
 
 
 
 

 

PRODUCT FACT SHEET                                                             

 
 
 
 
 

ObserveIT  

v5.6.8 リリース ノート 
Rev. 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2014.10.1 

 
 



 
 
 
 

1 
 

PRODUCT FACT SHEET                                                             

目 次 

 
このリリースについて ................................................................................................................. 1 
下位互換性について ................................................................................................................ 1 
新機能について ....................................................................................................................... 1 
サポートするプラットフォーム ..................................................................................................... 1 
Windows ................................................................................................................................... 1 
Unix/Linux ............................................................................................................................... 1 
最小システム要件 ..................................................................................................................... 2 
ObserveIT エージェントのシステム要件 ..................................................................................... 2 
ObserveIT サーバー コンポーネントのシステム要件 .................................................................. 2 
既知の制限事項 ....................................................................................................................... 3 
インストール .............................................................................................................................. 3 
Unix/Linux ............................................................................................................................... 3 
構成    ................................................................................................................................. 5 
解決済み問題 .......................................................................................................................... 6 
Unix / Linux ............................................................................................................................. 6 
Windows ................................................................................................................................... 6 
構成   .................................................................................................................................... 6 
リリースされた製品マニュアル.................................................................................................... 6 
製品マニュアルのフィードバックについて .................................................................................. 7 



 

1 
 

PRODUCT FACT SHEET                                                             

このリリースについて 

このドキュメントには、製品マニュアルに記載されていない ObserveIT 5.6.8 リリースの重要情

報が含まれております。ObserveIT 5.6.8 をインストールと設定する前に、このドキュメントを読む

ことが非常に重要です 

下位互換性について 

ObserveIT 5.6.8 の機能、特性及びパフォマンスについては、古いバージョン（5.6、5.5、5.3）
のエージェントとの互換性がほぼ持っていますが、エージェントのバージョンがサーバーコンポ

ーネントのバージョンより古いものを利用することを避けるべきです。フル機能の互換性を持た

せるために、製品の最新バージョンでエージェントをアップグレードすることを強くお勧めしま

す。 

新機能について 

このリリースでの新機能の詳細については、下記をご参照ください。 

 日本語版： 

 http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/datasheet/ObserveIT_ datasheet_v5.6.8.pdf 

 

 英語版：http://www.observeit.com/Products/Whats_New_5_6_8 

サポートするプラットフォーム 

Windows 

Windows 
 2003 Server / 

2003 R2 Server 

2008 Server / 

2008 R2 Server 

2012 Server Windows  

XP Pro 

Windows Vista Windows 7 Windows 8 

Web 管理 

コンソール 
○ ○ ○     

アプリケーション 

サーバー 

○ 

＊ 
○ ○     

データベース 

サーバー 
○ ○ ○     

エージェント ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

* 注記 64ビットのWindows Server 2003はサポートされていない 

 

Unix/Linux 

 Solaris* Linux AIX 

 Solaris 10 
U4-U10 

RHEL/CentOS 
5.0-5.9,and 

6.0-6.4 

Oracle Linux 
5.0-5.8, and 

6.0-6.3 

SLES SuSE 10 SP2-SP4 
and SLES SuSE 11 
initial release-SP2 

Ubuntu 
10.04, 

12.04 LTS 

AIX 5.3 
(TL10 or higher) /  

AIX 6.1 

http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/datasheet/ObserveIT_%20datasheet_v5.6.8.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/datasheet/ObserveIT_%20datasheet_v5.6.8.pdf
http://www.observeit.com/Products/Whats_New_5_6_8
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エージェント ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

* 注記 
Solarisは完全ルートゾーン(Whole Root Zone)をサポートします。ObserveIT Solaris エージェントを各zoneにインストー

ルする必要があります。 

最小システム要件 

ObserveIT エージェントのシステム要件 

 Windows 
CPU  2.4 GHz 以上のプロセッサ （Intel または AMD） 

ハードディスク容量  10 MB以上 

メモリ 1 GB 以上 

.NET Framework  version 2.0 以降 

ネットワーク 10/100 Ethernetアダプタ (Gigabit推奨) 

 

 Linux [RHEL/CentOS, Oracle Linux, SLES (SuSE), and Ubuntu] 
CPU  2.4 GHz 以上のプロセッサ （Intel または AMD） 

ハードディスク容量  10 MB以上 

メモリ 1 GB 以上 

ネットワーク 10/100 Ethernetアダプタ (Gigabit推奨) 

前提条件 Libuuid, Libxml2, and OpenSSL 

 

 Unix 
 Solaris 10 AIX 5.3 (TL10 or higher)/AIX 6.1 

CPU  2.4 GHz 以上プロセッサ （Intel または AMD） 1.3 GHz 又は Power4 以上のプロセッサ 

ハードディスク容量  10 MB以上 

メモリ 1 GB 以上 

ネットワーク 10/100 Ethernetアダプタ (Gigabit推奨) 

前提条件 Libuuid, Libxml2, and OpenSSL Libxml2, and OpenSSL 

ObserveIT サーバー コンポーネントのシステム要件 

 データベース 

サーバー 

アプリケーション 

サーバー 

Web 管理 

コンソール 

CPU 
Dual Core 3.2 GHz以上プロセッサ 

（IntelまたはAMD） 

3.2 GHz 以上プロセッサ 

（IntelまたはAMD） 

2.0 GHz 以上プロセッサ 

（IntelまたはAMD） 

ハードディスク容量 DBサイジングの説明をご参照に 最低1GB 

メモリ 4GB以上（推奨：8GB と 64-bit OS） 2GB 以上（推奨： 4GB） 1GB 以上（推奨： 2GB） 

.NET Framework version 2.0 以降 

ネットワーク 10/100 Ethernetアダプタ (Gigabit推奨) 
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IIS with ASP .NET N/A version 6.0 以上 必要 

SQL Server 
SQL Server 2005/2008/2008 R2/2012 

及び最新のサービスパック適用 
N/A N/A 

既知の制限事項 

インストール 

 [管理No. #2032 ] –アプリケーションサーバを、Windows2008 R2（64ビット）にインストールされ

ている場合、証明書ベースのデータベース暗号化を実装するため、次の変更をしなければな

りません： 

• インターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャのアプリケーションプールを開き、

アプリケーションプール一覧からObserveITのアプリケーションプールを右クリックして[詳

細設定]を選択し、[詳細設定]ダイアログボックスで次の変更を行います。 

1. “全般”の下で、「32 ビットアプリケーションの有効化」を“True”に変更します。 

2. “プロセスモデル”の下で、「ID」 を“LocalSystem”に変更します。 

 [管理No. #2033 ] –バージョン5.3のエージェントをアップグレードするケースに、アップグレー

ド処理が何らかの原因で失敗した場合、古いバージョンをアンインストールしてから新しいバ

ージョン再インストールすることをお勧めします。また 64 ビットシステムの場合のみ、時々古

いバージョンのアンインストールも失敗する可能性がありますので、これを解決するため、次の

コマンドを実行します。 

C:¥Windows¥Microsoft.NET¥Framework64¥v2.0.50727¥InstallUtil.e

xe "<ObserveIT Directory¥bin¥rcdsrv.exe>" 

 [管理No. #2432 ] –利用中のIE が 10.0 から、10.5.0 以上のバージョンにアップデートし、推

奨されたセキュリティと互換性をインプリメントする時、ObserveIT のフル機能を有効するため、

Web 管理コンソールのURLをIEの「インターネットオプション」の“信頼済みサイト”に追加する

必要があります。 

 [管理No. #10845 ] –ObserveIT のワンクリック インストレーション機能は、トルコ語のWindows

プラットフォームをサポートしません。カスタムインストレーションの実行方法について、製品マ

ニュアルの「インストレーションガイド」->「カスタムインストレーションの実行」をご参照ください。 

Unix/Linux 

 [管理No. #266 ] – Linuxマシンにエージェントをインストールすると、次のエラーが現れる場合

もあります。 

c62-64:/data/release/5.5.1.0$ sudo ./observeit-agent-RHEL5-5.5.1

.0.run -- -i -s 0.2.8.18  

Verifying archive integrity... All good.  

Uncompressing ......  

package oit is not installed  

Installing ObserveIT agent  

http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/oitdoc.html
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/oitdoc.html
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error: Failed dependencies:  

libuuid.so.1 is needed by oit-5.5.1.0-1.x86_64 

エラーが発生する原因は、libuuidパッケージがインストールされていないことで、 libuuidパッ

ケージをインストールするには、次のコマンドを実行してください。 

sudo yum install libuuid.so.1 

 [管理No. #316 ] – sudo パッケージを使用する時（RedHat / CentOS 5.3以前のバージョンに）、

次のエラーが現れる場合もあります。 

audit_log_user_command(): Bad file descriptor 

• sudo パッケージを更新するには、次のコマンドを実行してください： 

yum update sudo  

 [管理No. #352 ] –Linux 用のObserveIT エージェントをインストールしようとしている場合、

SELinux が有効になっていると、次のエラーが現れる発生する場合もあります。 

observeit-agent-linux-5.5.0.0.run -- -i -s 10.68.3.15 

Verifying archive integrity... All good. 

Uncompressing .... 

oit-5.5.0.3-1 

Installing ObserveIT agent 

Stopping sshd: [ OK ] 

Starting sshd: [ OK ] 

/usr/sbin/obitd: error while loading shared libraries: 

/usr/lib/libobitsoap.so: cannot restore segment prot after reloc: 

Permission denied 

この問題を解決するには、ここの説明のように、SELinux を無効にする必要があります。 

 [管理No. #1961 ] –CentOS / RHEL6.3 サーバ上でObserveITのエージェントをインストール

する場合、次のエラーが発生する可能性があります。 

Installing ObserveIT agent 

error: Failed dependencies: 

libc.so.6 is needed by oit-5.6.3.2-1.x86_64 

libc.so.6(GLIBC_2.0) is needed by oit-5.6.3.2-1.x86_64 

libc.so.6(GLIBC_2.1.3) is needed by oit-5.6.3.2-1.x86_64 

libdl.so.2 is needed by oit-5.6.3.2-1.x86_64 

libdl.so.2(GLIBC_2.0) is needed by oit-5.6.3.2-1.x86_64 

libdl.so.2(GLIBC_2.1) is needed by oit-5.6.3.2-1.x86_64 

librt.so.1 is needed by oit-5.6.3.2-1.x86_64 

librt.so.1(GLIBC_2.2) is needed by oit-5.6.3.2-1.x86_64 

libuuid.so.1 is needed by oit-5.6.3.2-1.x86_64 

libuuid.so.1(UUID_1.0) is needed by oit-5.6.3.2-1.x86_64 

http://emea.salesforce.com/_ui/selfservice/pkb/PublicKnowledgeSolution/d?orgId=00D200000008lNn&id=50120000000KuSP&retURL=%2Fsol%2Fpublic%2Fsolutionbrowser.jsp%3Fsearch%3D%252Fusr%252Fsbin%252Fobitd%253A%2Berror%2Bwhile%2Bloading%2Bshared%26cid%3D0000000000
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この問題を解決するには、次のコマンドを実行してください。 

1 yum update libuuid –y 

2 yum install libuuid.i686 –y 

 [管理No. #1964 ] –AIX ベースの監視対象サーバーに OpenSSLを使用すると、次のエラー

が発生する可能性もあります。 

exec(): 0509-036 Cannot load program /usr/lib/obit/logger because 

of the following errors: 

0509-150 Dependent module /opt/freeware/lib/gcc/ powerpc- 

ibm-aix5.3.0.0/4.2.0/../../../libssl.a(libssl.so.0.9.8) could 

not be loaded. 

0509-152 Member libssl.so.0.9.8 is not found in archive 

エラーの原因は、"非ネイティブ（non-native）"の OpenSSL パッケージがインストールされて

いることで、この問題を解決するには、ここで提供される説明書を参照してください。 

構成 

 [管理No. #883 ] – セッション整合性の設定が有効で、尚且つ「メタデータのみ」のポリシーが

適用された場合、アーカイブされたセッションにセッション整合性のアイコン がアーカイブダ

イアリー（「構成」->「アーカイブ」）で表示されることがあります。これは何の問題もなく、無視し

てください。 

 [CR. #909 ] –トレーニング目的のセッション保存は、このバージョンでサポートしません。   

Web管理コンソールの[トレーニング]タブで、以前に保存したトレーニング·セッションを表示す

ることはできますが、新しいトレーニングセッションの作成はできません。もし、トレーニング目

的のセッション保存機能が重要である場合、下記の ObserveIT サポートまでお問い合わせく

ださい：  

 日本語用： https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php 

 英語用：  support@observeit.com 

 [CR. #1997 ] – Mozilla Firefox （バージョンの 17 又はベータ版の18）を使用する場合、

ObserveITのセッション プレイヤーがちらつく現象があります。これは既知の Firefox 不具合

によるもので、詳細は、次の記事を参照してください： 

• https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=705826 

• https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=789800#c9 

 [CR. #2110 ] –ObserveIT のインストールに、カスタムインストールを選択された場合（製品マ

ニュアルの「インストレーションガイド」->「カスタムインストレーションの実行」をご参照）、"ドメイ

ン メンバーシップの検出"ボタンは使えません。「構成」->「LDAP 設定」->「手動LDAP ター

ゲット」で設定する必要があります。 

 [CR. #2507 ] –ObserveIT の5.6.8バージョンでは、韓国語、中国語（簡体字/繁体字）、日本

語などのアジア言語のWindows キーロガー機能をサポートしていません。 

 [CR. #2628 ] –ObserveIT のAPI エージェントを有効にするためには、WTSサービスを有効に

http://emea.salesforce.com/_ui/selfservice/pkb/PublicKnowledgeSolution/d?orgId=00D200000008lNn&id=50120000000L4ZL&retURL=%2Fsol%2Fpublic%2Fsolutionbrowser.jsp%3Fsearch%3DOpenSSL%26cid%3D000000000000000%26orgId%3D00D200000008lNn%26t%3D4&ps=1
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=705826
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=789800#c9
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/oitdoc.html
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/oitdoc.html
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する必要があります。 

解決済み問題 

Unix / Linux 

 [管理No. #2299 ] –Unix/ Linux セッションプレイヤーで再生する場合、アルファベット以外の

文字を使用したユーザー コマンドによる再生の嵌まり込み現象は解決されています。 

 [管理No. #1620 ] – Unix / Linux セッション内で特定の時点にジャンプするとき、ObserveIT

のセッション プレイヤーは、指定通りに正確な時間ポイントから再生を始まります。 

注記：この問題の解決には、Unix/ Linux エージェントがObserveIT の最新のバージョンにア

ップグレードされる必要があります。 

 [管理No. #2489 ] – 1204 と 1203の過検出アラート現象は解決されています。 

Windows 

 [管理No. #401 ] – このバージョンから、Windows 8マシンへの監視はサポートされています。 

 [管理No. #2562 ] –64 ビットシステム用エージェントは、"SAP Business One"のウィンドウ タイ

トルをキャプチャできない問題はなくなりました。 

 [管理No. #10792 ] – ObserveIT のアプリケーションサーバーが使用不能になった際、

Windows エージェントがデータを取り戻すための開始時間の遅延は、もう解決されています。 

 [ 管理No. #431 ] – このバージョンから、ObserveITは、IPv6 をサポートします。 

 [ 管理No. #1577 ] – このバージョンから、ObserveITは、IIS 8.0 をサポートします。 

構成 

 [管理No. #2807 ] – "アプリケーションサーバーが起動しています"のような通知サービスアラ

ートがWeb管理コンソールに繰り返し表示される現象も解決されています。 

 [管理 No. #2047 ] –「レポート」->「サーバーのソフトウェア」の下にあるインストール済みアプリ

ケーションリストにあるサーバー名、アプリケーション名など情報の漏れ問題も解決されていま

す。 

 [管理 No. #1985, #2100 ] – "メッセージ" 種類のレポートテンプレートに、ライブセッションのリ

プレイ中に送信されたロック メッセージとライブ メッセージも含まれるようになりました。 

 [管理 No. #2363 ] –LogMeIn のまたは PuTTY クライアントを使用する場合、エージェントが異

常終了する現象はもはや存在しません。 

リリースされた製品マニュアル 

最新版の製品マニュアルは下記サイトから入手できます。 

日本語版： https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/oitdoc.html 

 

英語版： http://www.observeit.com/Support/Documentation 

 

http://www.observeit.com/Support/Documentation
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製品マニュアルのフィードバックについて 

ObserveITは、製品マニュアルの品質向上に継続的な努力を行うため、下記宛先に貴方様のコ

メントを送信することをお願いします。 

日本語用：https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php 

英語用：  support@observeit.com. 
 

 

以上 

 

 

 

日本語ドキュメント発行日 2013 年 10 月 10 日 

改定 2014 年 10 月 1 日 

このドキュメントの原文は、『ObserveIT Release Notes v5_6_8 (GA).pdf 』 です 

ジュピターテクノロジー株式会社 技術グループ 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
mailto:support@observeit.com
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