hirezstudios、minecraft、worldoftanks、
swtor.com、kongregate.com、armorgames、addictinggames.com、
newgrounds.com、popcap.com、crazymonkeygames.com、pch.com、zynga.com、
totaljerkface.com、deadwhale.com、plarium.com



Online video（オンラインビデオ）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが以下のオンラインビデオサイトを訪
問する際、このアラートがトリガーされます： Youtube、dailymotion.com、vimeo、
gopro.com、ted.com、on.aol.com、mtv.com、funnyordie.com、break.com、
metacafe.com、veoh.com



Social networks（ソーシャルネットワーク）
Windows クライアントコンピューター上でユーザーが以下のソーシャルネットワークサイ
トを訪問する際、このアラートがトリガーされます： facebook、twitter、linkedin、
pinterest、plus.google.com、tumblr、instagram、vk.com、flickr、vine.co、
meetup.com、tagged.com、ask.fm、meetme.com、classmates.com、foursquare、
tripadvisor、weeworld.com、mixi.jp、myspace.com、myheritage.com、schtik.com
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28.2

スタンダード版・エンタープライズ版の機能比較表

エンタープライズ版の機能はエンタープライズ版のシリアルキーをアクティベートして初めて利用
可能になります。
機能

スタンダード版

エンタープライズ版

AES 256 暗号化

〇

〇

エンドポイントフローティングライセンス

〇

〇

クライアント設定変更からの保護

〇

〇

監視中のパスワード非表示

〇

〇

システムユーザーの監査追跡

〇

〇

VDI ゴールドイメージサポート

○

○

非永続的な VDI 監視のサポート

〇

〇

オフラインクライアント（ロストクライアント）の

〇

〇

×

〇

オンプレミス環境への展開

〇

〇

リモートインストール/アンインストール/クライ

〇

〇

〇

〇

〇

〇

データベースクリーンアップ

〇

〇

システムヘルス監視

〇

〇

機能とセキュリティ

検出
SIEM 統合
展開と運用

アントバージョンアップ
中央でのエンドポイントクライアントのバージ
ョンアップ
MS SQL および PostgreSQL データベース
サポート
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高可用性とディザスタリカバリ

×

〇

マルチテナントモード

×

〇

データベースアーカイブ

×

〇

Active Directory 統合

〇

〇

スマートカード経由での管理ツールアクセス

〇

〇

クライアントオフライン作業モード

〇

〇

カスタマイズ

〇

〇

Windows イベントログへのログ登録

×

〇

ビデオ形式でのセッション記録

〇

〇

ライブセッションビュー

〇

〇

マルチモニター記録

〇

〇

Web ページ＆アプリケーション

〇

〇

クリップボード（コピー、貼り付け）

〇

〇

キーストローク記録

〇

〇

キー入力をトリガーとする記録

〇

〇

USB ベースのストレージ監視

〇

〇

Linux コンソールとパラメーター

〇

〇

音声記録

×

〇

ファイル監視

×

〇

特定期間（勤務時間）のみ監視

×

〇

SWIFT ユーザー名監視

×

〇

基本機能

アクティビティ監視
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監視のフィルタリング
アプリケーションによるフィルタリング

〇

〇

ユーザーによるフィルタリング

〇

〇

IP アドレスによるフィルタリング

×

〇

プロアクティブなリアルタイムアラートと通知

〇

〇

組込みのアラートテンプレート

〇

〇

制限された USB デバイスの接続ブロック

〇

〇

ユーザーブロック

〇

〇

行動分析と異常検出（UEBA）

×

〇

×

〇

×

〇

SSH キー管理

×

〇

RDP/PuTTY サポート

×

〇

ロールベースのアクセス制御

×

〇

リ モ ー ト パ ス ワ ー ド ロ ー テ ー シ ョ ン （ Active

×

〇

〇

〇

多要素認証

〇

〇

時間ベースのユーザーアクセス制限

×

〇

インシデント応答機能

パスワード管理
Windows サーバーへアクセスするためのパス
ワード管理（共有アカウント）
Linux サーバーへアクセスするためのパスワ
ード管理（共有アカウント）

Directory および Windows アカウント）
パスワード管理
共有および組込みアカウントユーザーを識別
するための二次認証

Ekran Help v.6.25.93
Rev.1.0
525

ジュピターテクノロジー株式会社

認証ワークフロー
アクセス請求

〇

〇

コメント要求

〇

〇

USB 大容量記憶装置およびモバイルデバイス

×

〇

ワンタイムパスワード（OTP）

×

〇

チケットシステム統合

×

〇

複数パラメーターによる検索

〇

〇

メタデータによる検索

〇

〇

Linux セッション出力の検索

〇

〇

ダッシュボード

〇

〇

スケジュールレポートとアドホックレポート

〇

〇

セッションエクスポート

〇

〇

へのアクセス請求

監査とレポート
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お問い合わせ
この資料についてご不明な点やお気づきの点などがございましたら、カスタマーポータルからお問
合せください。
カスタマーポータル：

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